
会長挨拶

例会場：いばら木 司会進行（SAA）：谷口　義洋 君
点　鐘：PM 12：30　浅野　裕幸 副会長 

幹 事 報 告 河井　直天　幹事

第2320 回例会 2021-７／27（火）天気（雨）

１．先程の浅野副会長よりお願いさせて頂きました、中村会長のご尊父様の一般焼
香ですが、私からも会員の皆様方に一般焼香のご参列をどうかお願い申し上げます。
２．年次計画書の冊子を発行しました。皆様のお手元にお配りしておりますのでご
確認下さい。
３．７月13日理事会の決議事項を報告いたします。
　　来年2022年５月に予定しております「50周年記念式典」につきまして、そ
の開催日が、諸般の事情により変更となります。変更後の開催日は2022年５月
７日㈯となります。つきましては、年次計画表を更新しまして、冊子にて発行さ
せて頂きます。
４．地区より、「ロータリー文庫の案内とお願い」を頂きました。ロータリー文庫では、
紙媒体から電子図書館への移行をめざし、着々と資料のデジタル化を進めておら
れます。
　　WEBサイトを通じた資料の公開を継するとの事ですので、今後クラブのホーム
ページにリンクを張り付ておきますので、こちらから閲覧が可能となります。
　　詳しくお知りになられたい方は、わたくし幹事にお問合せを頂けますと、ご対
応させて頂きます。
５．本日のうなぎ祭り例会は、山形県で現在展開されております「山形夏旅キャン
ペーン」を活用しております。旅行業者は山形イブニングRCの金田会長を指定
させて頂き、非常に良く条件にして頂けました。キャンペーンの特典としましては、
価格低減と2,000円クーポン券が付いておりますので、ご案内ご報告致します。
６．来月８月度の例会は、８月３日㈫が最初の例会であり、夏祭り例会としてパレ
スグランデールでの「移動例会」となっておりますので、お間違えの無いように
お願い申し上げます。この８月３日も、2,000円クーポンをご提供しますので、
ご案内致します。また、理事会を例会前に開催しますので、理事・役員の方には
別途ご連絡致します。
７．山形市内7RCの親善ゴルフコンペが秋の10月３日㈰に予定されておりますが、

　皆さんこんにちは。副会長の浅野でござ
います。河井幹事より皆様にご連絡のとおり、
さる７月23日に中村篤会長のお父様がご逝
去なされました。謹んでお悔やみ申し上げま
すとともに心から哀悼の意を表します。本日
は中村会長に代わりまして、会長挨拶を務め
させていただきます。中村会長にご不幸が
出た際に河井幹事からあるご相談をいただ
きました。私自身まだまだ即答でクラブ運営
のことを即答できるような勉強をしていな

かったので、山形南ロータリークラブの定款・細則を読み返しました。
その時「ここにクラブ運営の基本が書いてある」ことを改めて確認し
ました。定款・細則を読むだけでも多くの学びがあることに気付きま
した。
　本日は「うなぎ祭り例会」です。うなぎについて気になっていたこ
とがあったので調べてみました。「うなぎと梅干しの食べ合わせ」です。

昔から「一緒に食べると身体に良くない」「食べ合わせが悪い」とさ
れている食材の組み合わせですが本当でしょうか？実は「うなぎと梅
干し」の食べ合わせは、栄養的・医学的にまったく問題はなく、むし
ろ理にかなった相性の良い組み合わせなんです。うなぎに多く含まれ
るビタミンB1と、梅干しに多く含まれるクエン酸は、いずれも疲労回
復に効果的な栄養素のひとつ。よって、うなぎに梅干しを組み合わせ
ることで、夏のスタミナアップ＆夏バテ予防に大きく役立つというわ
けです。にもかかわらず、なぜこの食べ合わせが悪いという説が広まっ
たのでしょうか？昔は、うなぎの脂っこさと梅干しの酸味が刺激し合
い、消化不良を起こすと考えられていたようです。また、サッパリと
した梅干しは食欲を増進させ、高価なうなぎを食べすぎてしまうこ
とから、過食防止や贅沢への戒めという意味もあったようです。消
化不良を起こすという説は過ちとしても、過食防止や贅沢への戒めと
いう点は、現代にも通じる訓示といえるかもしれません。
　皆様、うなぎと梅干しで暑い夏を乗り切りましょう。以上で会長挨
拶を終わります。ありがとうございました。　

－  うなぎ祭り例会  －

委 員 会 報 告
ニコニコBOX　土田　貴英 君
松田　勝彦君　お酒大丈夫です。今後ともよろしくお願いします。
稲村　佳宏君　のちほど委員会発表させていただきます。
金田　亮一君　のちほど委員会発表させていただきます。
寺﨑　利彦君　のちほど委員会発表させていただきます。
丹野　善将君　のちほど委員会発表させていただきます。
布施　富将君　後で総評させていただきます。
大久保章宏君　50周年委員会発表させていただきます。
高梨　和夫君　コースに出られるまで回復しました。
長沢　一好君　中長期委員会発表いたします。
浅野　裕幸君　会長挨拶ご清聴ありがとうございました。
土田　貴英君　ニコニコ小委員長宜しくお願いします。
武田　秀則君　今年度宜しくお願いいたします。

本日のお食事
 「うな重」です。

この担当者打合せ会を、来月８月４日㈬に開催されますので、こちらに出席対応
して参ります。

◇８月の記念日◇
会員誕生日　奥村　健二 君・高梨　和夫 君・武田　秀則 君
　　　　　　稲村　佳宏 君・鉄　　浩二 君・河井　直天 君
　　　　　　武田寿美男 君・石山　祐介 君
奥様誕生日　土田　貴英 君・髙梨　徹也 君・丹野　善将 君
　　　　　　石山　祐介 君・鈴木　利明 君
企業創立記念日　河井　直天 君・熊谷　昌和 君・伊藤　　誠 君
　　　　　　武田　和夫 君

2021-22 年度 山形南ロータリークラブ会長方針

「50周年の誓い 人をつなぐ 時代をつなぐ
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ニコニコBOX小委員会
委員長　土田　貴英 君　

　中村会長の基本理念を拝受させて頂きまして、当ニコニコボックス小委員会は、会員皆様
の誕生日及び会員奥様の誕生日や結婚記念日、会員様の慶事などを積極的に調査し、当クラ
ブの財源確保を目指してまいります。コロナ過ではございますが皆様に喜んでニコニコして
頂けるよう努めてまいりますのでご協力宜しくお願い致します。

職業奉仕小委員会
委員長　鈴木　政康 君　

　職業奉仕委員会では「難しい」と言われがちな職業奉仕について、可能な限りわかりやす
く山形南RCの多くの会員に理解いただけるように活動を進めてまいります。
○地区職業奉仕委員または山形南RC職業奉仕委員のメンバーによる職業奉仕セミナーの開催。
○地区HP掲載「職業奉仕入門」（伊藤三之地区委員長著）をベースに職業奉仕について理解

を深めるセミナーを開催。
○地域活性化や環境保全（リサイクル等）に取り組む企業を見学し職業奉仕の実践を学ぶ。
○訪問企業は現在検討中。

社会奉仕小委員会
委員長　佐藤　直人 君　

「活動計画」
①日本ALS協会山形県支部への助成を行います。
　　８月３日の「夏祭り例会」の抽選会でチャリティー募金活動を行い、後日日本ALS協会

山形県支部へ募金の贈呈を行いたいと思います。
②「こども食堂」への支援を行います。地区補助金を活用し、大変おいしい旬の山形の悪戸

いもをこども食堂へ贈呈したいと思います。
③「こども食堂」の代表者であるクローバーの会＠やまがた樋口愛子様より11月９日の例会

で卓話をいただけるよう企画いたします。

国際奉仕小委員会
委員長　稲村　佳宏 君　

　中村会長より各委員会への要望は
〈国際奉仕小委員会〉
・ロータリアンとして、国際的な学び、見識が広げられる機会づくりをお願いします。
・「クールジャパン 山形を語る　part 11」（３月15日予定）の企画・運営をお願いします。
　それと もう一つ　今年度、山形南ロータリークラブ創立50周年の記念式典が来年５月に
行われます。次第の中で記念講演、「COOL JAPAN 山形を語る」の開催と云うお話があり
ますが検討させて頂いております。と言うのは、「COOL JAPAN 山形を語る」も10年が過
ぎました。各年度の会長さんの要請を受けてゲストが見つかれば開催できる見つからなかっ
たら中止と了解を得ながら10年、泥臭いながらも、楽しみながらやってまいりました。
でも、50周年での「COOL JAPAN」はあまりにもハイレベルな企画の様なので、わたく
しではとても対応しきれませんので、陰ながらお手伝いさせて頂き、会場設営に邁進したい
と思っております。
　尚、３月15日㈫、COOL JAPAN 山形を語る part 11（年次予定表）
山形在住の外国人をゲストにお迎えして、いろんな質問をしながらお話をしていただく例会
です。早々に、松田さんよりイタリアの女性の紹介がありました。ゲストの紹介宜しくお願
い致します。

青少年奉仕小委員会
委員長　金田　亮一 君　

【活動計画】
○地区補助金の企画・運営（予算1,364ドル）
　山下会員の金井幼稚園の園児と一緒に、伝統野菜である「悪戸いも」の収穫を通して、「悪
戸いも」のことを知ってもらう。山形ローターアクトクラブとの共同奉仕活動として実施し
てまいります。
日時　令和３年10月30日㈯
場所　山形市村木沢　あじさい営農組合の圃場（荒天時　ビニールハウス）
○山形ローターアクトクラブの事業を円滑に進めるために、共同スポンサーの他４つのホス

トクラブ（山形西RC、山形東RC、山形中央RC、山形イブニングRC）との協議を充実させる。

ロータリー財団・米山奨学委員会
委員長　丹野　善将 君　

活動計画
〈ロータリー財団〉
1.寄付目標「年間一人150ドル」の達成を目指します。
2.10月から例会受付にて募金PR活動を行います。
3.11月の新そば祭り例会の運営と募金活動を行います。

〈米山奨学会〉
1.寄付目標「年間一人15,000円」の達成を目指します。
2.10月の米山奨学生卓話例会の運営と募金PR活動を行います。
3.11月の新そば祭り例会の運営と募金活動を行います。

ロータリー財団小委員会
委員長　武田　秀則 君　

〔地区目標額20万ドル、一人当たり150ドル〕
1.クラブ寄付として一人当り50ドル。
1.個人寄付として会員一人当り100ドルの寄付をお願いする。
1.11月に財団フォーラムを開催して、寄付の理解と推進をはかる。

米山奨学会小委員会
委員長　寺﨑　利彦 君　

　ロータリー米山記念奨学事業を支援するために１人15,000円を達成する。具体的な事業
として、
1.会員の皆様に米山奨学について理解
2.会員全員で目標額（15,000円）達成する
3.学友会について理解と支援を行う
4.米山卓話を積極的にお願いする
5.地区行事：米山事業をPRし米山功労者を讃える
6.奨学生と交流の機会を作る

山形南ロータリー全員で（普通寄付5,000円特別寄付10,000円）を目指しますのでご協
力宜しくお願い致します。

中長期検討委員会
委員長　長沢　一好 君　

　中村会長のテーマ「50周年の誓い　人をつなぐ　時代をつなぐ　ロータリーで人生に潤
いを」を念頭に一年間活動して参ります。
1.山形ローターアウトクラブへの協力
2.50周年記念式典を実行委員会の皆さんと協力して盛り上げて参ります。
3.山形南ロータリークラブの３年後、５年後のビジョンについて全会員の皆様からの思いを

聞かせて頂き、より良いクラブ作りに役立てたいと思います。
　全会員の皆様方のご協力よろしくお願い致します。

50周年実行委員会
実行委員長　大久保章宏 君　

　「50周年記念式典」につきまして、開催日が、諸般の事情により令和４年５月７日㈯に変
更になりました。
　この度50周年を迎えるにあたり、山形南ロータリークラブが10年前よりスタートしまし
た「coolJapan」を一つの節目と考え、記念講演会として、アフターコロナを見据え、こ
れからのロータリーでは必要ツールとなるon-lineを活用し、世界中を映像でつないで

「coolJapan」を開催し、世界の実情は如何なものなのか考えるチャンスを見出せれば幸い
と考えております。
　記念事業としては、現在まで実行済みの中津ロータリークラブへの移設された向笠記念公
園時計寄贈、そして現在検討中である山形市との山形南ロータリークラブの絆を深める事業
を検討中であります。これからのロータリーは地域との協働が必要となります。私ども山形
市との協働を模索し、地域発展のための一助となればと考えています。全会員ご協力宜しく
お願いいたします。

常任委員会及び小委員長発表常任委員会及び小委員長発表

布施　富将ガバナー補佐より
総評を頂きました。


