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― ガバナー公式訪問例会 ―

皆さん、こんにちは。まず、はじめにゲスト
のご紹介をさせていただきます。2021－22
RI第2800地区ガバナー矢口信哉様でござい
ます。第５グループガバナー補佐布施富将様
でございます。地区幹事齋藤賢一様でござい
ます。ガバナー月信副委員長福永隆様でござ
います。東根ロータリークラブ幹事藤田力様
でございます。本日は、ガバナー公式訪問例
会でございます。のちほど、矢口ガバナーには、ご講話をいただきま
すので、どうぞよろしくお願い致します。
さて、先日テレビのCMで「バイタリテイー」という言葉を耳にしま
した。この「バイタリテイー」の意味を調べてみますと、「いきいきと
した力。様々な苦難や障害を乗り越えていく力強さ」とあります。ロー
タリークラブを見渡すと、全てのロータリアンに共通しているのが、こ
の「バイタリテイー」があるということだと私は思います。今、ロータリー
では７月・８月と連月で会員増強月間となっております。ぜひ、そん

幹事報告

信哉

河井

な「バイタリテイー」のある方の新入会員情報のご提供とクラブ入会
のおすすめをお願いします。
恒例の「シリーズあの年プレイバック」は、昭和49年（1974年）です。
この年の５つのトピックスを紹介いたします。
１．小野田寛郎 元日本兵の帰国。
２．コンビニ（セブン イレブン）１号店が開店。
３．超能力ブーム。（ユリ・ゲラーのスプーン曲げがブームになる）
４．「蛍光ラインマーカー」と「ゲイラカイト」の大ヒット。
５．長嶋茂雄の引退。
※番外として当クラブ関係では……武田和夫パストガバナーのクラブ
入会、河井直天 幹事生まれるです。昭和49年は、このような年であ
りました。昭和40年代の終わり、戦後初の経済マイナス成長になった
年。ひとつの時代が終わり、50年代に向かって新しい息吹が芽生えた
年という印象がします。最後になりますが、皆様方には、引き続き体
調管理を十分していただき、マスクの着用、手洗いなどのコロナ対策
の励行をお願い致します。

直天 幹事

１．先月７月末より今月お盆休み前までの期間におきまして、山形県では新型コ
ロナ感染が拡大傾向を示しており、この期間に緊急理事会を開催しまして協議
し、当初８月３日に予定しておりました「夏祭り例会」は、８月31日に順 延と
させて頂きます。これからの感染状況を見て、ご案内をさせて頂きます。
２．次回の例会は、次週８月24日㈫の「名月荘の若女将・菊地まさこ様の卓話例会」
であります。時間短縮例会形式、及び、お食事はテイクアウト持帰り形式となります。
３．この例会に先立ちまして、午前中11時より、会長・幹事会があり、地区からは、
矢口ガバナーと布施ガバナー補佐がご出席され、当クラブより中村会長、幹事
の河井、並びに、熊谷会長エレクト、佐々木副幹事の４名が出席させて頂きま
した。懇談と意見交換をさせて頂きました。
４．今月８月度の米山奨学生への奨学金の授与の件ですが、当初８月３日に例会
を予定しておりましたが、コロナ感染対策により順延しましたので、奨学金を
振込みにて授与させて頂きました。
５．8月４日に、山形市内7RCの親善ゴルフコンペ担当者の事前打合せ会に、幹
事と、浅野裕幸君と鉄 浩二君との、計３人で出席して参りました。持ち帰りま
した内容は、本日例会後の理事会にて協議させて頂き、改めてその結果を、皆
様に後日、お知らせさせて頂きます。
６．上期会費の件、会員の皆様からの納入を頂きまして有難うございます。まだ
未納入の方につきましては、納めてください様、改めましてお願い申し上げます。
７．今月のロータリレートは、１ドル・110円です。
８．この例会の終了後に、理事会が引続きございますので、理事の方は、そのま
まお残り下さい。この理事会にて特に、最近のコロナ感染拡大下の例会につい
て協議させて頂き、皆様にご案内させて頂きます。

米山功労賞マルチプル表彰
大久保章宏君おめでとうございます。

布施富将ガバナー補佐ご挨拶
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矢口ガバナー一年間よろしくお願いいたします。
皆さんご無沙汰しておりました。矢口ガバナー頑張ってください。
矢口ガバナーはじめ事務局の方ご来場ありがとうございます。
矢口ガバナー歓迎いたします。
矢口ガバナーありがとうございます。妻の誕生プレゼントありが
とうございました。
矢口ガバナーありがとうございます。

ビジター
福永
隆 さん（東根RC）・藤田

力 さん（東根RC）

ガバナー公式訪問卓話

ガバナー公式訪問

していただけるよう、切にお願いいたします。この理由から次
年度テーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
Serve to Change Lives です。事業としては、1.会員の基盤

国際ロータリー第2800地区
2021－22年度ガバナー

矢

口

信

哉

を広げる……130万人に

氏（東根RC）

2.クラブ奉仕デーの開催 3.女子の

エンパワメントに力を注ぐ ポリオ撲滅、ローターアクターの養
成も世界にインパクトをもたらすプロジェクトです。

コロナの再拡大の様相に10月予定の地区大会の開催要項

2800地区としては地区研修・協議会で申し上げました「基

を心配している毎日です。地区大会の記念講演も「withコロナ

本方針」の下に S.each one bring one 一人が一人に声かけ

時の過ごし方」の講演会にしようと思っています。人生には真

会員拡大

坂という坂があると先輩方にお聞きしておりましたが、予見で

１．4,5年先のクラブを考える長期検討委員会の開催

きない事への対処法はあるがままを受け入れ、お陰様の心（感

２．入会３年までの会員セミナー・クラブリーダー候補者セ

謝の心）で過ぎ去るのを待つしかないのかな……などと思い巡

ミナー

らせる毎日です。公式訪問もガバナー補佐皆様のご協力を頂き

３．
マイロータリーの活用推進

順調に進めさせて頂いております。本当に有難うございます心

４．クラブ奉仕デーの開催

より感謝申し上げます。

５．財団・米山への理解推進

今年度のRIシェカール・メータ会長は本年２月のバーチャル

です。

地区として各クラブの取組み、活動を支援してまいります。

国際協議会で次のように方針を発表されました。「私たちは、

特にクラブ奉仕デーの開催〈９月12日㈰庄内浜にて開催〉

自分よりも先に人のことを考える心 構えがあるでしょうか。

第1,第２グループでの海岸清掃奉仕は大きな効果が望めるプ

ロータリアンである私たちにとって大 切なのは、それだけで

ロジェクトです。海岸清掃に参加されないクラブは、地域社

す。」「ほかの人のために生き、世話をし、奉仕することで誰か

会に今本当に必要なプロジェクトをお考えいただき、一般の

の人 生を 豊 かにすることは、自分 の人 生の 最 高 の 生き方 で

方々、他の団体等を巻きこんで実施していただければと思い

す。」人々の為に奉仕し、その人生をより豊かにするために援助

ます。

８月度理事会報告 【 協議事項 】
１．新型コロナ感染拡大下における例会について（当
面の１ヵ月間を対象）
⑴８/24㈫卓話例会（卓話：名月荘 若女将 菊地
まさこ様）
■時間短縮例会 ■テイクアウト ■学校形式配列
⑵８/31㈫夏祭り例会（パレスグランデール）保留
（８/23に状況判断を予定）
⑶９/７㈫卓話例会
■時間短縮例会 ■テイクアウト ■学校形式配列
⑷９/14㈫職場訪問例会→卓話例会に変更
（卓話：鈴木政康職業奉仕委員長）

■時間短縮例会 ■テイクアウト ■学校形式配列
２．山形市内7RC親善ゴルフコンペについて：
10月３日㈰、カントリークラブ
表彰会場 山形グランドホテル（18時より）
登録料10,000円（競技会費と表彰式参加費）
※競技会のみ又は表彰式のみ参加の方は、5,000円。
プレー費各自精算（クラブ内案内書発行の際、お知らせ予定。）
チャリティー企画：金額と支出方法は、7RC協
議をしてお知らせ予定。
３．新会員承認：石山祐介君より推薦された、㈱ア
イエスの伊藤健二様が、新会員として理事会にて
承認されました。入会時期は10月です。

本日出席・前回修正出席
本
日
前回修正

会員総数
５３名

出席義務会員数

出席会員数
３４名

出 席 率

【報 告】
１．夏場のテイクアウト弁当については、８月は、
ホテルキャッスルでは、食中毒対策の為に自作弁
当の作成が無く、外注弁当が手配されます。この
ためメニュー指定は不可となるので、会員にて特
定の食物アレルギーをお持ちの方はご注意下さ
い。
２．ガバナー・ガバナー補佐との会長幹事会による
意見交換の結果については、８月中に、議事内容
をまとめ、会員に報告する。

※本日の結果は２週間後に報告
※修正は２週間前の結果報告
出席会員数÷算出会員数＝出席率
算出会員数とは? 出席義務会員＋メイク免除会員の出席者
出席会員数とは? 出席義務会員の出席者＋メイク免除会員の出席者＋メイク会員

