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篤 会長

皆さん、こんにちは。はじめにゲスト
のご紹介をさせていただきます。本日、
卓話をいただきます山形市 議 会 議 員の
渋江朋博様でございます。どうぞ、よろ
しくお願いいたします。一昨日の日曜日
に市内7RC親善ゴルフコンペがあり、私
は蔵王CCでプレイ代の清算をクレジット
カード で 決 済してきました が、今日は、
その「カード」の話です。先週、私の自
宅に様々なカードが届きました。１つは、
永谷園のお茶漬に付いている「東海道五拾三次」カードのフ
ルセット（55枚）。抽選で当たりました。そして、もう１つは
新しいクレジットカードとETCカードが送られてきました。（更
新時期だったのでしょう）コロナ禍でますます加速していく
カード時代（キャッシュレス時代）。国でもデジタル庁が創設
され、そろそろ私も市役所でマイナンバーカードを作らなくて
はと思っておりますし、店頭にも、様々なカードに対応できる
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2021 - 10 ／５（火）天気（曇り）

司会進行（SAA）
：谷口 義洋 君
ロータリーソング：「国歌」
「四つのテスト」
新しいハンディ端末を来月から設置する予定です。
ロータリーにも、クレジットカード（ダイナース、マスター）
があって利用金額の0.3％がポリオ撲 滅支援になり、また貯
まったポイントは、ロータリー財団に寄付できるものです。こ
れからカードを作られる方、検討されている方にぜひ、ロータ
リーカードをおすすめします。さて、恒例の「シリーズあの年
プレイバック」は、昭和54年（1979年）です。
この年の５つのトピックスを紹介いたします。
1. インベーダーゲームが大流行
2. 初の国公立大学共通一次試験が実施
3. ソニーが「ウオークマン」を発売
4. 「ぶら下がり健康器」がヒット
5. アニメ「ドラえもん」が放送開始
1979年、高度成長も終わり、２度のオイルショックを経て、
いよいよ時代は日本が大きく躍動し輝いた夢の1980年代に
突入していきます。

直天 幹事

１．今月のコロナ感染対策と例会の運営方法
今月10月は、全国的にコロナ感染対策発令は解除されました。今月か
ら通常例会に戻ります。例会のコロナ感 染対 策として、会場換 気・遮
断アクリル板の設置・マスク着用は継続。
２．今月のロータリーレート：１ドル・112円です。
３．山形市内7RC親善ゴルフコンペ：10月３日㈰開催されました。当ク
ラブより７名が参加して他クラブとの親善にご協力頂きました。
４．委員会開催状況の報告です。先週９月28日に、前年度からの委員会
引継ぎフォーラムが開催されました。また、大小委員会の各委員会の
開催状況は、親睦活動小委員会とロータリー情報小委員会が、第一回
委員会の実施済。奉仕プロジェクト委員会は来週実施予定。コロナ禍
の実施方法として、昼開催方式の例もあり、他の大小委員会について
も委員会の開催をお願いします。また、委員会の結果を例会で報告お
願いいたします。
５．例会終了後に、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。

委員会報告
親睦活動委員会 渡辺 崇 君
○10月の誕生祝は、丹野善将君、菊地賀治君、
高梨英吉君、間木野仁美君の4名の方です。おめ
でとうございます。

７ロータリー親善ゴルフコンペ報告 石山祐介 君
南クラブから７名参加いたしました。団体の部は５位、個人の部で寺﨑
君が６位、アトラクションでは、鉄君がドラコン、片岡君がニアピンを頂
きました。
ロータリー情報小委員会 菊地賀治 君
19日開催のファイヤーサイトミーティングの予定を変更して地区ロータ
リー小委員の方より、勉強会と意見交換会を行います。よろしくお願いい
たします。
ロータリー財団・米山奨学会委員長 丹野善将 君
今年度もロータリー財団・米山奨学会の寄付宜しくお願いいたします。
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ゴルフコンペに参加してきました。
誕生日のお祝いありがとうございました。
今回卓話いただきます渋江議員宜しくお願いいたします。
ゴルフコンペで７位になりました。
誕生日のお祝いありがとうございました。
ゴルフコンペでドラコンうれしかったです。
ゴルフコンペ個人の部で６位でした。
妻の誕生祝ありがとうございました。
高校の80周年に感謝いたします。

ゲスト卓話

『議員が考える山形市政について』
山形市議会議員

渋江

朋博

氏

我々議員は、選挙を経て市民の負託を得ている立場から、議

です。山形市のような地方でも生産性の高い雇用を生み出し、

会という場を通じて提案を行うことができます。現在、山形市

所得向上を目指すべきだと思います。「教育」についても同様

議会には33人の議員がいますが、それぞれ異なった年齢や居

であり、首都圏と地方の格差が広がっています。一例を挙げれ

住地域、経歴などのバックボーンを持った議員が活動していま

ば、東京大学入学者は首都圏の中高一貫校が多数を占めてい

す。少数意見も含めた多様な市民の声を届けるべく議論を行う

るのは周知の事実です。教育の充実は、その後の「仕事」にも

ことこそが、議会の本質であり醍醐味です。

繋がっています。是非、これらの取組みに力をお貸し頂きたい

私の考える今後の山形市の重要課題は、
「仕事」と「教育」

と思います。

の格差是正であると考えています。「仕事」については、現在

今後とも将来を見据えた魅力ある街づくりへ尽力して参り

の日本人の所得は世界的に見ても下落しています。日本は決し

ますので、多様な意見をお寄せ下さい。本日は貴重なお時間を

て裕福な国では無くなってきています。世界の中における先進

頂戴しありがとうございました。

国と日本、日本の中における首都圏と地方の所得格差が課題

渋江ともひろが１期目４年間で実現した政策

渋江ともひろが掲げる、３つのお約束

①中学３年生までの医療費を無償化

●お約束その１

４年前に対象者が小学校１年生までだったものが、中学
３年生まで拡大。

子供・孫は宝

すべての子供たちの明るい未来と、充実した子育て環境を整備
します。
具体的には

②待機児童０
平成23年４月時点で118人いた待機児童が、平成26年
４月には０に。

・いじめや不登校問題などを含めた教育現場の改革
・子宮ガン予防ワクチンの無料接種
・認可保育園の保育時間延長

③小学校のトイレ洋式化

・学童クラブの充実

これらの実現を目指します。

平成26年度より洋式化に着手。年次計画を立て、全小学
校のトイレ改修の実施が決定。

●お約束その２

④中学校へのエアコン導入

IT技術の活用や省エネルギー等の新たな分野への取り組みによ

平成26年度完成予定の第五中学校より導入決定。年次計
画を立て全中学校への導入実施が決定。
市内公共施設６か所へ導入済み。
議員定数２名減、議員報酬（月額）３万円減、政務活動費
（月額）２万円減が決定。

お年寄りが安心できる街

高齢者の皆様が大きな負担をすることなく、住み慣れた地域で
楽しく暮らせるよう介護や医療の充実を図ります。
自治会や地域住民による見守りや支え合うネットワークを作

議員約４人分の経費削減に。

り、孤独死、孤立死ゼロの山形市を目指します。

10月度理事会報告
【 協議事項 】
１．10月19日㈫例会の、内容変更要望を承認しま
した。
（ロータリー情報小委員会より）
■変更前：ファイヤーサイドミーティング例会
■変更後：地区の伊藤篤一Ｒ情報委員長よりRC
奉仕活動事例をご紹介頂き、山形南RCの会員全
員が勉強する会、及び意見交換会。
２．見送られたファイヤーサイドミーティングの扱い
未定のため今後の第２回ロータリー情報小委員
会にて検討されます。
（菊池Ｒ情報委員より）
理事会より受け付けた要望としては、「入会３

年未満の新会員は、専門用語を含めて、理解を早
めるために判り易い説明と紹介を重視した内容と
してほしい」との内容でした。
３．11月の例会プログラム予定は、年次予定の通
りに進めます。
４．創立50周年実行委員会について
（１）組織図が承認されました。
（２）基金の払い出しが承認されました。
更新された基金額の合計5,926,530円。
（内訳：①前期繰越5,826,530円，②繰入金
100,000円）

本日出席・前回修正出席
本
日
前回修正

また、スポーツや祭りにより街の活性化を進め、公私共に充実

●お約束その３

⑥身を切る改革

出席義務会員数

る企業の活性化を図り、魅力的な若者の雇用を生み出します。
した山形ライフを送れる環境を整備していきます。

⑤公衆無線LANの整備

会員総数
５３名

若者が集う街「山形市」

出席会員数
３１名

出 席 率

【報 告】
１．前年度の地区大会登録料の60％がクラブ返金
（33万円）されました。
予算計上の改訂をいたします。
勘定科目 収入 一般会計の雑収入
支出 一般会計の予備費
２．米山奨学生３名のうち２名が、山形RACに入
会 し て お り ま す。こ の 年 会 費（一 人 あ た り
￥12,000）を、山形南RCより拠出致しました。
原資は、地区より補助されたクラブ補助金（一人
あたり￥45,000）です。

※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

