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「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」
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第2338回例会
例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM 12：30 中村

篤 会長

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。山形北
RC会長の小野和行様、IM実 行幹 事の浅黄
敬之様（山形北RC）です。
連日、メディアで「ロシアによるウクライ
ナ侵攻」が 報 道されております。このたび
国 際 ロ ー タリー（RI）、第2800地 区 より、
ウクライナでの悪化する人 道的危機に直 面
している地 区を支 援するため「ロータリー
災害救援基金」への協力のお願いがありま
した。もうすでに、個人で寄付をされた方も
いらっしゃると思いますが、クラブとしても
先 週の 例 会終了後 の理事会にて、会員１人
あたり5,000円の支援寄付をクラブ会計から一括しクラブとして送
金することが承認されました。会員の皆さんに、ここでご報告をさ
せていただきます。
今日の例会は、５月７日の開催まであと２ヶ月を切りました、
50周年実行委員会からの報告のお時間とさせていただきました。
この２ヶ月間のクラブ例会休会期間中、各部会ごと精力的に動いて
すすめていただいております。今日は、そのご報告をいただきます。
先週も、50周年の記念誌編集のため、座談会が開かれましてベテ
ランのパスト会長３名、若手の会員２名の方を中心に様々なお話を
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いただきました。私にとってこれからのクラブ運営にたいへん参考
になるご意見をいただきました。ある若手の方からは、「50年間続
けてきた例会の積み重ねこそ南RCの歴史、誇りであり今後も大切
にしていきたい」、「もっとクラブの歴史について知りたい」、また
ベテランの方からも「多様性の時代への対応」などのご意見があり、
私も共感すると同時に、新しい気付きをいただく大変貴重な機会と
なりました。
今後のクラブ運営において、有効に生かしていきたいと思ってお
ります。
さ て、恒 例 の「シ リ ーズ あ の 年 プ レ イバック」は 、昭 和 6 2 年
（1987年）です。この年の５つのトピックスを紹介いたします。
1. 東北自動車道（川口JCT～青森IC）が全線開通（日本最長の
高速道路）
2. 石原裕次郎が死去
（享年53歳）
3. ４/１国鉄 が分割・民営化されJRグループ ７社がスタート
4. 「ワンレン」、
「ボディコン」、
「朝シャン」の流行 アサヒスー
パードライの発売、大ヒット
5. 地価の異常高騰、銀座で１坪１億円を突破（令和３年約
7400万円）
当クラブ関係では、寺﨑利彦 パスト会長、長沢一好 パスト会長
が入会された年でありました。

山形北ロータリークラブの小野
和行 会長、浅黄敬之 IM実行幹事
が ４ 月10日（日）に 山 形 グ ラ ン
ドホテルで行われるIMのPRで来
訪なされました。

本日の幹事報告は３点であります。

ビジター

片岡

富将

司会進行（SAA）
：谷口 義洋 君
ロータリーソング：「奉仕の理想」

善将 幹事

１．来週22日は祝日の週につき休会となります。翌週29日は、一か
月遅れましたが創立記念例会とし、12時30分よりここホテルキャッ
スルにて行います。その際ニコニコを皆様に5,000円お願いいたし
ますので、何卒宜しくお願い致します。
２．コロナ禍により例会開催も儘ならない状況なので、下期会費のう
ち３万円を皆様に返金させていただくことを理事会で決定させていた
だきました。後日、返金の方法として直接現金受取か口座振込のど
ちらかの希望をとらせていただきますので、その節はよろしくお願い
いたします。
３．第一生命の片岡会員が東京への転勤が決まり、本日が最後の例
会出席となっております。当クラブとしては大 変残念ではありま
すが、片岡さんの今後益々のご活躍をご祈念申し上げます。

ガバナー補佐 ： 布施

米山功労賞表彰（高梨和夫 君）

米山功労賞表彰（谷口義洋 君）

米山功労賞表彰（武田和夫 君）

片岡佳彦君が東京にご栄転という
ことで御餞別を！

委員会報告
ニコニコBOX 佐々木啓充 君
高梨 和夫君
布施 富将君
金森 正耕君
片岡 佳彦君
大久保章宏君

米山功労賞ありがとうございます。
北クラブの小野様・浅黄様本日はありがとうございます。
北クラブの小野様・浅黄様本日はありがとうございます。
東京へ転勤いたします。今までありがとうございました。
北クラブの小野様・浅黄様本日はありがとうございます。

浅野 裕幸君 北クラブの小野様・浅黄様本日はありがとうございます。
熊谷 昌和君 12日㈯PETSに行ってきました。次年度宜しくお願
いします。
中村
篤君 北ロータリーのお二人に敬意を表します。
奥村 健二君 妻の誕生にお花ありがとうございました。
小野 和行様・浅黄敬之様（山形北RC）

山形南RC創立50周年記念実行委員会報告
創立50周年記念実行委員長
大久保

式典部会長
章宏 君

山形南RCが創立50年を迎えました。多くの先輩会員の皆様方
のご尽力によりこの日を迎えることが出来ました。５月７日、ホ
テルキャッスルにて50周年記念式典を開催いたします。現在まで
各部会長の皆様方のご協力により準備が進んでいます。是非、全
会員の皆様方のご協力を頂き開催したいと考えています。宜しく
お願いします。尚、コロナ感染状況により開催出来ない場合も考
えられます。最終判断を４月14日に行いたいと考えています。ご
理解頂きたいと思います。

総務部会長

記念事業部会長
裕幸 君

１，姉妹クラブへの寄贈
姉妹クラブである中津ロータリークラブの会員で国際ロータ
リーの会長を務め世界で活躍された向笠廣次氏を顕彰する記念公
演「向笠記念公園」の移転完成に合わせ、公園設置型電波式時計
一式を寄贈いたしました。
２，山形市との協力協定締結
山形南ロータリークラブの強みでもある「青少年奉仕」を活か
し「青少年の健全育成の推進に関する協定書」を山形市と締結し
ます。協定調印式を５月７日の創立50周年記念式典で行う予定
です。
３，社会奉仕活動
山形市において障がいを持った児童や医療的ケアが必要な児童
の発達支援活動をされている「合同会社ヴォーチェ」様へ支援金
を贈呈します。

本日出席・前回修正出席

出席義務会員数
５０名

鉄

浩二 君

懇親部会では、記念祝賀会の企画・運営を担当いたします。コ
ロナ感染拡大状況により、祝賀会を予定通り開催できるのか、変
更を余儀なくされるのか心配がございますが、現時点では、開催
するための準備を進めております。祝賀会のアトラクションとし
ましてやまがた舞子と酒田舞妓の共演を計画中です。また、感染
防止の観点から１テーブルの人数制限を予定しています。山形南
RC会員の皆様には、当日行っていただきたい庶務もあることから
飲食の機会は、その後開催予定の中津RCとの交流会の席になる予
定です。以上、ご理解・ご協力よろしくお願いいたします。

記念誌部会長
浅野

他クラブで
メークアップ
された会員

５月７日式典の１日の流れを報告いたします。集合は後日出欠
の案内時にお知らせします。集合後、各部会ごと各自役割作業を
していただき、昼食（昼食会場も後日）です。昼食後は各自持ち
場のチェックをし、お迎えの準備をしていただきます。
式典関連・記念講演・記念祝賀会・中津RCとの交流会と進行い
たします。（当日のタイムスケジュール配布のとおり）

昌和 君

来賓案内状作成及び招待状の手渡し済（県知事・市長・商工会
議所・青年会議所）、その他の案内状作成。招待状リスト作成済
（山形RC会長は特別扱い）。郵送用ラベル作成済 郵送済。各ク
ラブに何人参加要請するかはコロナ感染の状況を確認してから行
う。
これからの仕事 机上の仕事以外はみんなで行う。全参加者の集
計、感謝状の作成及び額縁手提げ袋の用意。中津ロータリークラ
ブ参加者の確認。記念品の発注（３月中）
。徽章リストの作成と
発注。当日の仕事分担確認会議の開催。お礼状の作成。

本
日
前回修正

佳宏 君

懇親部会長
熊谷

会員総数
５３名
５６名

稲村

出席会員数
２８名
４１名

出 席 率
82.00％

金田

亮一 君

記念誌の原稿手配は祝辞等外部以来の手配は済んでおり、３月
中に集まる予定です。今回は50周年という特別号にあたるため、
特集を２つ組んでおります。１つは特別寄稿『50年に思うこと』
チャーターメンバーである武田和夫パストガバナーにご依頼して
おります。
２つ目は座談会で去る３月７日にバスト会長３名、若い会員２名、
進行役を大久保実行委員長にお願いして行いました。南クラブの
発展につながればを目的に記念誌に載せます。
また、会員名簿も入れたいと考えております。
記念誌部会の当日のお手伝いは式典部会のお手伝いになると思
います。
今回50周年記念のロゴマークを制作いたしました。使われたい
方は、ホームページに掲載しておりますのでそこからダウンロー
ドしてお使いください。

※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

