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互いに学び成長していこう」
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１．今年度の年次計画書をBOXに入れさせていただきました。誤字脱字等ござ

いましたらご容赦いただき、後に報告書と一緒に製本版を作成する際に訂正
させていただきます。お気づきの点がございましたら、幹事までお申し付け
ください。

２．次回の活動方針発表は本間公共イメージ委員長、間木野会報・史料委員長、
金子雑誌・広報委員長、浅野会員増強委員長、武田秀則会員増強・職業分類
委員長、青山ロータリー情報委員長、土田ニコニコBOX委員長になります。

３．７月２日㈯パレスグランデールにて米山奨学・学友セミナーに浅野会長エ
レクト・大久保米山奨学委員長・佐々木三名で参加してまいりましたのでご
報告いたします。

４．８月２日㈫に開催されます夏祭り家族例会ですが、詳細は次週説明させて
いただきます。

５．７月から９月まではクールビズとなっておりますので、ネクタイの着用は
されてもされなくても大丈夫です。

６．７月のロータリーレートは

１ドル＝136円となっております。

７．本日例会終了後、理事会を開催いたしますので理事の方は会場の方にお残
りください。

ガバナー補佐 ： 後藤
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：渡辺
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－ 会長方針・常任委員会及び小委員会活動発表 －

皆様こんにちは。本日からいよいよ新年度ス
タートとなります。緊張の中にも楽しみをもっ
て、皆さんと有意義にそして互いに成長してい
く一年にしていきたいと思っています。
さて、我が南ロータリークラブは皆様より多
大なるご協力を頂きながら、コロナ禍の時期を
乗り越えてきました。約３年間、ロータリー活
動の原点ともいわれる、会員同士が皆で集まり、
声かけ合い、お互いの親睦を深めて奉仕の心を
養っていくという行動や活動がいろいろと規制
させられてしまいました。直前会長の中村パスト会長はじめ菊地パスト
会長・青山パスト会長のご苦労は計り知れないものがあったのではない
でしょうか。今年度は、少しずつ、少しずつコロナ前の活動に戻れるよう、
工夫をしながらやっていこうと思っていますので、ぜひ皆様のご理解と
ご協力よろしくお願い致します。
さて、先日漫画を描いている長男が私の母の四十九日法要の為、山形
に戻ってきました。間もなくゼノンコミックで連載している織田信長伝
「いくさの子」が終了し、新たな作品作成の為出版社との打ち合わせを
している最中の帰郷でしたが、作画専門の彼にとって、今回様々な視点
から物事を見ることの大切さを若僧なりに話してくれました。2015年

幹事報告

孝子

ノーベル文学賞を受賞した「チェルノブイリの祈り」という本が原作で、
皆様もご存じソ連時代に原発事故を起こした発電所の様々な出来事を漫
画にして描くのだそうです。彼にとっては初めての大作で意気揚々とし
ていましたが、見る視点を変えると物語が白が黒にも、赤が青にも変わっ
てしまうドキュメンタリー作品という事で、作品をどのように仕上げて
いくか葛藤の毎日だと話していました。因みに、誰もが知っている昔話
の桃太郎も明治時代に国の政策を受け、桃太郎側の視点での勧善懲悪物
語となって作られた話のようです。調べてみると最初に室町末期に作ら
れた原作の桃太郎は全然違う話になっていたようです。桃を食べて若く
なった婆さんが爺さんの子供を産んだとか大きな桃は実は若い娘で、爺
さんがはらませたとか、鬼ヶ島を退治してからの桃太郎など、なかなか
面白いものです。私たちは、日々の生活の中でテレビや新聞そしてイン
ターネットなどで膨大な情報が耳に入ってきます。しかし、それらの情
報を一視点からだけ眺めることなく、様々な視点から見ることの大切さ
を感じ、これを習慣化していく事により、仕事においても、私生活にお
いても正しく物事を見る目が養われていくのだと思います。今、ウクラ
イナ問題や円安の問題、更に物価の値上げの問題など、混とんとしてい
る時代だからこそ、改めて重要ではないでしょうか。そこで、来週はフェ
イクニュースについてお話してみたいと思います。本日はありがとうご
ざいました。

委員会報告
親睦活動委員会 鉄 浩二君
７月の誕生日は土田貴英君、木村政則君、中村 篤君
の３名の方です。おめでとうございます。

ニコニコBOX 熊谷 一幸 君
熊谷 昌和君
佐々木啓充君
中村
篤君
丹野 善将君
石山 祐介君
大久保章宏君
長沢 一好君
谷口 義洋君
伊勢 和正君
髙梨 徹也君
鉄
浩二君
間木野仁美君
浅野 裕幸君
渡辺
崇君
本間 安信君
山田 雅人君
武田寿美男君

１年間宜しくお願いいたします。
１年間宜しくお願いいたします。
誕生祝いありがとうございます。熊谷年度おめでとうございます。
幹事１年間ありがとうございました。
年次計画発表いたします。
米山委員長１年間宜しくお願いいたします。
熊谷年度理事がんばります。
奉仕プロジェクト委員長宜しくお願いします。
社会奉仕委員長宜しくお願いいたします。
プログラム委員長宜しくお願いいたします。
親睦活動委員長宜しくお願いします。
会報委員長宜しくお願いいたします。
今年もまるごとマラソンにエントリーしました。
S･A･A宜しくお願いします。
公共イメージ委員長・副幹事宜しくお願いします。
出席委員長宜しくお願いします。
姉妹クラブ委員長宜しくお願いします。

会長方針
山形南ロータリークラブ第52代会長

熊谷

昌和 君

テーマ
「人と人のつながりの中で
互いに学び成長していこう」

そのための三つの指針 親睦・奉仕・成長
①クラブ会員同士の親睦をさらに深め、その中から自分自身の成長
に結び付けていく。
②奉仕活動を通して人として成長していく。
③山形南ロータリークラブの歴史と伝統を学び、その中から新しい
山形南RCを築き、発展していく。

常任委員会及び小委員長発表
S・A・A

親睦活動小委員会
渡辺

崇君

熊谷昌和会長のテーマ「人と人のつながりの中で互いに学び成長し
ていこう」のもと、例会が山形南ロータリークラブにふさわしく楽しく
品位あるものになるよう、会場運営・進行に取り組んでまいります。
〈重点目標〉
①会長・幹事・各委員長とコミュニケーションをとり、スムーズな例
会運営をいたします。
②ゲスト・ビジターに心配りをして、あたたかい例会進行に努めます｡
③美味しく楽しい食事を提供し、皆様から満足いただけるよう努めて
まいります。
④コロナウイルス感染防止対策に引き続き取り組んでまいります。

委員長

石山

祐介 君

〈目標・方針〉
管理運営委員会は地区ではクラブ奉仕委員会といわれております。
地区研修・協議会で地区委員長から『クラブ奉仕は「ロータリーの
ロータリーたる所以はクラブ奉仕にある」と言われ、クラブ管理運営
上において極めて重要な委員会である』と指導を受けました。４つの
小委員会が事業計画をしっかりと遂行していくことにより会長テーマ
である「人と人のつながりの中で互いに学び成長していこう」が実践
され、そして50周年のテーマ『From South ― 未来へつなぐ ― 』
を実現していく事になると思います。未来へ向けてさらに強い土台を
作れるように１年間頑張ります。
各小委員会の皆様、会員の皆様ご協力よろしくお願い致します。

出席小委員会
委員長

山田

雅人 君

ロータリアン活動の原点は例会に出席することであり、例会は、自
己研鑽ができる場であり、会員相互の親睦を深めることができる絶好
の場です。
出席委員会は、会員の皆さまが例会に出席し易くなる環境を整え、
出席率の向上を目指します。
〈活動計画〉
１．例会出席率向上に向けた活動を行います。
・ハイブリット例会（本来の例会＋オンライン例会）の案内、開催
・オンラインで例会に参加する方法の周知
２．例会時に、出席報告を行います。
３．欠席した会員へのメークアップの推奨及びレターボックス内資料
の配送支援を行います。
１年間、会員の皆さまのご支援とご協力どうぞよろしくお願いいた
します。

本
日
前回修正

会員総数
５１名
５５名

出席義務会員数
５０名

鉄

浩二 君

熊谷会長は「人と人のつながりの中で互いに学び成長していこう」
をテーマに掲げ、「クラブ会員同士の親睦をさらに深め、その中から
自分自身の成長に結び付けていく。」をサブテーマに定めておりま
す。その会長方針を具体化するべく、親睦委員会では、下記の通り活
動を行います。
〈活動方針〉
１．会員同士の親睦・友情が、一層深められる例会を開催いたします｡
２．会員同士の親睦を深め、相互研鑽につながる親睦活動を目指します｡
３．各委員会との連携を図り、楽しい例会の雰囲気を心がけます。

プログラム小委員会

管理運営委員会

本日出席・前回修正出席

委員長

出席会員数
３２名
４４名

出 席 率
88.00％

他クラブで
メークアップ
された会員

※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

委員長

髙梨

徹也 君

〈活動方針〉
ウィズコロナ・アフターコロナを見据え、本来のロータリー活動の
原点である例会出席率の向上につながるような、充実した研修を提供
してまいります。本年度の委員会の活動方針は、会長テーマにある
「互いに学び」、「自分自身の成長に結びつく」そのようなプロクラ
ム構成につとめてまいります。
〈活動計画〉
●各委員会の協力を得て魅力あるゲスト卓話や、地域で活躍している
団体や企業の代表の方のお話をうかがい、知識の向上や見分を深め
ることができるプログラムを企画する。
●昨年度締結した山形市からの協力のもと、地域活性化事業等のお話を
うかがい、地域住民の一員として行政の取組等の理解に努める｡

姉妹クラブ小委員会
委員長

武田寿美男 君

締結来39年に渡るRI会長輩出の名門中津ロータリークラブとのお付
合いは我がクラブの自慢でもあり、毎年行われている全国各地での交
流小旅行は大変楽しく、回を重ねる度両クラブの親交が深められてき
ました。
佐藤稔OBがよく言っていた、仲良きことは美しきかなですネ。
さて今年度は熊谷会長が要望されている、50周年に参加していただ
いた中津ロータリークラブへの「お礼訪問」を行います。次年度に中
津RCの70周年が予定されているとのことで、今年度は控え目になるの
かなと思っています。50周年実行委員会の皆さんとご相談して、すす
めてまいります。
尚、具体的な実施（ご協力）内容につきましては詳細が決まり次第
皆様にご案内いたします。
７月度理事会報告
米山奨学・学友セミナー参加報告
７月２日㈯パレスグランデールにて浅野会長エレクト、大久保米山奨学委員長、佐々木幹事で参加。
米山奨学制度の意義や奨学生の生の声がわかる大変有意義なセミナーでした。
〈協議事項〉
○今年度予算について
不備があれは製本版にて修正。
会員増強の財源についての質問 会議費を昨年より増やし会員増強費に充てている。
○８月２日㈫「夏祭り家族例会」について
会費 会員 4,000円 家族 3,000円
(感染状況を考慮し配偶者のみの参加とする )
○前期年会費の納付書送付について
前期会費 115,000円 (７月11日月曜日に発送予定)

