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皆様こんにちは。毎日暑い日が続いて
おりますが、お変わりありませんか。先
週より各委員の皆様から今年度の活動内
容やその決意表明を発表していただいて
おります。ぜひ委員の皆様の心意気を受
け止め、会員全員より絶大なるご理解と
ご協力お願い申し上げます。
さて、先週金曜日の夕方、驚きのニュー
スが入ってきました。皆様もご承知のと
おり安倍元首相が選挙応援演説中、銃撃
され死亡した事件です。民主主義の最重要な選挙の中、暴力に
て行動を阻止し尚且つ殺人まで犯すことは到底許されるもので
はありません。戦前の日本社会ではあるまいし、本当に許さざ
る犯行だと思います。二度とこのような事件が起きぬよう警備
体制はもちろん、国民全員で考えていかなければならない問題
だと思います。安倍晋三氏のご冥福をお祈り申し上げたいと思
います。
今日は先週お話したフェイクニュースについて考えてみたい
と思います。こうした類の情報は昔日本ではデマという言葉を

幹事報告

孝子

佐々木啓充 幹事

１．ロータリー上期会費の請求書を郵送させていただきます。上期年会費は
＠115,000円となります。７月末日が期限となっておりますので、よろしく
お願い申し上げます。また会長が変わりましたので、前回の銀行口座と変
わっています。間違わないようお願い致します。
２．８月２日㈫に開催されます夏祭り家族例会のご案内を先週FAXさせていた
だきました。鉄委員長をはじめ親睦委員会で張り切って準備をしていただい
ております。たくさんの方のご参加をおまちしております。夏祭りですので
アロハシャツなどの気軽な服装でお越しください。なお感染状況を考慮いた
しましてご家族は配偶者のみとされていただきます。
３．先週お配り致しました年次計画書に記載されております委員会構成ですが、
以前プリントでお配りしたものと若干の変更がございます。年次計画書に記
載されております委員会構成が正式なものとなりますのでご確認ください。
４．次回の委員会活動計画発表は浅野会員増強委員長、谷口奉仕プロジェクト
委員長、伊勢社会奉仕委員長、稲村国際奉仕委員長、金田青少年奉仕委員長、
奥村ロータリー財団・米山奨学委員長、寺﨑ロータリー財団委員長、大久保
米山奨学委員長、長沢中長期検討委員長になります。どうぞよろしくお願い
いたします。
５．本日例会終了後、臨時理事会を開催いたしますので理事の方は会場にお残
り下さい。

使われました。今はこうした偽情報をデジタル技術により簡単
に作り出すことができ、画像や動画でさえもねつ造や修正が簡
単になりました。さらにインターネットの普及により、こうし
た情報を手軽に拡散できるようになりました。そして、何がフェ
イクなのか見定めにくくなっているのも事実です。では、何を
頼りにフェイクを見破ることができるのでしょうか。いくつか
方法はあるととある新聞に記載してあったので、その中の一番
身近な方法を一つ紹介したいと思います。簡単なことです。毎
日みている新聞や放送といったマスメディアの活用です。意図
的に人を欺く目的をもって伝えられる情報を精査する能力があ
ると考えられます。各社のマスメディアの競争により真実の取
材力を高め、互いに監視し合っているという理由からだそうで
す。但し、自由で民主主義的な環境が存在していることが前提
であることは言うまでもありません。ロータリーの４つのテス
トの１番「真実かどうか」をもとめる強い意力と意志はこれか
らますます重要になっていくのではないでしょうか。私たち山
形南ロータリークラブ会員は「真実かどうか」の目と耳を更に
しっかり作っていきたいと思っている次第です。以上で会長あ
いさつをおわります。ありがとうございました。

委員会報告
ニコニコBOX 土田 貴英 君
熊谷 昌和君
鈴木 政康君
青山治右衛門君
間木野仁美君
武田 秀則君
土田 貴英君

土田君出席ありがとうございます。
７月から山形トヨペットの社長になりました。
本日、活動計画を発表いたします。
長女の子供生まれました。
本日、活動計画発表いたします。
今年も一生懸命がんばります。

本日のお料理

米山奨学生のコウ・シクンさんに
奨学金の贈呈。

スタミナ豚丼

常任委員会及び小委員長発表
公共イメージ推進委員会
委員長

本間

安信 君

公共イメージ推進委員会は今年度も会報・資料小委員会と雑誌・広
報小委員会の２つの委員会で協力し活動して参ります。ロータリーの
課題として、意義ある活動を行っているにも関わらず、それが一般に認
識されていないというのがあります。
佐藤孝子ガバナーも地域の人にロータリーを理解してもらうよう情
報発信をしていくという方針も出されました。ガバナーテーマでもある
『ロータリーに夢を持って行動しましょう』コロナも収束に向かい、
我々ロータリアンが将来に夢を持ち心から楽しい活動をする。そしてRI
テーマ『イマジンロータリー（想像するロータリー）』公共イメージと
認知度を向上させることにより、広く一般の方にロータリーの意義や
意味を想像してもらい、共感し仲間を増やし、そして熊谷会長のテーマ
でもある『人と人のつながりの中で互いに学び成長していこう』新しい
仲間を加えたロータリアン同士が新しい繋がりの中で、新しく学び成
長していく為にも非常に大事な委員会であると考えています。
山形南ロータリークラブは今年50周年という節目を迎えました。50
周年の終わりは今後、次の60周年、100周年への始まりの年です。
ロータリーだけではなく、山形県全体として明るい未来へ向けて今後１
年間頑張ってまいります。どうか会員の皆様からは今後も変わらぬご
指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

雑誌・広報小委員会
委員長

金子

靖二 君

熊谷年度のテーマに沿って、本間安信公共イメージ推進大委員長の
指導の下、委員会全員協力仕合い努めて参ります。
〈具体的活動計画〉
1. コロナ禍終息後に向けての情報収集と発信
2. ロータリーの友始め、関連雑誌類の記事を積極的に報道
3. クラブの奉仕活動などの報道をメディア関係に対応
4. 報道機関との関係を深める
5. 報道関係者を会員に迎える努力をする
以上、一年間活動して参ります、会員皆様のご協力宜しくお願い致
します。

会報・史料小委員会
委員長

間木野

仁美 君

当クラブの例会を記録し、楽しく・思い出が蘇るような紙面を作成
いたします。
読みやすくわかりやすい内容にします。
例会の記憶が思い出しやすいように、また出席しなかった方にはイ
メージが伝わりやすいように、本日のお料理の画像も掲載します。
〈掲載内容〉
①会長挨拶 ②幹事報告 ③委員会報告 ④ニコニコボックス
⑤各記念日 ⑥当日のプログラム ⑦出席報告

会員増強・職業分類小委員会
委員長

武田

秀則 君

〈活動項目〉
1. 会員増強月間の８月に会員増強フォーラムを開催します。
2. 年度上期、下期それぞれ１回づつお試し例会を開催します。
3. 入会候補者をリストアップし、多方面からの新入会員獲得を目指し
ます。
4. 会員基盤の強化のため新入会員の例会参加を促します。

ロータリー情報小委員会
委員長

青山

治右衛門 君

情報小委員会の活動としては、文字通り、会員にロータリアンとして
必要な知識、ロータリー情報をタイムリーに提供する事が任務である。
それは、全く対内的な広報宣伝部門であり、重要な仕事として、新会
員に対して、クラブに溶け込むための教育、同化へのオリエンテーショ
ンを担当し、次代の良きロータリアンの育成を図る事である。
熊谷会長も「人と人のつながりを大切に、互いに学び成長しよう」を
テーマに掲げている通り、人と人のつながりの大切さを認識し、実践す
る為にも、情報委員会として、次の通り進めていきたいと考えている。
⑴ ファイアサイドミーティング開催
ベテランクラブ員と新会員との融和を図る
⑵ インフォーマルミーティングの充実
⑶ 例会における３分間情報の提供（３委員交替で）
定款・細則の解説、ガバナー月信・ロータリーの友から
⑷ 例会にプログラムの提供（間接的）
例会卓話のピンチヒッター

ニコニコBOX小委員会
委員長

土田

熊谷会長の「人と人とのつながりの中で互いに学び成長していこ
う」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。コロナに負けないように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

菊川

本
日
前回修正

会員総数
５０名
５５名

出席義務会員数
５０名

出席会員数
２９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

明君

職業奉仕とは、ロータリーの金看板であり、また、ロータリーの特
質であると言われれいます。ロータリークラブの存在理由は、まさに
職業奉仕にあると言っても過言ではないとも言われています。
それは、ロータリー会員それぞれが立派な職業人としてその職業を
通して顧客へ奉仕し、また会員がその職業で得た知識、能力を活かし
て人々に奉仕することに他ならないという事です。
会員各位のご協力とご理解を得て、職業倫理向上に努めてゆきたい
と存じます。
〈活動計画〉
⑴ 山形南RC職業奉仕委員のメンバーによる人権問題（SDGs）に関
する卓話又は会員以外による職業奉仕活動（卓話、実技）
⑵ 職業訪問。訪問企業は現在検討中

今年度は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、これからの50年を見据え、会員純増３名
を目指します。
本日出席・前回修正出席

貴英 君

７月度臨時理事会報告
〈協議事項〉
退会届提出会員について
遠藤幸司会員の退会について協議され理事会で承認されました。
新入会員について
（株）きらやか銀行中央営業部
部長 佐藤竜様の入会について協議され理事会で承認されました。
〈その他〉
８月の理事会は８／２㈫の夏祭り家族例会の前18：00より開催いたします。

