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第2357回例会
例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM 12：30 熊谷 昌和 会長
皆様こんにちは。秋のお彼岸も昨日で終わ
り、いよいよ秋らしくなってくるのではない
でしょうか。本日は大変お忙しい中、後藤憲
一ガバナー補佐に来ていただきました。後藤
ガバナー補佐は 山辺RCに所属し、鍋屋商
事株式会社の会長さんとしてガソリンスタン
ドをはじめ車に関する様々仕事を引き受けて
ご活躍されている方です。また２度のロータ
リー会長を経験されたロータリー大ベテラン
の方でございますので、後ほど卓話をいただ
くこととなっております。どうぞよろしくお
願いいたします。さて、先週火曜日は例会がお休みでしたが、本間
君の紅花楼にてファイヤーサイドミーティングが行われました。入
会３年未満の会員の方４名と大久保パストガバナーはじめ数名のパ
スト会長とベテランの会員の皆さんとの勉強会を行いました。ロー
タリー特有な言葉の説明やその歴史、ファイヤーサイドミーティン
グの意味や社交クラブから始まったロータリーがいかにして世界中
に広まっていったか、ライオンズの活動と奉仕の違いは何なのか。

会長挨拶

幹事報告

佐々木啓充 幹事

本日は３点ございます。
１．来週10月４日㈫は佐藤孝子ガバナーをお招きし
「ガバナー公式訪問例会」
を開催いたします。年に１度のガバナー訪問ですのでご出席を頂きますよ
う、よろしくお願いいたします。当日はバッジをお忘れなくお願いいたし
ます。
２．９月20日㈫にファイヤーサイドミーティングを入会４年未満の会員４名
のご出席を頂き、紅花楼さんで開催いたしました。当日は４名のパスト会
長よりお話しを頂き中身の濃い大変有意義なファイヤーサイドミーティン

孝子

ガバナー補佐 ： 後藤

委員長 ： 間木野

健二

渡邉

仁美
清則

2022  ９／ 27（火）天気（ 曇）

司会進行（SAA）
：渡辺
崇 君
ロータリーソング：「我等の生業」
中津との姉妹クラブのことなど等、約２時間を超えるファイヤーサ
イドミーティングはたいへん充実し、あっという間に終了いたしま
した。今回準備していただいた青山ロータリー情報委員長をはじめ、
委員会の皆様、誠にありがとうございました。
ところで、今週は多くの変化のある週となるようです。まずは、
コロナ感染者の全数把握簡略化が昨日から始まりました。病院の負
担が少なくなるため、かかりやすくなるとの事です。また本日は午
後二時より賛否両論ある中ですが安倍元首相の国葬が行われます。
国葬に対する賛否は別として、人として亡くなった方へ手を合わせ
たいと思います。葬儀の後にごたごたが起きなければよいと思って
います。更に、ウクライナ情勢は新たな展開になってきたようです。
プーチンの兵士動員令により、いよいよロシア国民一人一人が目を
さましてもらうことを期待しているところです。そして、最後に今
週の土曜日10月１日からはいろんな商品または材料の値上げが更に
始まるなど、今週は目が離せないことがたくさん起きるようです。
新しい時代の始まりかもしれません。しっかりと世の中の事柄を見
極めていきたいと思っているこの頃です。会長あいさつを終わりま
す。ありがとうございました。

ニコニコBOX

丹野

善将 君

武田寿美男君 ファイヤーサイト・ミーティング開催ありがとうございま
した。
布施 富将君 後藤ガバナー補佐、本日はありがとうございます。
熊谷 昌和君 後藤ガバナー補佐、本日はありがとうございます。
渡邉 清則君 ファイヤーサイト・ミーティング参加させていただきあり
がとうございました。
浅野 裕幸君 前回はお試し例会ありがとうございました。
青山治右衛門君 ファイヤーサイト・ミーティングありがとうございました。
佐々木啓充君 クラブ協議会よろしくお願いいたします。
後藤 憲一様
（山辺RC） 本日は卓話宜しくお願いいたします。

グとなりましたことをご報告いたします。

本日のお料理

３．ご案内しております地区大会が11月13日㈰に荘銀タクト鶴岡にて開催
されます。往復のバスもご用意しておりますので、新入会員の方もお気軽
にご参加下さい。本日までお申し込みを受け付けております。

委員会報告
ロータリー情報小委員長

青山治右衛門君

この世には絶対という言葉がある。１つは、人間は必ず死ぬ。
２つは、社会を引き継ぐのは若い方である。後進を育て未来に託す。

憲一

金森正耕君に40年皆出席
表彰の贈呈。

カツカレー

ゲスト卓話

ガバナー補佐卓話
ガバナー補佐

後

藤

憲

一 様（山辺RC）

お世話になってます山辺の後藤です。私なりにちょっと短い

年変わっちゃうと、引き継ぎなんかも薄れてきて、責任感も足

時間ですが一言お話させていただきます。山辺ロータリークラ

りなくなるのかなと思ったりしております。ですからクラブで

ブは、創立53年目になります。私は入会して、20年になりま

はいろんな各委員会があるんですけども、見直しなども検討し

すが今までガバナー補佐は１回も輩出しておりませんでした。

ていただければと思っております。

そんなことで山辺から出す事になりました。

うちのクラブではこの度、アドホックっていうか、ラテン語な

今年度の佐藤孝子ガバナーは鶴岡RCです。カバナー公式訪

んだけども、マスクしなければならないという事で、お医者さ

問もすでに25クラブ 程 度訪問が終わったようで来 週山形南

ん２人、歯医者さんと胃腸科内科の先生がいるということで、

RCさんという事です。それぞれのクラブにすごい興味があっ

会員にマスクといろんなコロナを防ぐためのものを準備して

て、行くところ行くところ勉強もさせてもらったガバナーだと

毎例会ごとにそのどちらの先生が、拡大防止のお話をする委

思うんですけども、バイタリティがあり、明るい方ですね。

員会をクラブで作らせています。

会員増強が課題となっておりますが、親睦や委員会活動を

プログラム委員会でも、面白い話やためになる話でないと昼

通し楽しいクラブになってないと、会員増強は難しいと思いま

ご飯のあとですから居眠りが出る人も増えて、つまらない会だ

す。やはりクラブに入りたいなというクラブを作り会員増強に

ということで退会する人に繋がる場合もあるんです。私のクラ

全会員で取組んでいかなければならないと思います。

ブでは、反省しながら前に進むという委員会にしています。委

伊藤三之さんの後の、白鷹の芳賀康雄さんという方が、ガバ

員 長 が１人で決めていくんでなく、委員会 全 員から意 見を聞

ナーになるんですけども、その方が会員増強の地区役員をして

き、計画書を作って全員で実行していく事がたいせつであると

るんですね。芳賀さんが。ここにちょっと二、三行あるんですけ

思います。

ども、ロータリーは正しくなければ長続きしない。このコロナ

南クラブさんの方からは大久保バナーを輩出し、コウ・シク

渦で経済状況が低迷する状況で大変ですがマイロータリーっ

ンさんが米山奨学生としておられますが、当クラブでも昔です

ていうのか、国際ロータリーの登録なんかもしてほしいという

が台湾からの奨学生を預かっていて2000回例会の記念に台

ようなことを言ってましたね。2800地区の会員増強月間はも

湾まで行ってみるかということで、会員が一つになって、台湾

う終わったわけですけども、集中的に増強ということを考えた

に行って楽しんで来ることができました。南クラブさんは中津

場合、会 員増 強委 員 会というのは、１年で 交 代するのでなく

RCと姉妹クラブ提携という事ですが、九州を行ったり来たり

二、三年ぐらいはやっぱり籍を置いて取り組むべきではないか

されると思うんですが、何か双方の変化を取り上げたりして、ク

とおっしゃっておりました。私も同感で大事なものが毎回、毎

ラブの活性化に繋げることもいいのかなと思います。以上

９月度理事会報告

◇ 1 0 月の記念日◇

９月13日お試し例会にご参加いただきましたモガミ住研㈱、
代表取締役社長 鈴木孝幸様の入会申し込みを受け理事会
にて承認を頂きました。
本日出席・前回修正出席
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
２６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

会員誕生日
結婚記念日

丹野 善将
大久保章宏
鈴木 政康
寺崎 利彦
奥様誕生日 三沢
寛
斎藤 伸治
企業創立記念日 奥村 健二

君・菊池 賀治
君・青山治右衛門
君・菊池 賀治
君・谷口 義洋
君・山田 雅人
君・谷口 義洋
君・菊池 賀治

君・間木野仁美 君
君
君・奥村 健二 君
君
君・大久保章宏 君
君
君

