
1000万ドル夜景
先週金曜日に弁護士会関係の
会議があり、神戸に行ってきまし
た。夜は摩耶山のケーブルカー、
ロープウェイに乗り、展望台から
1000万ドルの夜景を見物してきま
した。

50年ほど前から、日本の三大夜景は函館、神戸、長
崎と言われていました。しかし時代が変わったとの声が上
がり、観光関係の団体の主催で、2015年に神戸市で夜
景サミットというのが行われ、夜景鑑賞士4500人の投票
により、１位が長崎、２位が札幌、３位が神戸に決まり
ました。函館に替わって札幌が選ばれたのは、ネオンの
光量が多いことと、夜景を見ることができるスポットが多
いことによるそうです。ただし、世界三大夜景というとき
は、今でもナポリ、香港、そして函館と言われているそ
うです。
山形市も、西蔵王などから見る夜景はたいへん美しい
のですが、公共交通機関では行きにくいというところが
ネックです。夜景の上位に入っている場所は、いずれも
ロープウェイなどでビュースポットに行くことができます。
ところで、神戸の夜景がなぜ1000万ドルの夜景と言わ
れるのかご存じでしょうか。香港の夜景について、100
万ドルの夜景という表現をお聞きになった方は多数いらっ
しゃると思います。これを真似したと思われたかもしれま
せんが、実は神戸の100万ドルの夜景の方が先で、語呂
がいいということで、香港でも言うようになったのです。
そこで、神戸の夜景を100万ドルの夜景と名付けた理
由です。100万ドルの価値がある、ということではあり
ません。名付けた当時の神戸市の１か月の電気代を計算
したところ約３億6000万円、１ドル360円で100万ドル
だったということです。電気料金に由来しているというこ
とで、ちょっと夢のない話です。その後物価が上がった
ことから、山の上から見渡せる市町で1日に消費される電

気代を計算したところ、１ドル110円で、1000万ドルを
超えるという結果が出たので、1000万ドルの夜景と言う
ようになったそうです。
ところで、摩耶山のケーブルカーの乗客は、９割がア
ジア系外国人、欧米人と日本人は数えるほどでした。展
望台にはもう少し日本人がいたので、車でドライブにきた
のでしょう。神戸市の海岸沿いの商業観光施設などは、
訪れる人が減少して廃れていたそうですが、外国人観光
客により盛り返してきたそうです。町の看板、地下鉄の
案内放送にも、英語の他、中国語、韓国語などがあふ
れていました。
山形県も観光立県をスローガンにしておりますが、外
国人観光客をいかに呼び入れるかが重要だなと実感して
きました。
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仕事は不動産鑑定士の資格を取って、不動産鑑定業を
やっています。
２年前に東京から山形に戻ってきまして、新しく鑑定
業を始めさせていただいた次第です。趣味はゴルフとス
キーです。東蔵王のメンバーになり、定期的にゴルフは
続けてますので、お誘いいただければ、いつでも、どこ
へでもご一緒させていただきます。
右も左も分からな
い状態ですが、い
ろいろ勉強しながら
頑張っていきますの
で、よろしくお願いし
ます。

半田　　稔 会長会長挨拶

新入会員挨拶
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「美しい心、ロータリアンの矜持
　　～修養、友情、情熱、奉仕、平和、感動～」

「あなたのロータリーをみつけよう」

高嶋　俊幸 さん
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各委員長方針説明

年間出席率目標95％
副委員長に長沢純一郎さん、委員に浅井正夫さん、

澤渡章さん、それから後藤吉弘さん、そして新入会員
の高嶋俊幸さんです。
半田会長のクラブ方針にございましたとおり、例会

や各種行事への出席がロータリーを知ることの第一歩
でございます。その中で今年の重点目標としましては、
欠席やメークの多い会員の例会への出席を促すことで
す。それからレターボックスに溜まった例会資料は、今
年度は出席委員会で適宜お送りして、出席の促進につ
なげていきたいと思っております。また、年間出席率目
標は95％ですが、100％出席例会の実施とメークでは
ない例会出席を促すことを会長からご指示いただきま
して、進めております。
ちなみに来週は移動例会ですが、100％出席例会と

なっています。今年についてはメークによる出席ではな
く例会出席をお願いしたいと思っております。
次回の「ガバナー公式訪問例会」は通知の通り、例会

前メークを含めての当日100％出席例会とする計画です。
従って他クラブ例会出席によるメークは来週中に終えるよ
うにしてください。また当該期間での他クラブ移動例会
でのメークは今日のイブニングロータリークラブが最後で
すので、次回例会欠席の方は100％出席例会達成のため
に、今日中に必ずメークされますようお願いいたします。
このような体制と計画で臨みたいと思いますので、

再度申し上げますが年間出席率目標95％ですのでよろ
しくお願いいたします。

皆んなが楽しい親睦・家族会
メンバーは、副委員長に安部弘行さん、委員に尾形

亨さん、飯田喬之さん、高田元さん、戸田佳瑞さん、
横山隆太さん、大西章泰さんと新旧織り交ぜた委員会
になっております。
親睦に関しては例年通りでありますが、クリスマス家

族例会、新年会、観桜会、最終例会が我々の担当と
なっています。日程等は皆様の手帳にもご記入済みと
思いますが、皆様のご協力がないと、会も盛り上がり
ませんし、家族も喜ばないと思っておりますので、ぜ
ひよろしくお願いします。前回のビアパーティーは盛り
上がりまして、ニコニコもいっぱい集めていただきまし
た。われわれ自身も楽しかったし、皆様にも楽しんでい
ただけたのではないのかなと思っています。奥様誕生
日のプレゼントについては、今年は例年とはちょっと違
うものをプレゼントさせていただきます。
これからいろんな設営に関わってまいりますが、ぜ

ひ温かい目で見ていただきまして、皆さんから楽しんで
いただける親睦・家族委員会でありたいなと思っており
ます。１年間どうぞよろしくお願いいたします。

会員卓話のお願いに快諾を
まずメンバーを紹介させていただきます。副委員長

が佐藤吉博さん、委員には堀田稔さんと岡田宏道さ
ん、原田久雄さんと、中堅の工藤浩明さん。豪華メン
バー6人の侍でやっていきたいと思っております。
会員の卓話を中心にやっていきたいと思っておりま

す。前半は部外のいろんな方をお呼びしますが、10
月、11月からは会員の皆さん方に卓話をお願いしたい
と思います。そのときには断らないで、ぜひ快諾して
いただき、充実したプログラム委員会にしていきたい
と思います。
それから、この例会がロータリーの基本活動ですの

で、出席率も絡んできます。充実した、ためになる卓
話にしていきたいと思いますし、いい会にしていきたい
と思いますので、どうぞよろしくお願いします。

出席委員会
児玉　賢一 委員長

親睦・家族委員会
遠藤　正明 委員長

プログラム委員会
冨田　浩志 委員長

●８月のロータリーレートは、１ドル111円で先月と変わ
りません。
●今日の発表ボードに「職業分類委員長」武田委員長
と書いてありますが、今年から「職業分類・会員選考委
員会」になりました。
●本日、理事会を開催します。
●今年は米山の50周年で、2月に大きなセレモニーが
あるようです。詳細が分かりましたら、皆さんにお伝え
したいと思います。
●委員会の配属の件ですが、佐藤淳さんは青少年委員
会、新入会員の高嶋さんは出席委員会です。

五十嵐　信 幹事幹事報告



友好・姉妹クラブとの交流
副委員長が鏡武利さん、委員に髙橋順弘さん、佐藤
充昭さん、海和将浩さんと５名でございます。
友好クラブは３ロータリークラブであります。
高知南ロータリークラブは1958年（昭和33年）に
創立、本年度は創立59周年です。友好クラブ締結は
1976年で、41年前です。
金沢西ロータリークラブは、1964年（昭和39年）創
立、本年度は創立53年です。友好クラブ締結は、高
知南から10年後の昭和61年で、31年前です。
それから大津東ロータリークラブは1972年（昭和47
年）創立。本年度は創立45周年です。そのほか姉妹ク
ラブとして山辺ロータリークラブ、中山ロータリークラ
ブがあります。山辺ロータリークラブは西クラブのスポ
ンサーで誕生したクラブ。中山は山辺のスポンサーで
誕生したクラブということで、山辺が子、そして中山は
孫のクラブになると書いてありました。
クラブ細則には、「姉妹提携を結んだクラブおよび本
クラブが指導して他に誕生させたロータリークラブとの
友好交流を推進し、絆を深めることに努めなければな
りません」と書いてありますので、友好クラブ、姉妹ク
ラブに対しては、誠意をもってしっかりと対処したいと
思っております。どうぞよろしくお願いします。

規定審議会での重要決定
ロータリーの運営にとって重大な決定を行う規程審
議会が、３年に１回アメリカ、シカゴで開催されます。
昨年の規程審議会で重要なことが決まりました。
１つ目、今まで我々のクラブは週に１回例会をやって
おりますが、月に少なくても２回例会を行う限り、どの
くらいの頻度で例会を開くか、あるいは例会をキャン
セルするか、また何をもって例会にするかについては、
クラブで決めていいということが決まったそうです。
クラブに柔軟性を与える例会については、月２回開け

３名純増プラス…
会員増強委員会は、副委員長に鈴木謙司さん、委員
に清野伸昭さん、浦口太門さんという豪華なメンバー
で、今年１年で３名の純増をという半田会長からのご
指令の下、進めてまいりたいと思います。
本日１名、高嶋俊幸さんに入会していただき、まも
なくもう１人、それから来週あたりもう１人と、今年度
の目標は達成したかと思ったら、先ほど五十嵐幹事か
ら、あと３名の増強という過酷な要求がきました。わ
れわれメンバーだけではとても対応しきれませんので、
ぜひ皆様からもご紹介いただきたいと思いますし、な
んとか期待に応えたいと思っております。
ぜひ、未充填の職業の方、それから年齢を問わず、
若い方などのご紹介をいただければと思います。１年間
よろしくお願いいたします。

友好クラブ委員会
戸田　正宏 委員長

職業分類・
会員選考委員会
武田　元裕 委員長

会員増強委員会
鈴木　浩司 委員長

ば、いつ、どんな形でもいい、ということです。
２つ目、会員身分について新しい試みができるよう
にという柔軟性を、我々クラブに与えるということに
なったそうです。それによれば、RIには定款というもの
がありますが、今までの会員資格項目６を削除して、
今度は「職業上および地域社会で良い評判を受けてお
り、地域社会および世界において奉仕する意欲のある
成人」という簡潔な会員資格になったそうです。今まで
ロータリーでは厳しく言われていましたが、それが少し
柔軟になって、職業分類については、地域社会および
世界において奉仕する意欲のある人、成人であればい
い、ということが決まりました。しかし、古い規約も
残っているということであります。
山形西クラブでは、半田会長の意見、方針に沿って
これまで通りとさせていただこうと思っています。
具体的な事業計画としては、１番目、８月31日まで
に社会情勢の進展・変化に伴う職業分類の調査を行
い、クラブの職業分類表の見直しを行ってまいります。
2番目「未職業充填分類」を会員に認識していただ
き、充填運動を行いたいと思います。
３番目、今年から会員選考委員会も兼ねますので、
同じ常任委員会である小林惠一常任委員長のもと、会
員増強にも努力して協力してまいりたいと思います。



会員総数 出席会員数 会員総数 出席義務会員数 出席会員数 出席率

本日出席（7/31） 101名 65名 修正出席（7/10） 100名 89名 85名 95.51％

メークアップ
された会員

＜本日出席・修正出席＞

（山形南）伊藤　義彦、大西　章泰、小林　廣之、風間　義朗、武田　博 、橋本　徳光
（山　形）橋本　慶昭、長岡　　勲、尾形　　亨、酒井　啓孝、武田　博 、工藤　浩明
（山形北）尾形　　亨、小松　公博、酒井　啓孝、海和　将浩、吉田　福平、門馬　　孝
（山形東）鈴木　隆一、大西　章泰、伊藤　義彦、風間　義朗、橋本　徳光

適切なロータリー情報
本年度のロータリー情報のメンバーは、副委員長に

「いいもの作ろう」でおなじみの市村清勝さん。そして
委員には西ロータリーのスーパースター「ありがとう」で
おなじみの遠藤靖彦さんです。
本年度、半田会長より次のようなご指示をいただい

ております。新入会員と全会員に適切なロータリー情
報を提供すること。その１つとして、ファイアーサイド
ミーティングの開催、転勤等で山形に来られた方と親
睦を深めるための西山会の企画を行います。ファイアー
サイドミーティングの方は、会長と幹事のご都合をお聞
きしながら決めてまいりたいと思います。
そして、新入会員の良き相談相手となれるようにした

いと思っております。希望者には、他クラブでの「メー
クアップ」に同行します。また地区の行事、他クラブの
行事への参加を励行してまいりたいと思っています。１
年間、昼も夜もがんばりたいと思います。よろしくお願
いいたします。

読んで役立つ、見て楽しい会報
メンバーを申し上げます。副委員長は高橋昌之さ

ん、委員に吉田昌弘さん、晋道純一さん、長岡勲さ
ん、風間義朗さん、武田秀和さん、橋本徳光さん
と、老壮青がほどよく入り混じった強力な陣容でござ
います。
半田会長からは「詳しく、見やすく、楽しい会報

に」と言われており、うまく編集してお届けしたいと思

ロータリー情報委員会
浦山　潔 委員長

会報委員会
佐藤　章夫 委員長

ニコニコBOX
半田稔会長／会長就任から無事１か月を経過しまし
た。来週は最難関のガバナー公式訪問です。皆様のご
協力をよろしくお願いします。

大西章泰さん／山形新聞の“よろしく”のコーナーに
紹介されました。皆様からも、ビアパーティーの際に声
をかけていただき大変うれしく感じました。

会報委員会一同／会報委員会です。わかりやすい紙
面と中味の濃い会報をつくっていきたいと思います。会
員の皆さんのご協力をお願い致します。

います。
私は会報の役割について次のような思いを持ってお

ります。
１番目は例会欠席会員に例会の状況を伝える役割で

す。それには、会長の挨拶が重要でそこから会長のお
人柄、抱負が伝わってまいります。また卓話は卓話者
の意図するところを正確に伝え、読みやすいように小
見出しをつけることを考えております。
２番目は幹事報告が大事です。会の現況がわかりま

す。今後の日程の予告で例会出席率の向上を会報の面
から喚起したいと思います。ことに不定時例会、移動
例会のお知らせは重要です。
３番目は会員の近況を報告する役割です。私はかね

てからニコニコ委員会の報告はおもしろいと思っており
ました。ニコニココメントは会の雰囲気を和らげ、ニコ
ニコなされた方々のお人柄や家庭状況が伺い知れます。
顔写真は原則スナップにします。ポーズをご希望の方

は、あらかじめ私どもにお知らせください。
読んで役立つ、見て楽しい会報にしてお届けします。


