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中核的価値観のもと、時流対応の時
〜奉仕の心の醸成と実践するロータリアン〜
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新年度に当たりまして、初めてご
挨拶を申し上げます。佐藤前会長の
後を受けて第65代会長の任を仰せつ
かりました。大変緊張しております。
佐藤会長と異なりいろいろと不慣れ
なところがあると思いますが、１年
間よろしくお願いいたします。
それではご挨拶申し上げます。ロータリークラブは1905
年、職業、宗教等異なるポール・ハリスらたった４人によっ
てアメリカ合衆国シカゴにおいてクラブの原形が誕生いた
しました。当初は「実業の相互互恵」を目的とした団体であ
りましたが、その後、社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕、青少
年奉仕等の奉仕活動団体となり、現在に至っておるわけであ
ります。
日本においては、1920年、米山梅吉らによって、東京ロー
タリークラブが誕生いたしました。第２次世界大戦で一旦中
断したものの、1949年、国際ロータリーの事務局長が来日
し、国際ロータリー復帰可能を告げられ再開されたというこ
とです。
山形県におきましては1950年に山形ロータリークラブが
誕生し、当クラブも県内３番目のクラブとしてスポンサーク
ラブを山形ロータリークラブ・仙台ロータリークラブとし、
1957年12月5日、会員数26名にて農協会館大会議室におい
て創立総会が開催されております。翌1958年２月27日に承
認番号13751号にて承認され、チャーターナイトを６月14
日、山形農協会館にて開催されたということであります。
ロータリーに対する価値観も時代とともに変わり、メン
バーの方々もさまざまな価値観をお持ちのことと思います。
私は20年間当西クラブに在籍してみて、このクラブは豊か
な奉仕の心を持った高潔で優れたリーダーシップを有する
多様性に富む人々の集合体であると実感しております。こ
のようにすばらしい仲間の集合体である西クラブですので、
「ロータリーを楽しみ」そして「心の鍛錬を目的に」今年度は
「会員同士の親睦の場」をふんだんに設けたいと考えていま
す。そのために、昼食を取りながらの例会も存在するものと
考えています。本来であれば、お酒も楽しめる夜の親睦会も
ふんだんに運営をして行きたいところではありますが、残念
なことに現在はコロナ禍の中であります。ワクチンを希望
する方々が一定接種を受けられた後は夜の部も含め楽しい
ロータリー活動にしていきたいと考えております。
最後になりますが、皆さまにおかれましては、今後とも武
田岳彦幹事、早川徹会計と私に変わらぬご指導とご鞭撻をお
願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。1年間
よろしくお願いいたします。

岳彦

◆ロータリーソング：国歌・蔵王を仰ぐ
◆会場：山形グランドホテル

令和３年

幹事報告

７月５日（月）
武田

岳彦

幹事

●本例会が終了後、理事会を開催いたします。理事会の会
場は３階の「ローズ」になりますので、理事の皆さまは
ご出席よろしくお願いいたします。
●明日６日、クラブ協議会を開催いたします。パレスグ
ランデールにおいて18時から開会となっておりますの
で、該当の方は出席よろしくお願いいたします。
●７月３日土曜日に、地区の米山セミナーが開催されまし
た。当クラブから米山学友委員会の委員長として出向
されている芦野茂さんが、全県下のロータリークラブを
対象にしたセミナーで獅子奮迅の働きをして、結果大成
功裡に終わっておりますので、皆さまにご報告を申し上
げ、ぜひねぎらいの拍手をしていただければと思います。
●７月のロータリーレートは111円です。

委員会報告
親 睦・ 家 族 委 員 会
会員の方が９名、奥様が５名、７月に誕生日を迎えられま
す。おめでとうございます。

ガバナー補佐をお迎えしての

クラブ協議会

日時：令和３年７月６日
（火） 18：00～
会場：パレスグランデール
今年度最初のクラブ協議会が開催されました。

■例 会：毎週月曜日 12：30 ～ 13：30 ■会 場：山形グランドホテル TEL：641-2611
■事務局：山形市十日町 1-1-26 歌懸稲荷神社 社務所ビル 2F TEL：632-7777 FAX：624-5200

委員会活動方針説明
東海林
（会

健登

長）

まずＲＩ会長のテーマなんですが、
テーマが「奉仕しよう みんなの人生
を豊かにするために」ということでご
ざいます。
続きまして、矢口地区ガバナーは「中核的価値観のも
と、時流対応の時」、サブテーマ「奉仕の心の醸成と実践
するロータリアン」となされているようです。
中核的価値観というのは奉仕の心。2010年ＲＩ理事会
で決定された中核的価値観なんですが、奉仕と親睦と多様
性と高潔性とリーダーシップ、この５つです。ですから先
ほどスピーチで申し上げましたように、うちのクラブはみ
んな満点かなと思ってます。
私の今回のテーマは、とにかくそのように熟成されたす
ばらしいクラブでありますので、
「ロータリーの価値を改
めて考え、そして楽しもう」ということにさせていただき
ます。やっぱりクラブは楽しくないといけません。そう思
いませんか？とにかく楽しみたいと思います。
ただ、それを邪魔してるのがやはり新型コロナなんだと
思いますが、これにつきましては、今ワクチンの予防接種
が皆さん進んでると思います。65歳以上の人はほとんど
なされていると思うんですが、僕をはじめうちの執行部関
係はなかなかそこに手が届いておりません。そこに手が届
けばやり始めようかなと考えてます。その上で、全体的な
バランスを見てドクターの伊藤先生とご相談させていただ
いて、いいかどうかのご判断をしていただいてから夜の部
は移していくということで全体的な流れは考えています。
少なからず年内に夜の部もできそうなので、その辺のとこ
ろ、お楽しみいただければと思います。ただ、コロナ禍の
中ですので皆さんコロナに罹らないように、ひとつ肝に銘
じてその辺は自分でガードしていただければと思います。
事業といたしましてなんですが、まず大変申し訳ありま
せんが、通常であれば来週ビアパーティーのはずなんです
が、今回は中止にさせていただきました。それに代わるも
のということで提案させていただいたのが、
「65周年を祝
う会」。65年を祝う会ということで、大きいお祝い会では
ないんですが、みんなで楽しく杯を重ねようと、お酒を飲
もうというようなことで考えています。
あと友好クラブ関係で、８月17日、18日、大津東ロー
タリークラブの50周年ということなんですが、これが延
期になるのかなと見ておったところ、７月1日現在もそれ
で行きますという話です。しかし、まだまだ予防接種も済
んでいませんので、これはそれなりの対応ということで考
えております。
あと、最近やってなかった山辺ロータリークラブと中山
ロータリークラブとの合同例会、この辺でご近所さまとお
酒を飲む会もやりたいなと考えてます。これもコロナ禍次
第です。ですが、大いに楽しめればいいと思います。原則
的にはやはり例会だけはきっちりやっていきたいと思いま
すので、よろしくお願いします。
めぼしいこととしては、お願いしてるのは、実は職業分
類会員選考委員会のほうに西ロータリークラブについてお
話をいただくクラブフォーラムをしていただけませんかと
いうことをリクエストしてます。これは、このクラブとい
うのはすばらしい人間の集まりですので、そういった方々

のお話を聞きながらお酒を飲もうという趣旨です。
事業としては、社会奉仕委員会のほうには「虹の会」と
いうのがあるのですが、離婚や別居で離れて暮らす子と親
の面会交流を支援する第３者機関である面会交流センター
やまがた虹の会を広報して支援していきたいなと考えてお
ります。これは細谷先生にお願いして、もうすでにお話は
なさっていて、昨日お話を頂戴しました。ありがとうござ
います。
もう1つ、青少年のほうに、こども食堂の新しい立ち上
げということにやっていきたいと考えております。
主だったことはこんなことですが、とにかく何がなんで
も楽しもうということです。ロータリークラブは楽しくな
いとと考えますので、皆さん楽しんでいただければと思い
ます。
以上、概要でした。よろしくお願いいたします。

武田

（幹

岳彦

事）

改めまして、本年度幹事を仰せつか
りました武田岳彦と申します。東海林
会長をお支えしながら、歴史と伝統の
ある西ロータリーの幹事という大切な役職を精一杯務めて
まいりたいというふうに考えておりますので、どうぞ1年
間よろしくお願いいたします。
幹事の仕事でございますけれども、定款・細則を読みま
すと非常に形式ばったことが書いてあります。国際ロータ
リーに対する義務・報告ですとか、負担金のお支払いです
とか、同じような地区に対する諸々の事項がございまし
て、その役目について詳しくご説明するよりも、私の幹事
という役職、役目を仰せつかった、こんな幹事になりたい
というその思いを伝えたほうがいいのかなと思って、今こ
の場に立っております。
ロータリーの事業というのは、毎年同じような事業が展
開されているように感じますけれども、実は決してそうで
はないというふうに思っています。１日単位で社会の環境
というのは変わりますし、何よりもその年、山形西ロータ
リークラブを少しでも良くしたいと考える会長の下活動す
るわけですから、その１年というのはやはり唯一無二のか
けがえのない１年なんだろうというふうに私は思います。
そういうことで、私の考える幹事の仕事というのは、
東海林会長の下、会員皆さんがほんとに楽しく、そして
有意義な活動ができるようにその万全の準備を整えるとい
うのが私の仕事であろうというふうに思っております。西
ロータリーの仲間と集える場所が当たり前のようにそこに
ある、その「当たり前」の所を作っていくのが私の仕事だ
というふうに思っております。ぜひ、皆さんの笑顔がたぶ
ん私にとっての1番の励みになりますので、楽しく活動し
ていただきまして、たぶん至らぬことも多々あるかと思い
ますが、その辺はぜひ皆さま方のお力添えをいただきなが
ら、1年有意義で楽しい西ロータリーの活動を展開してい
きたいなというふうに思っております。
皆さま方のご支援・ご指導を心よりお願いを申し上げま
して、方針に代えさせていただいたいなと思います。１年
間どうぞよろしくお願いいたします。

早川

（会

徹

計）

本年度会計を仰せつかりました、早
川徹でございます。副会計の山科宏幸
さんと一緒に精一杯担当させていただ
きますので、皆さまよろしくお願い申し上げます。
まず、このクラブ運営というのは皆さまからお預かりし
てる大切な会費に基づいております。クラブ方針に基づい
て適正な資金管理・出納業務を行い、各事業の円滑な運営
を第1に行いたいと考えております。会計管理に当たって
は、下記の点につきましてご理解・ご協力をお願い申し上
げます。
会費の納入につきましては例年通り、前期分として今年
度は令和３年７月31日、後期分としましては来年、令和
４年１月31日を期限としてお願いしております。事前に
皆さまのほうにご連絡申し上げたいと思っておりますけれ
ども、１つご注意いただきたいのは、去年とは口座番号が
変わっているということでございます。例年ではございま
すけれども、変わった口座番号のほうを確認した上でお振
込みをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま
す。
また、予算内での事業遂行に努めていただき、支払いの
申請につきましては請求書または領収書を提出していただ
きたいと思います。
それから支払いの執行につきましては、原則として月末
締めの翌月10日を目安にさせていただきたいと思ってお
ります。何かご不明な点がございましたら何なりと私のほ
うまで連絡いただければと思いますので、皆さまよろしく
お願いします。以上、本年度、皆さまよろしくお願いいた
します。

長澤

裕二

（クラブ管理運営常任委員）
クラブ常任委員長の管轄は、出席委
員会、親睦・家族委員会、プログラム
委員会、友好クラブ委員会でございま
す。
友好クラブ委員会ですが、友好クラブ委員会には初めか
ら変更がありまして、８月にさすがにやらないだろうと
思っていた大津東クラブの50周年が開催するということ
なので、案内いただいております。欠席というわけにもい
かないので、コロナワクチン接種が終わった人からぜひご
参加いただければと思います。
出席委員会では100％例会というのをやっていただくこ
とになります。これはメイクのほうがやりやすくなってい
ますので、ぜひ皆さんご協力をお願いしたいと思います。
親睦・家族委員会ですが、各委員長から説明があると思
いますけれども、奥様プレゼントを工夫しているようでご
ざいます。
あとプログラム委員会ですけれども、戸田委員長が卓話
の方々を厳選しているようでございます。
以上です。よろしくお願いします。

髙橋

順弘

（出席委員会）
副委員長に佐竹燿光さん、米本満会
員、それから中山眞一会員と少数精鋭
でこの1年間頑張りますので何卒ご協
力よろしくお願いします。
例会の出席が、ロータリー会員の大事な仕事である、義
務であると私は思っております。ロータリーを理解してい
ただき、知り合いを広め、友情を育む、そういう第1歩で
ありますので、ぜひ出席をお願いしたいと思います。
年間出席率は委員長のほうから95％以上ということを
仰せつかりました。そのほかに100％例会を年３回するよ
うにということ。始まったばかりでありますけれど、第１
回を決めないと２回目も３回目もありませんので、８月
23日のガバナー公式訪問を第１回の100％例会と考えて
おります。
先ほど理事からも言われましたけれど、メイクのほうは
１年間通して有効であります。いつでもいいんですけれ
ど、できたら100％例会の場合の前後、8月23日前後にで
すね、必ずメイクのほうをよろしくお願い申し上げたいと
思います。
以上のことを実践するために、欠席が続く会員の方には
熱い気持ちをもってお誘いをいたしますので、電話が来た
から嫌だなということはないようにしていただきたいと思
います。
もう1つ、裏のほうにあるレターボックスの所がきれい
でないとロータリアンとして恥ずかしいと思いますので、
１カ月が経ちましたら私どもで回収しまして、会社または
自宅にお届けをしたいと思います。そのときにいろんなお
話もさせていただきたいと思います。
ロータリーは集まることがまず先に進むことだと思いま
すので、ご協力よろしくお願いします。

戸田

正宏

（プログラム委員会）
例会の魅力は何と言っても卓話の内
容です。その卓話者を選定したり、お
願いをしたりする重要な役目が回って
きました。大変緊張しながら、皆様の興味のある幅広い
ジャンルの話題を提供させていただきます。
しかし、私の狭い校友関係では限界がありますので、こ
んな人の話を聞いてみたい等、皆様のご意見をお待ちして
います。話題性のある情報を提供してください。
また、新入会員の卓話はあっても古参会員の卓話はあり
ませんので、今年度は先輩の会員にご登壇いただき、卓話
を拝聴しようと思います。遠藤栄次郎さんのお話は是非お
聞きしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上
げます。タブーとされている宗教と政治の話も少し盛り込
みたいと思います。
それから、突然卓話者が来なかったことも想定をしてお
かなければなりません。その時こそ、情報委員会の出番で
すので、情報委員長の菅原さん、毎回緊張感を持って例会
にお出でください。
最後に、季節感やそのときの話題性のある卓話者など、
プログラムを組みたいと思っておりますが、皆さまの意に
反するような話題や人物が登場したとしても、寛大な心で
卓話をお聞きくださるよう、お願い申し上げます。どうぞ
１年間よろしくお願いいたします。

佐藤

啓

（親睦・家族委員会）
我々の事業は最初ビアパーティから
開始だったのですが、残念ながら今回
は中止というお話がございました。
次にクリスマス家族例会がありまして、新年会があり、
観桜会があり、最終例会があります。それと65周年とい
うことで、今回特別な任務もいただいております。委員会
としては、会員の皆さまが集まる場所と時間というのを大
切に大切に考えながら、楽しい時間を演出できるように精
一杯頑張ってまいろうかと思っております。
その中で皆さま方にいろんなお願いをする場合も出てく
ると思います。クリスマスの際の協賛でありますとか、あ
とはいろんな部分で皆さまからご参加をいただくようなこ
ともあろうかと思いますけれども、ぜひよろしくお願いい
たします。楽しい場所・時間を提供できるように頑張りま
すのでよろしくお願いします。

三澤

裕一

（友好クラブ委員会）
友好クラブについては、コロナ禍の
中でやはり県をまたぐような式典、そ
の他懇親会等には少しご遠慮しようか
というようなことで、８月の滋賀の訪問は、様子を見て少
し落ち着いていれば有志でご訪問してお祝いをしたいなと
いう会長のご意向のようでございます。
それから、中山、山辺に関しましては、山形県も落ち着
いてはきたと言いながらまだまだ皆さんのワクチンとか情
勢が落ち着いたところでやらせていただくということにな
ります。
ほんとに暇な委員会になりましたけれども、皆さん、人
手が足りないときはどうぞご要望があればお手伝いにまい
りますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

浦山

潔

（S.A.A.）

2021年―22年度の西ロータリーク
ラブS.A.A.は、1年間、会長方針に示さ
れた内容どおりに例会を催してまいり
ますのでよろしくお願いいたします。特に、新型コロナウ
イルス感染症に対応しました、会員の健康を第１とした例
会設営・運営をいたしてまいります。
本年はなるべく食事の時間を多めに取り、その時間帯を
フリータイムとして、指名なしでの会員個人の報告やコメ
ントができるよう、また会員同士の交流の時間にしたいと
考えております。ただ残念ながらまだコロナ禍のうちはお
食事中の交流はできませんし、マスク会食、黙食をしてい
ただくことになります。時間を有意義に使いたいと思いま
すので、委員会報告がある委員会は例会前にS.A.A.のほう
にお申しつけください。また例会前に幹事と例会行事に関
係します委員会と十分な打ち合わせをして例会に入りたい
と思っておりますので、皆さま方のご協力を切にお願いを
申し上げます。1年間よろしくお願いいたします。

本日出席（７／５）

ニコニコＢＯＸ
〈７月５日〉
東海林健登会長／1年間よろしくお願いします
武田幹事、早川会計及び私に対し、1年間ご指導・ご鞭撻
のほどよろしくお願いいたします。
市村清勝会長エレクト／東海林丸の船出をお祝いして
同級生でもある東海林丸、いよいよ出航！1年間参考にさ
せていただきます！
佐藤章夫直前会長／新体制発足おめでとう
東海林丸の船出おめでとうございます。
武田周治さん／東海林会長、武田幹事、多忙な１年となろ
うと思いますが、くれぐれも健康にお気をつけ、ご活躍く
ださい。
鈴木浩司さん／東海林会長、武田幹事がんばれ
東海林年度が素晴らしいものになることを祈念し、ニコニ
コします。
尾形亨さん／親愛なる田中氏をお迎えして
東海林会長、武田幹事の前途を祈念しまして。
坂部登さん／1年間がんばってください
健康に気をつけて、楽しい話を聞かせてください。武田幹
事、サポートよろしく。
浦 山 潔S.A.A.／1年 間、 五 十 嵐 信 副S.A.A.、 三 沢 大 介 副
S.A.A.、東海林仁副S.A.A.、長谷川浩一郎副S.A.A.、この
５名でよろしくお願いいたします。
結城和生さん／東海林健登会長、武田岳彦幹事の船出を祝う
新年度にあたり、自分もガバナー補佐役を務めます。ご協
力をお願いいたします。
『ロータリーの友』７月号のロー
タリー俳壇に戸田正宏さんの俳句が見事に掲載されたこと
に併せてニコニコします。
戸田正宏さん／俳壇『ロータリーの友』にまた！
今月も俳壇に載りましたので、鑑賞してみてください。
『引き波のごとく崩るる大牡丹（おおぼたん）』
ロータリークラブのもう1つの楽しみです。
小関文子さん／新年度1回目のニコニコボックスで申し訳
ございませんが、シクシクさせていただきます。このたび
は昨年度と今年度の会長・幹事のご厚意に甘え、事務局の
訃報の知らせまで出していただき、また、会員の皆さまに
は多くのお心遣いをいただきまして誠にありがとうござい
ました。また今年度もお手伝いさせていただきますので、
よろしくお願いいたします。

会員総数

出席会員数

98名

64 名＋ズーム参加１名

