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山形西ロータリークラブ会報
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クラブテーマ

ロータリーに夢をもって行動しましょう！！

想像から行動へ～優しさ溢れる出会い（DEI）のクラブ～

◆点鐘：市村　清勝 会長 ◆ロータリーソング：蔵王を仰ぐ
◆司会：佐藤　　淳 S.A.A. ◆会場：山形グランドホテル

第2949回例会 令和４年７月４日（月）

　私にとって第１回目の例会というこ
とで、緊張しながらご挨拶をさせてい
ただきたいと思います。
　今日はちょっと父の話をさせていた
だきます。私の父、市村健一は陸軍士
官学校に入学しておりました。亡くなっ
た近岡理一郎さんは父の１つ上の先輩

でありまして、よく事務所にお邪魔をして、日本の将来のこ
とを話しておりました。これから日本は大丈夫なのか、日本
はどうなるんだという話を２人でしているのを聞いておりま
した。私から見ると、日本の将来を心配しながら楽しそうだっ
たなというふうに感じておりました。
　陸軍士官学校に入ったことは父にとっても誇りだったよう
で、800人受けて20人しか合格しない。うちの田舎の山辺か
らはたった1人の入学だったということであります。　
　59期までは卒業証書が出
た そ う で す が、60期、61
期入学の学生には卒業証書
が出ませんでした。近岡理
一郎さんは60期なので出な
かったそうです。
　20年ほど前に、なんとか
卒業証書をもらいたいとい
う話を近岡さんとして、卒業証書を出してもらったようです。
とても喜んでいました。
　こんなことを私はよく父に言われておりました。「おらだ
みだいな業者が、公職なてあまり就くもんでない」。その教
えに背いて今日からこの西ロータリーの会長を務めさせてい
ただきます。　
　少し私のことをお話しますが、私の性格はあまのじゃくで
あります。それと、好奇心がすごく旺盛だということであり
ます。人が「右を向け」と言えば左を向きたくなるし、「左に
進め」と言われれば右に進みたくなる性格であります。経営
者にとってはそこそこ多い性格なんじゃないかなと思います。
　好奇心旺盛のことについてはいろんなことに興味を持っ
て、いろんなことをやりたがりです。これから少しずつご紹
介を申し上げたいなと思います。
　最後になりますが、米山奨学学友セミナーが先週の土曜日
にありまして、それに参加することが私の最初の会長として
の仕事でありました。芦野委員長が大活躍をしておりました。
西ロータリーのクラブの一員としてすごく誇りに思います。
大変ご苦労さまでございました。
　今年１年間、よろしくお願いを申し上げまして、会長挨拶
とさせていただきます。

幹事を務めさせていただくことになりました安部でござい
ます。どうぞ１年間よろしくお願いいたします
●新入会員お２人の方にお越しいただいております。八鍬

健三さん、大貫良一さんです。よろしくお願いします。
●本日、米山奨学生のハオくんが来ておりますので、奨学

金を渡したいと思います。
●来週のビアパーティの前、５時よりガバナー補佐を迎え

てのクラブ協議会を開催いたします。関係の皆さまご出
席ください。

●本日の例会後、理事会を行いますので理事・役員の皆さ
ま、ご出席よろしくお願いいたします。

●今月のロータリーレートは136円です。

　このたび歴史と伝統ある山形西ロー
タリークラブに入会させていただくこ

とになりました。微力ですけれども一生懸命させていただ
きたいと思いますので、よろしくお願いします。

　私の父もお世話になったのですが、
西ロータリークラブに入会をお認めい

ただきまして本当に感謝申し上げます。
　皆さまに早く会員として認めていただけるように活動し
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

八鍬　健三 さん

［株式会社平吹設計事務所］

大貫　良一 さん

［オルウェーブビジネス株式会社］
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会長あいさつ 幹事報告

新入会員あいさつ

市村　清勝  会長 安部　弘行  幹事



私のテーマが「想像から行動へ　優し
さあふれる出会いのクラブ」とさせても
らいました。ダイバーシティ（diversity）、
エクイティ（equity）、インクルージョ

ン（inclusion）、この３つの言葉がキーワードになってい
るのですが、3つ集まって１つの内容だと思っています。
多様性が出てくればそれを平等に扱わなきゃいけない。そ
してそれを仲間として包括しなければいけない。この３つ
の言葉は同じ内容なのかもしれません。こんな雰囲気を出
すために「優しさあふれる出会いのクラブ」ということで
皆さんが皆さん以外の全員のことを思いながら優しくす
る、そんな雰囲気のクラブを作っていければ大変ありがた
いなと思っています。

では方針として何があるのかというと、3つ、今自分の
気持ちの中に中にあります。１つ目は、先ほども言ったよ
うにみんなに優しいクラブであってほしいということ。２
つ目は、例会を大切にして、リアルでの参加をできるだけ
皆さんにお願いしたいなと。会場に来ていただいて少しで
も皆さんとふれあっていただけるとありがたいと思いま
す。３つ目は、これだけまったく関係のないことですが、
蔵王の樹氷を守りたい。この３つが私の今年のテーマだと
理解をいただければありがたいと思います。

方針としてはこれまでの収入と予算組
みを理解して今年度の方針や活動に即し
た予算配分を行います。事業予算はコロ
ナ禍ですので大きな変化が予想されます

が、適時適正な出納業務と予算管理を行い、適正な財政運
営に努めます。

皆さまに３つお願いがございます。まずは会費の納入に
ついて、前期分は７月31日まで、後期分は１月31日まで、
期限厳守で納入をよろしくお願いいたします。２つ目は、
出納業務について、幹事承認後の出納というのを原則とい
たします。予算内での業務の遂行に努めていただきたいと
思います。3つ目は、支払い実行については迅速に対応さ
せていただきますので、支払いの請求書または領収書はそ
の都度幹事までに提出をお願いしたいと思います。このよ
うな形で会計運営していきますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

私たちS.A.A.の基本方針は、「優しさ 希
望 愛 そして平和」です。スマイルをもっ
て皆さんと接していきたいと思っておりま
すのでよろしくお願いします。

さて、皆さんにお願いがございます。服装です。ロータリー
クラブは単なるなかよしクラブではありません。地域、ある
いは業界のリーダーとしてふさわしい身なりでお出かけくだ
さい。そしてロータリーバッジは必ず付けて来てください。
このロータリーバッジは世界のどこにいても通用しますし、
付けている人は必ず信頼されます。よろしくお願いします。

次に例会の内容ですが、おそらく卓話は一番の楽しみかな
と思っております。最低でも卓話の時間を25分間とりたいと
思います。各委員会報告や誕生日者の発表が押せ押せとなり
ましたら、臨機応変に対応します。もしかして1時半に閉会ゴ
ングが鳴らせなくなるかもしれませんけれども、ご了承願い
ただきたいと思います。また反対に例会時間が余ってしまっ
たら、これはロータリー情報委員会の皆さんに振りますので、
いつ指名が来てもいいように用意をしておいてください。

次に食事の件です。幹事の安部さんがもっと食事の内容を
上げるように折衝してくれております。多少お口に合わなく
ても、この雰囲気を楽しんでいただければおいしく感じます。
誰と食べるかがもっと大事だと思います。どうぞご理解の上
よろしくお願いいたします。最近はリモート参加者もいて、
食事が全然読めなくなっています。20食余ったり、逆に今日
は７食ほど足りなかったり、非常に苦労しています。やむな
く欠席の場合は出席委員会に早めに報告をしていただければ
と思います。出席委員会に、今度例会の食事の数は○食とお
願いしていますので、その辺の連携をひとつよろしくお願い
したいと思います。

コロナ禍で例会がこの先どうなるか分かりません。どのよ
うな例会になろうとも、私たち山形西ロータリークラブの絆
は強固です。例会に参加して良かったと言ってもらえるよう
に、規律や厳しさよりもアットホームな雰囲気を目指します
ので、会員皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

委員会活動方針発表
  市村　清勝 会長　　　　　　　

  佐藤　　啓 会計　　　　　　　

  戸田　正宏 S.A.A.　　　　　　

私からは３つお話させていただきま
す。１つ、クラブテーマならびに各委員
会の計画が滞りなく達成できるよう運営
してまいります。２つ、章夫年度、健登

年度、1人も新型コロナ感染者を出すことはありませんで
した。市内７クラブでうちともう１つだけです。今年度も
感染者数および県のレベルを見ながら、迅速にハイブリッ
ド、完全オンライン対応して、今年も感染者を出さないよ
うにしてまいりたいと思います。３つ、ご存じのように市
村会長はとても明るく元気で、笑顔が絶えない方でありま
す。私、女房役としてしっかり１年支えてまいりますので、
皆さまのご協力、ご指導よろしくお願いいたします。

  安部　弘行 幹事　　　　　　　



今年の出席委員会の第１の目標は、リ
アル参加の人数を増やすことです。会長
からはリアル参加で70名、毎回出席する
ようにしてほしいとに言われております

ので、リアル参加可能な限り多く皆さま方お願いしたいと
思います。また、なかなかいらっしゃっていない方にもお
声がけをお願いすること、ご協力をお願いすることあろう
かと思いますので、その節はご協力いただければ幸いでご
ざいます。

また100％例会を今のところ予定されているスケジュー
ルで申しますと、ガバナー公式訪問10月３日と、年次総
会12月５日、ここはぜひ100％例会にしたいと考えてお
ります。皆さま方ご協力をお願いしたいと思います。

また「Ｍｙ　ＲＯＴＡＲＹ」への登録であったり、地区
大会、ＩＭへの参加についても積極的にお声がけをさせて
いただきたいと思います。

出席人数がZoomでなかなか読めないところがございま
す。今回はちょっと行けない…という場合は事前にお声が
けをいただけるとありがたいです。フードロスが最近多く
なっているのも気になっており、そういう観点からもぜひ
ご協力をいただければ幸いでございます。１年間、どうぞ
よろしくお願いいたいます。

本来でしたら友好クラブですので姉妹
ロータリー 3クラブ、高知南、金沢西、
大津東と絆を深めるべきではございます
けれども、残念ながら今年度はともに公

式行事が予定されておりません。なかなかこちらから来訪
するということもありませんし、向こうから来るというこ
ともないかと思います。しかしながら情報収集して、絆が
途絶えないようにこれからも友好クラブの数のほうをご協
力したいなと思っております。

例会でこうやって皆さんと顔を合わせて食事するのもい
いのですが、ぜひ非公式でも結構ですので何かグルメです
とかゴルフですとか、目的を持って友好クラブに足を運ん
で絆を少し深められればなというふうに思っております。
１年間楽しいクラブになりますように協力したいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いします。

委員会の皆さまのご協力をいただきな
がら、そして会員の皆さまに何よりもご
指導いただきながら１年間進めてまいり
たいと存じます。

先ほど会長がおっしゃいました、会員に優しいクラブ。
これを当委員会としましては「絆」と考えております。昨
年１年間コロナでクラブ同士、会員同士のふれあい、絆が
少し薄れた１年でございました。それを今年はコロナ前に
戻ったような笑顔と絆があふれるような１年間にしてまい
りたいと存じます。

１年間にわたりまして、来週のパレスグランデール様で
のビアパーティ、そしてクリスマス家族例会、新年会、観

先ほどプログラム委員会の内容がこの
ロータリーの出席率、いろんなところで
大変重要であるというお話をいただきま
した。大変やりがいがあると感じていま

すので、１年間がんばりたいと思っております。
今年は、ロータリーデー、７つの重点分野に沿った例会

の開催を中心に会員卓話、それから外部講師、移動例会と
変化に富んだ例会をしていきたいと思っております。卓話
者が例会参加者のアップにつながりますので、できるだけ
タイムリーで魅力ある講師を選定するとともに、企画を考
えていきます。ぜひとも、お声がけをしたときに会員の皆
さまご協力をよろしくお願いいたします。

桜会、最終例会と、例年ながらではございますが皆さまの
ふれあいが行えるような、そして１年後にはさらにこの
山形西ロータリークラブを皆さまが好きになっていただけ
るようなそんな委員会運営をしてまいりたいと存じますの
で、１年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

 及川　善大 出席委員会委員長　

 三浦　達雄 友好クラブ委員会委員長  

  長谷川浩一郎 親睦・家族委員会委員長  

  髙橋　順弘 プログラム委員会委員長　  

クラブ管理運営委員会は出席委員会、
及川善大委員長。親睦・家族委員会、長
谷川浩一郎委員長。プログラム委員会、
髙橋順弘委員長。友好クラブ委員会、三

浦達雄委員長という４つの委員会で構成されています。
ロータリー活動の根幹となる例会にかかわる大切な役割を
担う委員会で構成されております。例会の出席率を上げ、
会員の親睦をさらに高め、例会の内容を充実させるプログ
ラムを作り、友好クラブとの親睦を図るというための管理
運営委員会であります。この活動を通してさらに山形西
ロータリークラブの結束と交流を深めるべく、１年間活動
を進めてまいりますので皆さまのご協力そして例会への参
加をよろしくお願いいたします。

  遠藤　靖彦 クラブ管理運営理事・副会長



本日出席（７／４）
会員総数 出席会員数

100名 68名（Zoom参加者３名含む）

ニコニコ BOX

市村清勝会長／いよいよ始まりました
７月１日からいよいよ新年度。不肖私めが会長を務めさせ
ていただきます。皆さまの我慢とご協力をよろしくお願い
いたします。

安部弘行さん／幹事を務めます
今年度、幹事を務めることになりました。皆さまのご指
導・ご協力をよろしくお願いします。

遠藤靖彦さん／1年間よろしくお願いします
最終例会ではお騒がせいたしました。今年度は副会長とし
て、まじめ路線で行きます。よろしくお願いいたします。

東海林健登さん／市村会長、1年間楽しんでください
最終例会、皆さま、ご協力ありがとうございました。市村
会長、1年間ロータリー活動を楽しんでください。楽しみ
にしております。

遠藤栄次郎さん／八鍬くんの入会を祝って
本日から平吹設計社長の八鍬様が入会、おめでとうござい
ます。

結城和生さん／フレー　フレー　市村、安部
１年間われわれ西ロータリーの牽引者として好きなよう
リードして行ってください。市村さんは私の会長の時の幹
事であり、亡き妻の代わりをしていただきました。

平吹和之さん／大貫さん、八鍬氏を迎えて
大貫良一さんと当社の八鍬社長を迎えていただき、会員の
皆さまに感謝いたします。

吉田福平さん／東海林前会長、武田前幹事、１年間ご苦労
さまでした。市村会長、安部幹事、１年間ご活躍をお祈り
いたします。市村会長は１年間山登り自粛してください。
八鍬健三さん、入会歓迎いたします。

マツケンダンサーズさん／感謝！御礼！
先週の最終例会では皆さまからたくさんのおひねりを頂戴
し、ありがとうございました。またいつの日か皆さまにお
会いできるのを楽しみしております。アミーゴ！

川辺智之さん／山形損保会会長に就任いたしました
日本損害保険協会の山形支部、損保会の会長に就任いたし
ました。県民の皆さまのお役に立てるようがんばってまい
ります。ご挨拶を兼ね、ニコニコいたします。

高嶋俊幸さん／大貫先生の入会について
不動産鑑定士の大先輩であります大貫先生の入会を歓迎し
てニコニコします。

渡辺隆博さん／ニコニコボックス委員会委員長を仰せつか
りました
今年度、ニコニコボックス委員会委員長になりました。皆
さまのご協力よろしくお願いします。

〈７月４日〉

１．来週に控えておりますビアパーティ、今年は開催をさ
せていただくよう準備を進めております。パレスグラン
デール様にて、皆さまの親睦を図れるような企画、今年の
市村会長の人柄に則ったような企画、そして何よりも皆さ
んの親睦が図れるような内容で進めさせていただきたいと
存じますので、もうすでにご返事いただいている方はもと
より、まだという方も、もしくは１度欠席とお出しいただ
いた方も、もしこの後即変更して出席いただけるようであ
りましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
２．当クラブの事業であって親睦・家族委員会の事業でも
あります例年恒例の奥様バースデープレゼントの件でござ
いますが、今年は趣向を変えまして、今までは委員会が決
めた贈り物を自動的に贈らせていただくというような形を
例年取っておりましたが、今年は皆さまに楽しく選んでい
ただこうということで、ギフトカタログなるものを作成さ
せていただいて、皆さまに配布をさせていただきます。
まだ完成には至っておらず、７月25日、グランドホテル
様での例会の折に皆さまのボックスにお入れしてお渡しさ
せていただくように準備を進めております。７月早々にも
う奥様のお誕生日ですとか何か記念日を控えていらっしゃ
る方には大変申し訳ありませんが、もう少々お待ちいただ
きまして、７月下旬以降のカタログのご高覧とお申込みを
ぜひよろしくお願いします。こちら、見本ではございます
が、こういった形でカタログが進んでおります。何よりも
カタログ掲載、商品掲載にあたりましては、22商品を会
員の皆さまよりご提供いただきました。お申し込み方法
等々はまた改めてご説明させていただきますし、カタログ
にもきちんと掲載をさせていただいております。なにぶん
今年が初めての試みですので、お分かりにならない点もあ
ろうかと思いますが、改めてご説明をさせていただきます
ので、どうぞよろしくお願いいたします。
３．会員８名、奥様３名、７月に誕生日を迎えられます。
おめでとうございます。

親睦・家族委員会

委員会報告

米山奨学・学友セミナー
７月２日（土）パレスグランデールにおいて、

2800地区米山奨学・学友セミナーが開催されました。




