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○黙祷  堺清一会員の逝去を悼み （特別掲載） 

 

 

 

 

こんにちは、今日は本来ならば恒例のクリスマスパ

ーティのはずでしたが、堺先生が急逝されたことに対

し弔意を表し先週は休会とさせて頂きました。クリス

マスパーティは年が明けてから多くのご家族に参加し

て頂き家族パーティーのようなものをできたらと考え

ております。どうかご理解いただきその際にはご協力

をよろしくお願いします。 

話は変わりますが、インフルエンザが流行る兆しが

出てきました。我々薬局が扱うインフルエンザの薬も

変わってきています。以前の主流は皆さんもご存じの

タミフルでした。出た当時は効果も良く使用されまし

たが、５日間服用しなければならないことと因果関係

は不明ですが子供の異常行動などが問題になり今はあ

まり使われなくなってきました。次に出たのが直接喉

や気管支のウィルスを攻撃するリレンザでしたが、こ

れも５日間続けて吸入しなければならない事と吸入は

苦手という方もいてこれも今は使われなくなってきま

した。その次に出たのがイナビルというこれも吸入タ

イプですが、これはインフルエンザと診断されたらそ

の場で１回の吸入で済むという画期的なものでした。

これに勝るものはないと思っていましたが、昨シーズ

ンの終わりごろにゾフルーザという内服薬が出ました。

この薬は診断されたら１回の服用で済み何より今まで

のインフルエンザ薬と作用が異なるのが特徴です。簡

単に言うと今までの薬もウィルスの増殖を抑えるもの

でしたが、それは細胞内で増殖したウィルスが外に出

てきたところを抑えるものでした。それに対しゾフル

ーザは細胞内でのウィルスの増殖を抑えるという作用

なので効果も早く回復も早くなるというものです。皆

さんはインフルエンザの予防接種はしておられると思

いますが、受けているから絶対に感染しないとは言え

ないので注意してください。もし感染し１回の服用で

済む薬を処方されたら今話したゾフルーザという薬な

んだなと思い出してください。 

 さて今日は年次総会です。次年度の体制を決める大

事な総会ですので慎重審議お願いします。よろしくお

願いします。 

長井ロータリークラブ会長    遠 藤 伴 明           第２８００地区ガバナー   上 林 直 樹 

幹事    那 須  修            第6ブロックガバナー補佐   高 橋 眞 己 
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◎休会 

年末年始による   

本日の例会（12月25日）

次回の例会（1月1日） 
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Hi  

1日） 

月 

 

◎例会・新年会 

・御祈祷 PM18:00 タス５F 神殿の間 

・例会 新年会 きらく 

次々例会（1月 8 日） 

 

前回例会の報告   

会長の時間（挨拶）

報告）挨拶）  

 

会長 遠藤伴明 



 

 

 

・第 12回理事会報告 

1 月プログラムについて 承認 

・2018-19年度セミナー開催 

 委員会：会員増強、職業奉仕、 社会奉仕 

 日時：平成 31年 3月 9 日（土）１０：００～ 

 会場：酒田市勤労福祉センター 

・白鷹 RC「寒鱈を楽しむ会」のご案内 

 日時：平成 31年 2月 7 日(木)18:00 

会場： 志ん月 

・第２８００地区ローターアクトクラブ年次大会仮登 

録のご案内 

 日時：平成 31年 3月 30日（土）14:00～ 

 会場：グランドホクヨー米沢 

 

 

 

 

○プログラム委員会 

（委員長 大道寺信） 
・１月のプログラムについて 

1 月１日（火）   
年始休会 

1 月８日（火） 

 ＰＭ ６：００  

タ ス 

きらく 
御祈祷 例会 新年会 

1 月１5 日(火) 

 

 祝日（14 日）週につき 

休会 

1 月 22 日（火） 

 ＰＭ ０：１５ 

タ ス 

例会場 
会員卓話（土屋茂樹会員） 

1 月 2９日（火） 

 ＰＭ ０：１５ 

タ ス 

例会場 

ゲスト卓話（やまがた 

長井観光局事務局長・ 

丸山邦昭氏 

 

○親睦委員会（委員長村田 剛） 

1月 8日（火）日程 

PM６：００ 御祈祷（タス） 

終了次第例会新年会きらく 

  

 

 
 

・斎藤喜内会員 23 年   おめでとうございます。 

 

 

尾形和夫会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

１．開会定足数報告（那須修幹事）  

 開会宣告後、会員 28名中 24  

名出席により、細則第１条の定 

足数を満たしているため、本総 

会が成立したことを報告 

 

１．議長選出  

細則第 4条第１節により、遠藤 

会長が議長に選出された 

 

１．議事 

・第１号議案 ２０１９－２０年度会長エレクト及

副会長選任の件 

議長より、指名された次の候補者につき、その賛 

否を議場に諮ったところ、満場一致で異議なく承 

認された     

 会長エレクト  伊藤 克也   

副会長     大道寺 信     

・第２号議案 ２０１９－２０年度理事・幹事・会 

       計選任の件 

議長より、指名された次の候補者につき、その賛

否を議場に諮ったところ、満場一致で異議なく承

認された     

   理事      齋藤裕之 

         齋藤圭央 

         横澤寿彦 

幹事      土屋茂樹 

会計      中島 浩 

幹事報告 

 

幹事 那須 修 

年次総会 

委員会報告 

委員長 中島 浩 

 

ニコニコ BOX 

・遠藤 伴明会長   

色々ありましたが何とか半年過ぎようとして

おります。今日は次年度体制を決める年次総会

です。宜しくお願いします。 

・大山 友規憲会長エレクト 

次年度も宜しくお願いします。 

・小笠原 信吾会員 

  今年一年ありがとうございました。 

・伊藤 克也会員 

  次年度会長エレクトに選任されました。宜しく

お願いします。 

・斎藤 喜内会員  在籍年数（23 年） 

 

※ 梅村長太郎氏の葬儀謝礼 
BOX ありがとうございました。 

本日金額；  ６,000 円  

累計金額； 129,500 円  

     （達成率 18.5％） 



１．被選理事会の開催 

ここで、議長より、細則第３条第２節（ｂ）により、 

ＳＡＡ（会場監督）と理事の「担当」の決定を行う 

ため、別室にて被選理事会の開催を告げた。 

被選理事会終了後、大山会長エレクトより、2019-

２０年度理事・役員及び SAAが報告された。   

（理事 9名） 

 会長               大山友規憲 

 会長エレクト（クラブ管理運営担当）伊藤克也 

副会長（奉仕プロジェクト担当）  大道寺信 

 理事（職業奉仕担当）       齋藤裕之 

 理事（社会奉仕担当）       齋藤圭央 

 理事（R財団・国際奉仕担当）   横澤寿彦 

 直前会長             遠藤伴明 

 幹事               土屋茂樹 

 会計               中島 浩 

（役員 ７名） 

 会長               大山友規憲 

 会長エレクト           伊藤克也 

副会長              大道寺信 

 直前会長             遠藤伴明 

 幹事               土屋茂樹 

 会計               中島 浩 

SAA               尾形和夫 

 

次に、選任された次年度理事役員の挨拶が行われた。

（後記） 

 

１．閉会 

那須幹事より、以上をもって年次総会を閉会するこ 

とが宣告された。 

 

※次年度理事役員の挨拶 

（会長・大山友規憲） 

 

まだまだと思っていましたが、あっという間に来てし 

まいました。次年度の方針として、 

・思わぬ会員減少により会員増強をクラブとして増強

できるよう考えていきたい。 

・地区補助金事業は地区要請により考慮したい。 

・例会数はもっと多くていいと考えており、増やすこ 

とを検討したい。 

６０周年に向けて土台つくりと背伸びしない身の丈に

あった運営をやっていきたい。皆様のご指導ご支援よ

ろしくお願いします。  

  

（会長エレクト・伊藤克也） 

 

年度エレクトに選任頂き感謝いたします。60周年を 

成功裏に迎えるべき 59年度として繋いでいきたいと 

考えています。今後とも厳しい指導支援をよろしくお 

願いいたします。 

 

（副会長・大道寺 信） 

 

大役を仰せつかりましたが当クラブのため頑張ってい 

きます。60周年記念事業が私に課せられた一番の課 

題と考えています。記憶に残る年度・事業にしていき 

たいと考えております。よろしくお願いします。 

 

（幹事・土屋茂樹） 

（幹事・土屋茂樹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何も判らないまま幹事を引き受け事の重大さを感じて 

おります。会長・皆様方に教えて頂き、一つ一つこな 

ていきたいと考えています。よろしくお願いします。                        

          

 

 

・本日の会員数２８名、全出席数 2５   

名で出席率は８９．２９％です。 

・前々回（11 月 21 日分）の出席率 

 は、54,17％に確定します。 

 
 

出席報告  委員長 中島 浩 

 



（特別掲載） 

    堺清一会員 思い出（写真）  

 

                    入会    １９８９．２．１１  退会 2018.12．3   29.107 年 

 

                    会長    ２００１～０２   （40 周年時） 

 

                    委員長  国際奉仕 国際交流 雑誌・広報 会員増強 Ｒ情報 等  

 

 

 

   ★数々の思い出 

  

   （４０周年 記念式典 ２００２．（Ｈ２４）．５．） 会員数 31 名 

 

     

 

     

 

40周年 記念事業   長井の心 （長沼孝三翁）石碑 南北中学寄贈 

 

H30.12.18 

 

40 周年時現会員・ 

入会順 

（渡部保太郎） 

齋藤慎治 （堺 清一） 

渡辺 亨  齋藤喜内 

井上晴雄  横澤 茂  

栗田正彦  横澤寿彦 



 

    （50 周年 記念式典 ２０１２．（Ｈ２４）．５．１２） 会員数 34 名 

 

 

 （50 周年 H24.5.12 在籍・会長表彰） 
 

   

 

 

   

 

 

 



 

 

（前田年度 ２０１５．６ 最終例会） 

 

 

（渡部清隆年度 ２０１７．９  4 クラブ合同例会 親善 G） 

 

 

 

クリスマス P（２０１７．１２）  最終例会 （２０１８．６） 

■■白鷹 RC50周年記念式典■■ 
白鷹山・高田川親方を囲み 
（平成 27年 5月 20日） 

 

 



（遠藤年度 ２０１８．７ ビアパーティ） 

       
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２０１８．１２．９ 

     葬儀告別式） 

 

 

ご冥福をお祈りいたします 

 


