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四つのテスト

1 真実かどうか

2 みんなに公平か

令和 2 年 7 月 28 日（火曜日） 第 2,824 回
【月間テーマ】
会員増強月間(地区独自)

第２８００地区ガバナー
齋藤 榮助
第 6 ブロックガバナー補佐
横澤 寿彦
例 会 場 タスパークホテル℡0238-88-1833
会報委員 土屋 茂樹・横澤 寿彦・寒河江良一
栗田 正彦・髙橋勇喜知
Ｅ－ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｎａｇａｉ－ｒｃ．ｊｐ
3 好意と友情を深めるか

4 みんなのためになるかどうか

＜例会報告 NO.2＞
ガバナー公式訪問

齋藤 榮助 氏

SAA 渡部 堅一 副 SAA 土屋 茂樹

集合写真

ゲスト入場

⑴ 開会点鐘

伊藤克也会長

⑵ ロータリーソング
「奉仕の理想」
奉仕の理想に 集いし友よ
御国に捧げん 我等の生業
望むは世界の 久遠の平和
めぐる歯車 いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー ロータリー
「ロータリーの目的」
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次
の各項を奨励することにある：
第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること；
第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価
値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロー
タリアン各自の職業を高潔なものにすること；
第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および
社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること；
第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを
通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。
浅野敏明副会長(職業奉仕委員長)
ゲスト紹介
伊藤克也会長
2020-2021 年度 国際ロータリー第 2800 地区 ガバナー 齋藤 榮助 氏 (米沢中央ロータリークラブ)
2020-2021 年度 国際ロータリー第 2800 地区 第 6 グループガバナー補佐 横澤 寿彦 氏
(長井ロータリークラブ)
2020-2021 年度 国際ロータリー第 2800 地区 地区幹事 羽生 吉弘 氏 (米沢中央ロータリークラブ)
2020-2021 年度 国際ロータリー第 2800 地区 統括副幹事(事務局長) 吉澤 彰浩 氏
(米沢中央ロータリークラブ)

⑶ 会長挨拶
伊藤克也会長
皆さんこんにちは。
本日は、以前から楽しみにしておりました、公式訪問例会
です。大雨の降る中、齋藤榮助ガバナー、横澤寿彦ガバナー
補佐、羽生吉弘地区幹事、吉澤彰浩統括副幹事をお迎えして、
そして多くの当クラブ会員の参加を頂き、予定通りに開催で
きますことに感謝します。
例会前、ガバナー、ガバナー補佐、地区役員、当クラブの
メンバー５名にて会長幹事会が行われました。
創立６０周年を見据えて、会員の増強は勿論ですが、現会
員のまとまり（充実）も重要だと思います。
当クラブにもガバナーと同じ齋藤会員が４名在籍されてい
ます。私にロータリーの存在を知らしめてくれた方も齋藤さ
んです。
（故齋藤和夫元長井中央 RC 会員）当クラブの会員の方々には、普段から親しみを込めまして、下の
お名前でお呼びする事が多いです。これまで、例会や行事等で何度もお会いして話をして、そう呼ばせて頂
く関係を構築した結果です。
齋藤ガバナーにおかれましても、色々な場所でお会いして今日を迎えています。
今般、時代の変化や、コロナ渦の影響もあり、リモート会議やオンラインによる会合等が急速に進んでい
る様です。RC においても、エレクトリック例会（E 例会）を行い例会として承認する動きも見られます。こ
れも良いことだとは思いますが、ロータリーにおいては、まずは例会に出席をして「直接何回も会う」とい
うことが重要だと思います。そうした中で、いかに「好意と友情を深めるか」につながるものと思われます。
本日の例会では、今年度の地区の方針や、ガバナーの思いを直接お聞きする機会となります。宜しくお願
いいたします。
⑷ 幹事報告

小笠原信吾幹事
・当クラブの例会場は，来週から，タス３階アゼリアにおいて行います。
・第６回理事会を８月４日(火)午前１１時３０分より行います。
・おきたま五蔵会より七周年記念パーティー開催の御礼が届いております。
・中島浩元会員より，御礼状が届いております。
・ながい「小さな親切」の会より，通常総会中止のご連絡と総会資料の送
付がありました。
・国際ロータリー日本事務局より，８月３１日(月)までの間，事務局員が
テレワークとなるとのご連絡がありました。
ご連絡の際はご注意ください。
・第１９回ロータリー全国囲碁大会開催のご案内が届いております。
・齋藤榮助ガバナー，羽生吉弘地区幹事，横澤寿彦ガバナー補佐より，そ
れぞれ寸志を頂戴いたしました。この場を借りて感謝申し上げます。

⑸ 委員会報告

報告無し

⑹ ニコニコ BOX
伊藤 克也
小笠原信吾
浅野 敏明
梅津 喜博
遠藤 伴明
大山友規憲
尾形 和夫
齋藤 慎治
寒河江良一
大道寺 信
髙橋勇喜知
土屋 茂樹
手塚 典雄
村田
剛

会長
幹事
会員
会員
会員
会員
会員
会員
会員
会員
会員
会員
会員
会員

ガバナーを歓迎して、地区役員を歓迎して！！
ガバナーを歓迎いたしまして
齋藤ガバナーを歓迎して
ガバナーを歓迎いたしまして
齋藤ガバナーを歓迎して
ガバナーを歓迎して
齋藤ガバナーを歓迎して
ガバナーを歓迎して
ガバナーを歓迎して
ガバナーを歓迎して
ガバナーを歓迎して！
ガバナーを歓迎して
ガバナーを歓迎して
齋藤ガバナーを歓迎して
寒河江良一委員長

⑺ 卓話
第 6 グループガバナー補佐

横澤 寿彦 氏
(長井ロータリークラブ)

当長井ロータリークラブは 8 番目の
ガバナー公式訪問になるということでした。
また、エリアについてや、今年度の目標に
ついても色々とお話を頂きました。

国際ロータリー第 2800 地区

ガバナー 齋藤 榮助 氏
自己紹介をいただき詳しいプロフィールについ
ては当クラブの年次計画書にも記載されているの
で簡単にお話をくださいました。
コロナ禍の影響で新年度に入る前に計画を練る
ことが出来ずお詫びいたします。
と話されました。
2020-2021 年度 RI テーマについて、また、ホル
ガー・クナーク RI 会長の紹介などについてもお話
を頂きました。

ロータリーについて、コミュニティやロータリーの目的、会員拡大、ローターアクト、
交換学生、30 周年記念誌、IT 通信を使った活動、米山奨学などお話を頂き、鈴木一作パス
トガバナー著書の
『Guy Gundaker から学ぶロータリー』についてもご説明をなされました。
最後に、
「まずは、皆様方の健康を維持して、各会社を守って、皆様が協
力し合って活動をしていただきたい。
」
「例会は楽しくなければならないと
思います。楽しい例会を持続していただきたい。素晴らしい計画をお立て
しているようですので今後より良い活動をしてください」と話してくださ
いました。ありがとうございました。

⑻ 会長 お礼の挨拶
残り 40 グラブを訪問しなければならない訳ですが
くれぐれもお体ご自愛下さい。
本日は誠にありがとうございました。

⑼ 出席状況報告(大山友規憲出席委員長)
メイクを含め 100%となります。

大山委員長
⑽ 閉会点鐘

伊藤克也会長

