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会長の時間(挨拶・報告) 

 
本日の例会は、クラブ・フォーラムとなっておりますが、前回の例会でお話しした通り各

委員会の今年度活動計画の中間報告と 60周年記念事業計画の報告を頂くことにし

ておりますので、宜しくお願いします。今年度２０２１－２２も残り 3 か月となりました

ので、中間というよりも終盤と言える状況でありますが、ご承知の通り昨年に引き続きコロ

ナ禍によって、例会の開催や活動自粛等で制約を受ける中で、今日の例会での実施と

なったことにご理解をお願いします。また、コロナの影響は、活動にも大きく左右しており、

2800地区第 6 グループ Bの各クラブは 2月に引き続き、3月も例会を休止していると

ころが多いと聞いておりますし、前回 3月 15日例会以降に地区ガバナー名で 4月 29

日予定していた地区大会も中止するとの連絡を受けているところです。しかも、前年度実

施したオンラインによる方式も行わない完全に中止するとのことであります。そういった状況

の中で、残り 3 か月と申し上げましたが、すでに次年度の体制に向けて始動する時期に

入っていること、5月 28 日に予定している 60周年記念式典、祝賀会を控え、準備も

仕上げの段階であること等から、ほとんど具体的な活動ができないこともありますが、少し

でも前進できるように一層のご協力をお願いします。 

 

さて、新型コロナの感染状況は、政府がまん延防止措置の全面解除を行いましたが、

依然として高止まりしている状況であり、山形県も 3桁の状況が続いています。その中

で、長井市も毎日のように感染者が出ており、本日は１１名と聞いておりますが，特に

子供を中心に多いようで決して楽観できない状況にあると思います。3回目のワクチン接

種も進んでいますが、全国的には高齢者の接種率は比較的順調ですが、若い人の接

種率が低く、全体としてはいまだ低い状況にあるようです。すでに、60周年記念式典、

祝賀会の案内を発送しておりますので、ワクチン接種が進むことなどの対策によって、感染

が落ち着き、何とか実施できることを願っておりますが、これまでも確認している通り、クラブ

としての感染防止対策を引き続き行うことを確認していきたいと思います。 

 

また、ウクライナ情勢はロシアの侵攻から 1か月が経ちましたが、いまだ収束には至って

おらず世界的に大きな影響が出ております。日本でも様々な生活用品の値上げが相次

ぎ、今後家計負担が大きくなっていくことが懸念されております。まさに対岸の火事とは言

っておられない状況ですが、何よりもウクライナ国民の悲惨な状況を連日報道されている

のを見るにつけ、一日も早く収束してほしいと思うと同時に、私たちとして何かできることが

ないのかと思うのが率直な気持ちでもあります。そうして中で、地区ロータリークラブから義

援金の寄付の協力要請が各クラブにきております。ご承知の通り、ロータリークラブの目標

には平和と紛争の解決という項目が入っております。本日唱和した「奉仕の理想」の歌詞

にも「久遠の平和」に触れられております。何よりも罪のない子供たちやお年寄りが悲惨な

目に合うことをなくすことは当然であると思います。そういったことを踏まえ、義援金を贈るこ

とを前提に具体的な内容も含めて、次回の理事会に諮りたいと考えておりますので、ご理

解をお願いします。 

 

更に、第 6 グループ B の会議の内容について触れさせて頂きます。すでに理事会及び

3月 1日の例会の挨拶でも経過として報告しておりますが、次年度の 2800地区ノミニ

ーを第 6 グループＢ内のクラブより推薦することについて、話し合いが行われました。その

結果、第 1回会議では経過の中で、白鷹クラブより推薦する方がおられるが、選出の方

法において齟齬があり、最後各クラブで検討することとなっておりましたが、17日に開催さ

れた会議において、白鷹クラブより芳賀康雄さんを正式に推薦するとの報告があり、了承

されました。但し、規模の小さなクラブや自治体などからの選出には活動に制約があること

もあり、第６グループＢなどの近隣クラブが協力を行うべきとの確認事項を前提とした上

で検討した内容での決定であることが示されました。具体的には今後示されると思います

が、ご理解とご協力をお願いします。 

 

最後なりますが、本日のフォーラムで今後の活動についてのご意見や提言等と合わせ、

挨拶で触れました義援金やノミニー選出に関するご意見等もあれば出して頂きますようお

願いし本日の挨拶と致します。 

大道寺 信 会長 

２０２１－２０２２ 

 

国際ロータリー 第２８００地区 
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各種報告 

 

 

幹事報告 

 
・第６グループの集まりがありました。 

その中でウクライナ支援へのお誘いを

いただいております。 

・ＩＭ中止のお知らせ。 

・地区大会中止のお知らせ。 

・山形南ＲＣ創立５０周年のお知

らせが届きました。 

村田剛 幹事 
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  ニコニコＢＯＸ 

本日はありません。 

 社会奉仕委員会 

・４月１９日 観桜会の前に長井市陸上競技場の清掃を行いま

す。ふるってご参加下さい。 

 次期幹事より 

・４月１５日 鶴岡市において次期役員の研修会を行います。 

参加ご予定の方々にはおってご連絡差し上げます。 

 本日の出席率  

 

 

７２．００％ 

 

次回例会 ４月５日(火) 

  

12：15～ 

ゲスト卓話  

長井市地域おこし協力隊 

大村 航太郎 氏 
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 委員会中間報告 

① 会場監督 渡辺清隆ＳＡＡ 

  ・活動計画のとおり行っております。例会に花を添える試みも各例会

欠かさず行っております。 

② 会員増強委員会 尾形 和夫 委員長 

  ・増強には至っておりませんが，引き続きご協力下さい。 

③ 出席委員会 伊藤 克也 委員長 

  ・令和４年２月のガバナーレターに，各クラブの出席状況が記され

ております。ガバナーレター上は８０％を超える数字が記されておりま

すが，例会では７０％前後となっております。昨年度より出席率は

向上しております。 

  ・出席のご案内のメール等をお送りしておりますが，どの程度影響す

るかは明らかではありません。 

  ・出席状況について個人差があると思われます。 

④ プログラム委員会 横澤 寿彦 委員 

 ・概ね，活動計画のとおりすすんでおります。 

 ・あらたな試みとして，委員長卓話，５分間スピーチをはじめまし

た。 

⑤  親睦委員会 委員長  

 ・コロナ禍のため，親睦を深めるための企画がすすまず，歯がゆい思

いをしております。観桜会は，万全の感染対策を行った上で開催した

いと思います。ふるってご参加下さい。 

⑥  雑誌・広報委員会 齋藤 圭央 委員長 

 ・Facebook上に活動報告をアップしております。 

⑦  会報委員会 小笠原 信吾 委員長 

 ・会報のデザインを変えました。なお，作りやすく読みやすい会報を模

索していきたいと思います。 

⑧  職業奉仕委員会 土屋 茂樹 委員長 

 ・見学先を選定しております。 

⑨  社会奉仕委員会 浅野 敏明 委員長 

 ・陸上競技場の清掃を予定しております。枯れ木などの処理は長井

市にお願いしております。 

⑩  ニコニコＢＯＸ委員会 齋藤 圭央 委員 

 ・今後もご協力お願いします。 

⑪  青少年奉仕・国際奉仕委員会 高内 政勝 委員 

 ・英語弁論大会を開催いたしました。継続してあたっていきたいと思

います。 

⑫  ロータリー財団・米山奨学生委員会 遠藤 伴明 委員長 

 ・引き続きご協力お願いします。 

⑬  ６０周年記念式典実行委員会 尾形 和夫 委員長 

 ・当日のスケジューリングを行い，あわせて人員配置を行いました。

配付資料に沿ってご説明いたします。 

クラブ・フォーラムⅢ 

２０２１－２０２２ 

 

国際ロータリー 第２８００地区 

長井ロータリークラブ 
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