長井ロータリークラブ

会報

(第２８９１回

令和４年５月１７日)

今年度第３４回

会長の時間(挨拶・報告)
本日の例会は、5 分間スピーチとなっており、４名の方それぞれから話
を頂くことになっております。今年度 2 回目の取り組みとなりますが、それ
ぞれの方の考えておられることがお聞き出来ますので、楽しみにしており
ます。よろしくお願いします。

２０２１－２０２２
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さて、先週 12 日には 2 年ぶりに 4 クラブ合同例会が白鷹クラブの担当
で開催されました。当クラブから 10 名の方に参加頂きました。10 日に例
会がありすぐの開催ということでしたので、参加された皆さんに御礼申し上
げます。大変ご苦労様でした。担当された白鷹クラブの皆さんもコロナ禍
の中で、開催するかどうか、悩んでの決断であったそうですが、講演も自
前でと言っては何ですが、会員でもある芳賀康雄氏を講師に「ポールハリ
スの幼少時代から、青年時代」という内容でお聞きしてきました。さすがと
思わせるようなよく調べられた内容で、ポールハリスがアメリカの多くの生
活や仕事で動かれた都市、地域を事細かく、正確にお話を頂きました。ご
本人は出来だけ詳しく正確になるようにまとめたということでしたが、感心し
たところです。芳賀康雄氏は次年度第 6 グループ B のガバナー補佐を務
めて頂くことになっており、同役職は 2 回目だそうですが、さらに次年度第
2800 地区の次年度ガバナーノミニーに就任する予定で、正式には 5 月
18 日の指名委員会で決定するとの話がありました。この件については、す
でに報告してある通り、第 6 グループ B の会議で推薦を決定しており、そ
れが正式になるものでありますので、今後第 6 グループ B の各クラブに対
する支援要請が具体的にあるものと考えますので、ご承知いただきたいと
思います。
また、本日の理事会で 6 月のプログラムが決定さました。私の年度もい
よいよ最後だなと実感しておりますが、その前に 60 周年記念式典、祝賀
会があるということにもなります。1 年以上前から実行委員会を設置し、こ
の間会員の皆様のご協力を頂いて準備を進めてきましたが、いよいよ 28
日に本番を迎えるまでに至りました。その前に来週 24 日はリハーサルを
予定しておりますので、出来る限り全員の方に参加頂きますよう特段のご
協力をお願いします。
周年行事と言えば様々ありますが、今年日本としての最大のものは、沖
縄返還 50 周年ではないかと思います。1972 年 5 月 15 日に沖縄県民悲
願の「沖縄本土返還」が行われ、50 周年となりました。私的な思い出は、
その時職場が旧マルコン東京営業所であったのですが、沖縄からの新入
社員を迎えたことでした。高校卒業したての女性で、いま思い起こすと沖
縄返還直後の入社であったのかな、と思います。沖縄特有の彫の深い顔
であったことをなぜか鮮明に覚えています。多分人生で初めて沖縄の人と
会ったのでなかったかと思います。しかし、実際に 50 周年の報道を見る
と、50 年の歩みは沖縄返還時の思いとは違い、沖縄の人たちの思いはい
まだに晴れないものがあるようです。その大きなものは本土並み返還と言
われたこととは違い、日本にあるアメリカ基地の７０％が沖縄にある言う現
実が変わらないということのようです。これらのことに言及することは避けま
すが、周年行事というものには楽しいばかり、良いことばばかりではなく、
ひとつの区切りとして今後の在り方も考えるものではないかと思います。現
在の NHK 朝ドラが丁度沖縄返還時の時代のものですので、それを見な
がら考えてもみたいと思っています。
最後になりますが、６０周年式典・祝賀会開催までいよいよカウントダウ
ンとなりました。尾形実行委員長は連日準備段階でのチェックを行いなが
ら、詰めの作業を行って頂いております。実行委員長のストレスも最高潮
に達していると感じていますので、会員全員の後押しが何よりの力となると
思いますので、リハーサル、本番まで残り 2 週間の重ねてのご協力をお願
いして、挨拶と致します。
大道寺 信 会長
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幹事報告
・山形ＲＣ，山形南ＲＣより、
周年参加の御礼状が届いており
ます。
・本日、理事会を開催いたしま
した。
６月プログラムを承認しまし
た。
例会の際に提供される食事の
値上げについて説明を受けまし
た。
異動する会員の退会時期に
ついて協議しました。
村田 剛 幹事

各種報告

プログラム委員会

２０２１－２０２２

６月プログラムをお配りしております。集合時間が早い例会、
委員長さまの出席の機会が多くなっております。ご留意くださ
い。
横澤 寿彦 委員

６０周年記念事業実行委員会
国際ロータリー 第２８００地区

様々準備をすすめております。次週の例会はリハーサルです
ので、皆出席をお願いします。
尾形 和夫 委員長

長井ロータリークラブ

６０周年記念事業

式典部会

来週のリハーサルは、司会もお招きして実際に動きを確認しま
す。
ご登壇予定の方々におかれましても、是非、ご出席下さい。
大山 友規憲 部会長
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６月１４日、デンソーさんに職場訪問研修を実施します。
１０時集合となります。

ニコニコＢＯＸ
ありません。

土屋 茂樹

委員長

出席委員会
山形市内の各ＲＣは会員増
を実現しているようです。
頑張っていきましょう。
メイクアップの手続をお伝
えいたします。実践してく
ださい。
伊藤 克也 委員長
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魚の話を。
魚の始祖は、ヒトがうまれるより
遙かに昔でした。魚は、多産の形を
とって進化しました。マグロも万単
位の粒を産卵します。多産というこ
とは他死を前提としますが、出産に
つながらない卵も、栄養源となって
世の役にたちます。
出世魚もあります。トドが有名で
す。とどのつまりという言葉の語源
は、出世の最後がトドとなるから、
です。おあとがよろしいようで。
渡邉 清隆 会員

事業承継の話を。
昨年６月から７月にかけてとられ
たアンケートがあります。８００を
超える有効回答をいただいておりま
す。
新型コロナウィルスが事業承継に
与えた影響は、全国平均の１６％を
遙かにこえる２３％となっておりま
す。事業承継の足かせになっている
ようです。
足元の状況を優先することから、
事業承継の意識は高まっておりませ
ん。事業承継の相談先を整備するこ
とが必要と考えられます。
佐藤 隆径 会員

ＳＡＡより

会員卓話
５分スピーチ
２０２１－２０２２
趣味の話を。
会社員時代、知人から競馬のてほ
どきを受けました。現在も楽しんで
おります。収支の資料をつけていま
すが、穴党であるからか、時期によ
っては黒字になることもあります。
福島北ＲＣさんが催す例会の再開
が楽しみでなりません。
手塚 典雄 会員
国際ロータリー 第２８００地区

長井ロータリークラブ

公職の話を。
おかげさまで、置賜さくら回廊は
好況のうちに終了しました。感謝い
たします。観光協会が主催する各お
祭りを予定通り開催いたします。長
井市のまつりをお楽しみ下さい。
商工会議所はＢＵＹプロジェクト
をすすめてまいります。街中の個人
商店の利用を推進いたします。ネッ
トからの購買もいいですが、市内の
個人商店もいい品物を揃えていま
す。持続的な長井市の経済の発展を
めざし、みなさまのご協力をいただ
ければ幸いです。
齋藤 裕之 会員
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本日の出席率
８４．００％
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次回例会
５月２４日(火)１２：１５～
６０周年事業リハーサル

