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齋藤副会長（会長挨拶代行） 

 

会長の時間（挨拶・報告）【代理斎藤副会長】 

皆さんこんにちは。いよいよ 2022～2023 年度が本日よ

り始動します。 

浅野会長は、本日違うところでも議長を務めていらっし

ゃるということで欠席となっていますが、本日は副会長と

して与えられた役目をしっかりと果たせるように努めて参

ります。 

約 45 回ある例会の中で何回この役目があるかわかりま

せんが、会長挨拶の練習をさせていただく機会としてポジ

ティブにとらえていきますが、まさか船出の 1 回目からと

は思っておりませんでした。 

過去に監事を務めたときにはほぼ対外的な行事には会長

代理として参加しましたが、挨拶関係はなかったので全く

違う緊張感を楽しんでおります。私も来週欠席することに

なっていますのでご了承ください。 

また、先週行われた最終例会も皆様おつかれさまでし

た。ニコニコボックスもたくさん集まり追い込みが出来た

のかなと思います。豪華な下から 1 番目のゴルフの商品も

社員でおいしくいただきました。 

 

例会前に開催された理事会において 8 月のプログラムが

承認されました。熱い時期にぴったりなビアパーティーが

第 4 週に企画されており、今から予定を空けておけるよう

にそれまで仕事を頑張りたいと思います。 

最後になりますが、本日はクラブ協議会、活動計画発表

となります。何処に行っても聞かれる 3 年ぶりという言葉

にのるわけではないですが、皆様の前のめりでポジティブ

な計画をスムーズな発表と共にご協力よろしくお願いしま

す。来週は、ガバナー賞の表彰をいただく予定となってお

ります。来週の時間を少しでも確保できるよう、本日で各

委員会報告が完了できるようご対応、ご協力をお願いいた

します。 

本日もよろしくお願いします。 

 

齋藤 圭央 副会長 

２０２２－２０２３ 

 

国際ロータリー 第２８００地区 
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各種報告 

  

 

新年度船出乾杯 
 
開会に先立ち新２０２２－２０

２３年度、浅野会長体制での新年
度の船出を祝して、前会長大道寺
様の音頭で「船出乾杯」を行いま
した。 
 
もちろんノンアルコールでの乾

杯ですが、会員相互の連携を確認
しました。 

 

２０２２－２０２３ 

 

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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 新会員入会式 

本日より高橋秀幸氏（（株）タス

パークホテル副支配人）が入会いた
しました。 

 
  

（高橋様より一言ご挨拶） 

 

 

幹事報告 

・酒田中央ロータリークラブ、米
沢おしょうしなロータリークラブ
の例会会場変更について 

・2800地区ガバナーエレクト事務
所のお知らせ、ならびに 2800地区
ホームページのリニューアルにつ
いて 

梅津 喜博 幹事 

 雑誌広報・ＩＴ委員会 

・ガバナー月信６月号１２頁に「長井ＲＣ創立６０周年記念式典・祝
賀会」内容が掲載されています。７月号８頁に芳賀ガバナー補佐のご
挨拶が掲載されています。       小笠原 信吾 委員長 

 プログラム委員会 

・本日の幹事会で８月のプログラムが承認されました。(8/2早
朝例会、8/9ゲスト卓話、8/16お盆休会、8/23夜の例会、8/30
会員卓話をそれぞれ予定しています。)  梅津 喜博 委員 

 

 ニコニコＢＯＸ 

「浅野丸の船出を祝して」「新年度浅野会長・梅津幹事宜しくお願い
します」「高橋会員を歓迎して」「新年度の船出を祝して」「圭央く
んがんばれ」「会長代理とＳＡＡに期待して」などなど 

・斎藤副会長、梅津幹事、大道寺会員、横沢茂会員、伊藤会員、土屋会員、河井会員、
栗田会員、手塚会員、渡辺清隆会員、村田会員、小笠原会員、横澤寿彦会員、渡辺賢一

会員、遠藤会員、高内会員よりメッセージ        横沢 茂 委員長 

齋藤副会長か
ら会員証バッ
ジを授与しま
した。 
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今年度のテーマを新しく掲示しました。 

 【新年度活動計画発表】 

 
・会場監督 遠藤伴明会員 

 例会の品位を保つ、時間厳守、会員交流を図る。 

 この 3つを目標に今年度の運営を行いたいと思います。 

  そのために、例会の席をシャッフルするなどして目標を達成

したいと思います。 

 

・会員増強委員会 尾形和夫会員(代理) 

新入会員セミナーを開催し、新入会員がロータリーを学べ

る機会を設けたいと思います。 

会員増強については、純増 1 名を目指します。そのため

に、ロータリークラブの魅力をお伝えしていきます。 

 

・出席委員会 大道寺信委員長 

  出席率をあげるため、他の委員会との連携を図ります。ま

た、欠席があった場合、メイクアップを推奨いたします。 

  出席率の目標は年間８５％の出席率を確保することです。確

保出来たあと、地区の目標である９０％を目指せればと思い

ます。 

 

・プログラム委員会 村田剛会員(代理) 

  コロナ禍も一段落したため、徐々にコロナ禍の前のプログラ

ムに戻すべきタイミングとも思われます。各分野で活動する

方から卓話を頂戴し、また、移動例会・夜間例会も行いたい

と思います。 

 

・親睦委員会 河井智寬委員長 

  ビアパーティー、クリスマス例会などを復活するなど、親睦

をより深められるような活動を行いたいと思います。 

 

・雑誌広報・ＩＴ委員会 小笠原信吾委員長 

  前年度委員長の活動が素晴らしかったので、その方針を引き

継ぎたいと思います。そのため、活動計画等は昨年のものを

そのまま使っております。ただ、ＳＮＳにあげる情報の選び

方、伝え方は委員長の個性が出ると考えます。私なりのもの

になります。何かご感想などございましたら、ご意見お寄せ

下さい。 

 

・会報委員会 高内政勝委員長 

  入会２年までございます。頑張っていきたいと思いますの

で、お力添えください。当クラブの会報について、前年度委

員長の様式を維持していきたいと考えております。ご意見を

頂戴できれば幸いです。また、会報の材料を集める際、皆様

にお願いすることもございます。ご協力下さいますようお願

い致します。 

  

 

 

 

 

クラブ協議会 

活動計画発表 
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・職業奉仕委員会 齋藤圭央委員長 

  ロータリアンとしてのあるべき姿を目指すため、会員各自の

生業ではない職業活動を知ることが必要です。また、どの職

種にも関係するＳＤＧｓへの理解を深める必要もあります。

そのために、定期的な移動例会を企画し、職場訪問も行いた

いと思います。 

 

・社会奉仕委員会 土屋茂樹委員長 

  社会奉仕に関する会員間の理解を深め、外部に社会奉仕を行

っていきたいと思います。一方、コロナ禍の渦中にあるた

め、活動を慎重に行っていきたいと思います。桜の樹の管

理、地区セミナーへの参加促進を行っていきたいと思いま

す。 

 

・青少年奉仕・国際奉仕委員会 伊藤克也委員長 

  佐藤孝子ガバナーは、青少年奉仕活動を重視したご経歴をお

持ちです。そのため、先般、新入会員・若い世代への理解を

深める活動を行わなければならないと佐藤孝子ガバナーが発

表しました。そのガバナーの方針は、本日配られたガバナー

月信７月号にも掲載されております。青少年奉仕にも力をい

れるべき年になりそうです。当クラブにおいて行っている英

語弁論大会をコロナ禍の前に戻したいと思っております。グ

ローバル補助金についても検討致します。 

   

・ロータリー財団・米山奨学会委員会 横澤寿彦委員長 

  当委員会は、支援プロジェクト部門の一部門と位置づけられ

ております。ロータリー財団への寄附の目標額は一人１５０

ドルとしました。為替相場が円安のため、日本円による寄附

額は増えますが、ご理解下さいますようお願いします。 

  米山奨学会への寄附の目標額は１５，０００円としました。

会員みなさまの善意に期待いたします。なお、ガバナー月信

今月号に米山奨学生が紹介されております。米山奨学金への

寄附は彼らの支援となります。 

  ロータリー賞の対象となりますので、頑張っていきましょ

う。 

   

・ニコニコＢＯＸ委員会 横澤茂委員長 

  ニコニコＢＯＸへの寄附金はクラブ活性化や奉仕活動の財源

になります。例会を盛り上げて、寄付金を増やしたいと考え

ております。 

 

 
本日の出席率 

８４．００％ 
 

次回例会  
７月１２日(火)１２：１５～ 
クラブ協議会・会員卓話 
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