
長井ロータリークラブ 会報 (第２８９８回 令和４年７月１２日) 今年度第２回 

1 

 

 

浅野会長挨拶 

 

会長の時間（挨拶・報告）【代理斎藤副会長】 

こんにちは、大道寺会長から会長を引き継ぎ、本来であれば先週の 7

月 5 日の例会で、新会長としての挨拶をするところでございましたが、

公務と重なり本日が新会長としての初挨拶となります。 

大道寺前会長と村田前幹事におかれましては、コロナ禍の中でありま

したが、長井ロータリークラブ 60 周年記念事業をはじめ、４０回に及

ぶ例会開催など、一年間本当にご苦労様でした。 

さて、7 月 8 日安倍晋三元首相が参院選の遊説の中、銃規制の厳しい

この日本国内で銃撃されお亡くなりになりました。その衝撃がさめやら

ぬなか、一昨日の 7 月１０日に参院選の投票日がありました。民主主義

は多様な意見を尊重し合い、あくまで言論によって、議論したうえで政

治を司ることが民主主義のルールであり、民主主義の根幹である選挙期

間中における卑劣な蛮行が行われましたことは、ほんとうに残念です。

今後、政治家の警備体制や警備方法の検証が必要だと思います。 

一方、新型コロナウイルスの新規感染者が再拡大し、全国で 5 万人を

超の新規感染者が確認され、「第７波」の兆しが見え始めました。この

再拡大の一つの要因に、オミクロン型の派生型で感染力が強い「BA5」

などへの置き換わりが進んだことが揚げられています。オミクロン株は

重症化のリスクは少ないとの見解もありますが、改めて、基本的な感染

対策を行いながら、地域活性化を図って行くため、地域経済活動やロー

タリークラブ活動を行うことも必要だと思っています。 

改めまして、会長として初めてのご挨拶で、いよいよスタートライン

に立ったことを認識し、精一杯務めさせていただきますので、梅津幹

事、土屋会長エレクト、齋藤副会長、各委員長をはじめ、各委員をお受

けしていただきました長井ロータリークラブの会員の皆さまに、感謝を

もうしあげますとともに、更なるご支援、ご協力をよろしくお願いいた

します。 

本日は、２０２０－２０２１年度第 2800 地区ガバナーであられまし

た「齋藤榮助」パストガバナーにお越し頂きました。大変お忙しい中、

また、暑い中、本ロータリークラブへの「ガバナー賞」授与のために、

本日の例会に合わせてお越し頂きました。誠にありがとうございます。 

後ほど、ご挨拶についてもよろしくお願いいたします。 

当初、本日のプログラムは「クラブ協議会 活動計画発表Ⅱ」の予定

でしたが、先週で終了しましたので、本日は通常例会となり、齋藤パス

トガバナーのご挨拶の後に、横澤寿彦財団奨学委員長から去る７月２日

に開催されました「米山奨学・学友セミナー」の報告の時間をつくって

頂きましたので、よろしくお願いいたします。  

 

浅野 敏明 会長 

２０２２－２０２３ 

 

国際ロータリー 第２８００地区 
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各種報告 

  

 

幹事報告 

・７月２６日、ガバナー佐藤孝子
様による公式訪問が予定されて
おります。会員全員が出席して
お出迎えしたいと考えておりま
す。皆様のご出席をお待ちして
おります。詳細は配布した資料
の通りです。 

・早退届 齋藤慎治会員、渡辺堅一会
員、遠藤伴明会員 

梅津 喜博 幹事 
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 社会奉仕委員会 

・8/2に早朝例会・クリーン作戦を実施予定です。 

・つつじ公園集合 6時から清掃、7時からタスにて例会（朝食付
き）を実施します。多数ご参加ください。 

       土屋 茂樹 委員長 

 親睦委員会 

・７月のご本人誕生日を紹介します。 

斎藤喜内会員（7/31）村田剛会員（7/21）
齋藤博之会員（7/7）高内政勝会員（7/19） 

・奥様の誕生日祝いです。 

 河井 智寛会員（奥様 7/17） 

    河井 智寛 委員長 

 

河井会員奥様へ会長から
お祝いが渡されました。 

 

 ニコニコＢＯＸ 

・齋藤ＰＧ、古畑ＰＡＧを歓迎いたしまして（浅野会長） 
・齋藤ＰＧを歓迎して（大道寺信会員） 

・齋藤バストガバナーを歓迎して（伊藤克也会員） 

・横澤敏彦さん受賞おめでとうございます。(小笠原信吾会員) 

・ビジターを歓迎して（遠藤伴明会員） 

・パストガバナーを歓迎して（大山友規憲会員） 

・齋藤パストガバナー本日はありがとうございます。(横澤寿彦会員) 

 
※齋藤ＰＧならびに古畑ＰＡＧ様からも  
ご寄付いただきました。ありがとうござ
います。 

 

          横沢 茂 委員長 
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齋藤榮助パストガバナーご挨拶 

 【ガバナー賞授与式】 
・齋藤榮助パストガバナーより当クラブに対し、ガバナー賞の表彰をい
ただきました。 

・齋藤榮助パストガバナーより横澤寿彦会員に対し、地区への貢献賞の
表彰をいただきました。 

    
     ガバナー賞       貢献賞（横澤寿彦会員） 

 

・齋藤榮助ガバナーからの一言 

１ 先日は６０周年記念式典にお招きいただき感謝申し上げます。

私がガバナーを務めていた頃、長井クラブさんから大山会員に

ご協力いただきました。あわせて感謝申し上げます。 

  本日、２年ぶりに長井クラブさんにお邪魔いたしましたが、ガ

バナーとして長井クラブに公式訪問した日は大雨が降っていた

ことを思い出します。 

  ガバナー賞の副賞として一冊の書籍を添えています。高崎クラ

ブに所属する会員が書き記した書籍ですが、重版を重ね、既に

５版まで出版されました。書籍の内容は、ロータリークラブの

活動を楽しく書き連ねたエッセイです。長井クラブの皆様でご

愛読ください。 

  表彰されるための三項目がございます。純増一名及び財団等へ

の寄付金を一定額以上納めたという三つの項目です。いずれも

達成した長井クラブは表彰されるに足りるご活躍をなさいまし

た。 

２ ガバナーについてお話をします。偶然ながら、白鷹クラブの芳

賀さんは私の同級生です。今も、学生時代のたたずまいを維持

しておられます。 

私がガバナーを務めて感じますのは、比較的大きなクラブから

しかガバナーを輩出できない、という見方は今では変わってい

るということです。事務作業の効率化、必要とされる人的リソ

ースの適正化をはかり、ガバナーを支えるに足りる資源は平成

のころとは大きく異なってきているのです。そのため、平時に

必要とされる作業量は比較的小さなクラブでも負担できるもの

なのです。また、ガバナーの活動を支えるために必要となる資

金の量も大幅に減少しております。 

そのため、私の同級生である芳賀さんも、負担なくガバナー

を務められると考えます。再びこの地域がガバナーを輩出する

機会は１４年後に訪れます。パストガバナーとして、みなさま

の立候補を期待しております。 

ガバナー賞授与式 

会員卓話 
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「卓話」 横澤寿彦会員 

                  

貢献賞という過分な賞をいただき、 

恐縮しております。 

 

本日は、米山奨学・学友セミナー 

のご紹介をいたします。セミナーは 

７月２日に行われたものです。 

   

     
 

米山奨学金の寄附実績をみますと、山形県全体の寄付額は全国

平均を下回っています。当クラブは全国平均を上回った年があ

り表彰の一因となりました。年によって異なるので、より活動

を深める必要があると思います。今年度も頑張っていきましょ

う。 

         
寄付金の使途は留学生支援のためです。母国と日本の懸け橋と

なって活躍いただける優秀な方が対象となっています。税制上

の寄付金控除を受けることも出来ます。 

 

 
本日の出席率 

８７．５％ 
 

次回例会  
７月２６日(火)１２：１５～ 
ガバナー公式訪問（佐藤孝子氏） 
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