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会長の時間（挨拶・報告）
本日は、第２８００地区２０２２－２０２３年度「佐藤孝子」ガバナ
ーの公式訪問として、長井ロータリークラブにお越し頂きました。心よ
り歓迎を申し上げます。先ほどの会長幹事会では 22～23 年度の年次計
画などに対して、アドバスなどをいただき、ありがとうございました。
後ほど、佐藤ガバナー様よりご講評もお願いいたします。
先日７月２０日に第６グループによる佐藤孝子ガバナー歓迎会が「熊
野大社證誠殿」で開催されました。新型コロナウイルスが全国的に感染
拡大し、山形県においても過去最多の５８１名が新たに感染拡大した日
でありましたので、基本的な感染対策を行いながら、席を立ってのお酌
などは控えての歓迎会となりました。会場への入場は私がエスコートを

浅野会長挨拶
２０２２－２０２３

することになり、大きな拍手の中少し緊張気味に中央の席まで無事エス
コートすることができました。そんな状況の中でしたが、米沢ロータリ
ークラブ会長我妻弘一氏から歓迎の挨拶、佐藤ガバナーより歓迎会開催
への感謝の挨拶を頂きました。
また、当日の次第にありませんでしたが、サプライズとして第６グル
ープからのガバナーへのプレゼントとして米織のグリーンのストール贈
呈があり、佐藤ガバナーからは大変喜んでいただき、お礼のお言葉のあ

国際ロータリー 第２８００地区

と、私の乾杯のあいさつを行わせていただき、懇親へと移りました。佐
藤ガバナーはストールを羽織り、各テーブルを廻って、歓談や記念写真
などの機会をつくって頂きました。その後、各 RC 会長のスピーチがあ
り、初の女性ガバナーを迎え、ロータリーに夢と希望をもった RC 活動
の予感がするなど、歓迎と期待の言葉が多くありました。当日は、小国
RC の公式訪問のあと、タスパークホテルに宿泊され、歓迎会会場まで
の往復の車の中で、お話をさせていただく機会があり、ロータリーの話
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から佐藤ガバナー自身の鶴岡に嫁いだときのお話や子育てに至るまで、
気さくに会話をさせていただきました。これからも、今のスタンスでご
指導ご鞭撻のほどお願いいたします。
さて、新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。23 日に国内
の感染者は、初めて 20 万人を超え、4 日連続で過去最多を更新し、第 6
波のピークの約 2 倍に達しました。1 週間の感染者を年代別で見ます
と、30 歳代以下が 6 割を占めており、ワクチン接種率の向上が課題だと
思います。全国の重傷者は 203 人で、第６波のピークの 13％にとどま
っていますが、1 週間で 1.8 倍に増えています。山形県内におけるコロ
ナによる重傷者はいなく、置賜広域病院における 22 日現在の入院者数
は 34 病床のうち、４人に止まっています。このような状況から、感染
拡大が続いていますが、国や県は感染対策をとりつつ、ウイズコロナの
方針であることから、我々にも基本的な感染対策を講じながら、社会経
済活動を並行して進めて行くことが求められております。

浅野 敏明 会長
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幹事報告
・国際ロータリー2800 地区 イン
ターアクトクラブ訪問のご案内
が届いております。今年度は南
陽高校にて行われる予定です。
・8/2 予定の早朝クリーン作戦はコ
ロナ感染拡大のため中止となり
ました。例会は 7 時からタスで
予定通り開催いたします。
・長井ソロプチミストさんからチ
ャリティーゴルフのご案内が届
いております。回覧いたします

各種報告

梅津 喜博

幹事

社会奉仕委員会
２０２２－２０２３

・幹事からも報告がありましたが、 長井「小さな親切の会」主催によ
る 8/2 予定の「早朝クリーン作戦」は、コロナ感染拡大のため中止とな
りました。

・今後も社会奉仕活動にご協力をお願いします。
土屋

茂樹 委員長

出席委員会
国際ロータリー 第２８００地区

長井ロータリークラブ

・在籍年数表彰を紹介します。
渡部 賢一 会員（１８年）
渡辺 清隆 会員（１６年）
高内 政勝 会員（１年）
・昨年度の年間皆出席表彰です。
横澤 寿彦 会員

大道寺

信 委員長
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※右から、横澤会員、浅野会
長、渡辺会員、高内会員

ニコニコＢＯＸ
・佐藤孝子ガバナー、芳賀ガバナー補佐を歓迎し、多くの会員の皆さま
より、「歓迎のメッセージ」をいただきました。また、地区副幹事の庄
司武晴様もお越しいただき歓迎申しあげます。
浅野敏明会長、斎藤圭央副会
長、梅津喜博幹事、大道寺信
会員、伊藤克也会員、小笠原
信吾会員、土屋茂樹会員、横
澤寿彦会員、遠藤伴明会員、
大山友規憲会員、尾形和夫会
員、村田剛会員、河井智寛会
員、高橋秀幸会員

齋藤 圭央 会員（代理）
※浅野会長より歓迎の品を贈呈しました

2

長井ロータリークラブ

会報

(第２８９９回

令和４年７月２６日)

今年度第３回

【ガバナー公式訪問】

佐藤孝子ガバナーご挨拶
ガバナー公式訪問

２０２２－２０２３

※佐藤ガバナー・芳賀ガバナー補佐を囲み歓迎の記念撮影

国際ロータリー 第２８００地区

長井ロータリークラブ
・芳賀ガバナー補佐ご挨拶

・佐藤ガバナーご講演

・芳賀ガバナー補佐ご挨拶
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本日は、ガバナーが訪問されるとい
うことで馳せ参じました。例会の前
段、会長幹事会にも参加させてもらい
ました。
長井クラブさんは歴史をもち、他のク
ラブと模範となるべき立場にありま
す。本日は、私も勉強させていただき
ます。本日はありがとうございます。

※会長幹事会の様子

・佐藤孝子ガバナーご講演
本日は手厚いご歓迎をいただきました。また、とても素敵なプレゼン
トを頂戴いたしました。あわせて感謝いたします。
まずはジェニファー・ジョーンズＲＩ会長による感動的な「イマジン
ロータリー」の内容についご紹介します。ジェニファーE・ジョーンズ
ＲＩ会長は国際ロータリー117 年目で初の女性会長です。こ主人のニッ
クさんはお医者さんで次年度ガバナーエレクトです。仲睦まじくロータ
リー活動に勤しんでおられます。オーランドでの国際協議会はオンライ
ンによる研修を行いましたが、同時通訳もつき、言葉の壁を越えて充実
した内容となっております。またヒューストンにおいて行われた国際大
会での、ＲＩ会長のフレンドリーな姿に大変魅了されました。
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ローターアクトについてですが、将来有望なアクトがたくさんおり自
立するための支援を行います。また、ポリオ根絶については、根絶する
目標を９９．９％まで達成できましたが、コロナ禍のためにその先進め
ずにおります。引き続きご支援をお願いします。
私は、勤務先から鶴岡まで移動して例会に参加することが困難な夫の
代わりにロータリークラブに入会しました。入会当時は６０名ほどの会
員がおられ、会員の方々と話をすることも刺激を受けました。交換留学
生のホストファミリーを担い、私の子も刺激をうけたこともあります。
ぜひ今後は革新的なクラブを設立することや、ロータリーの会員の内女
性を３０％まで増やせるよう活動を進めていきたいと思います。

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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さて、ロータリー活動についてですが、私は、「人を育て、心を育て
る場所である」と考えています。そのために、親睦と奉仕の積み重ね、
その中で新しい仲間と出会いつながっていく事が必要だと思います。
そのため、基本方針については、以下の点に特に力点を置きながら取
り組んでいきたいと思います。
・地区内クラブ 活性化を目指すこと
・ICT 情報通信技術を利用して交流の
輪を広げること
・ロータリー財団について理解を深め
ること
まずは、2800 地区ロータリーのホーム
ページ・ラインや FACEBOOK などにより情
報の発信と共有化に努めたいと思いま
す。ぜひマイロータリーに登録をお願い
します。また、10/29 には地区ロータリ
ー財団セミナーを開催予定、11/13 の地
区大会の中でポリオデーを開催予定して
いますのでご協力をお願いします。
各クラブの皆さんへのお願いです。ク
ラブ活性化を目指して、ガバナー補佐と
連携し、各クラブ活動に参加しながらロ
ータリー活動を楽しみましょう。そし
て、奉仕プロジェクト・補助金事業な
ど、ロータリー活動に貢献することで、
ガバナー賞にチャレンジしてください。
また、人と人とのつながりを大切に、コ
ミュニケーションを深めることで、ＯＮ
Ｅチームとなれるよう取り組んでいきま
す。「夢」を共有し、一緒に取り組んで
いきましょう。

次回例会
８月２日(火)７：００～
早朝例会（清掃活動は中止）

※浅野会長から御礼のご挨拶

【会報委員会より】
前回の会報におきまして、会長の時間の欄に浅野会長からご挨拶を頂い
たにもかかわらず、（会長代行挨拶）と記載してしまいました。会長ご
本人からのご挨拶です。訂正してお詫びいたします。
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