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浅野会長挨拶 

  

会長の時間（挨拶・報告） 

 去る１１月１２日(土)から１３日（日）にかけて、２８００地

区第１回本会議・地区大会が開催されました。１２日は梅津幹事

と私が出席し、先ず 2021－2022 年度地区資金報告がありまし

た。収入総計 27,812 千円、支出総計 25,802 千円、収支差額

2,010 千円。特別会計では、地区基金・地区災害等救援特別基

金・既定審議会旅費積立会計・青少年部門特別会計の４会計合わ

せて 20,949 千円。矢口年度の地区大会決算では、予算 17,790 千

円に対して、地区大会の開催がないことで支出合計は 3,405 千円

となり、差引残高は 12,909 千円。また、地区補助金は 41 件で補

助金合計額 19,575 千円の報告など、地区大会への議案とするこ

とを全会一致で承認されました。 

 本会議終了後の地区指導者育成セミナーにおける講師、国際ロ

ータリー第２５００地区、釧路北 RC 所属のパストガバナー「足

立功一」氏（医療法人社団功仁会 足立皮膚科美容外科クリニッ

ク 理事長）による「ロータリーの方向性」についての講演で

は、「これまで第 1 の波を「農業文明」第 2 の波を「大量生産文

明」第 3 の波を「ハイテク文明」に区分けでき、これからは第 4

の波の「意識改革」として、ロータリーも社会改革に合わせて変

わっていく必要がある。」と提言されました。詳細の内容は、パ

ワーポイントのデータを入手できましたら、改めて、ご報告をさ

せていただきます。 

 

 夕刻からは RI 会長代理の西岡博忠氏（国際ロータリー２６８

０地区 21－22 年度ガバナー、伊丹ロータリークラブ）をお迎え

しての「RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会」が開催されました。参加

者には佐藤ガバナー同期の地区外ガバナー8 名の他、釧路北 RC

や江戸川 RC の多くの友好クラブをはじめ、2800 地区のパストガ

バナー、地区役員、各会長・幹事が出席し、約 200 名に及ぶ晩餐

会となりました。   

 

 翌１１月１３日の地区大会においては、来賓として、吉村美栄

子山形県知事代理産業労働部長と地元皆川治鶴岡市長をお招き

し、それぞれ祝辞をいただいたあと、山形県には「山形県大雨災

害義援金」を鶴岡市には青少年育成に資する「特別寄付金」を贈
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呈しました。続いて、2800 地区各ロータリークラブの紹介と大

会委員会報告、地区大会決議案第 1 号から 8 号議案まで、いずれ

も賛成多数で採択されました。 

 

 インターアクトクラブ・ロータ－アクトクラブの紹介と活動報

告では、第６グループの「南陽高等学校 IAC」と「九里学園高等

学校 IAC」、「南陽東 RAC」と「米沢 RAC」による活動報告が

ありました。いずれのメンバーも社会奉仕に対する意識の高さに

驚いたところです。 

 

 記念講演では、歌手・女優・木版画家：ジュディ・オング氏に

よる「輝いて生きる」をテーマに講演を拝聴しました。なお、ジ

ュディ・オング氏は、ロータリーのポリオ撲滅大使として、ポリ

オ撲滅キャンペーンに加わりました。ポリオ（急性灰白髄炎）の

ない世界を目指すロータリーの取り組みに賛同し、ポリオへの認

識向上を図るキャンペーンで、ポリオ撲滅まで「あと少し」であ

ることを示すポーズを披露してくれました。また、チャリティー

コンサートを通じて多くの慈善活動を行っています。講演の最後

には、ペギー葉山の名曲「ケ・セラ・セラ」と昭和の名曲で自身

の代表曲でもある「魅せられて」の 2 曲を披露していただき、会

場も大いに盛り上がりました。 

 

 さて、6 月議会に高額な寄付申出の報告がありました。これ

は、元東京芸術大学特任教授であられました「瀧井敬子」氏から

スタインウェイコンサートグランドピアノの購入費用として、本

市へ 26,848,000 千円のご寄付です。9 月議会には財産取得「スタ

インウェイコンサートグランドピアノ D-274 一式」26,848,000

千円を(有)荘内音楽センターより購入するため提案され、全会一

致で可決となりました。東京在住の瀧井敬子氏は 2006 年日本初

演、長井市で公演のオペラ「ゼッキンゲンのトランペット吹き」

の音楽監督を努められました。また、本市の音楽向上を通じ、芸

術文化を発展させ、インクルーシブ社会への取組の充実を図る目

的で、世界最高峰のピアノと評される「スタインウェイコンサー

トグランドピアノ」をご寄付されました。この度、お披露目コン

サートを 11 月 27 日（日）に市民文化会館ホールで開催する運び

となりました。ピアニストは「佐野隆哉」氏で、1980 年東京生

まれ、東京芸術大学を経て、大学院修士課程を修了後、2005 年
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に渡仏。パリ国立高等音楽院博士課程を修了。2018 年からは日

本をベースにピアニストとして始動しています。この演奏会は、

関係者を招待する形式で入場料は無料で、自由席となります。 

 長井ロータリークラブにおいても、別紙のとおり出席依頼があ

りますので、ぜひ、皆さまはもとより、ご家族をお誘いのうえ、

参加者名簿に記載願います。 

 

 本日のゲスト卓話は、長井商工会議所 商業部会 Buy 長井プ

ロジェクト委員長「横山 敬生」氏であります。 

 横山 敬生氏は、長井駅前通りのムスメヤ花店の三代目の経営

者のほか、俺たちの株式会社「楽街」の設立メンバーでもありま

す。本日の卓話を楽しみにしています。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

 

浅野 敏明 会長 
 
 
 
 
 
【本日のロータリーソング】 
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各種報告 
  

幹事報告 

・地区大会に当クラブから７名で参加してまいりました。地区大

会に参加されたジュディ・オング氏を題材とした新聞記事を回

覧いたします。 

・佐藤ガバナーより地区大会開催の御礼状が届いております。 

・スタインウェイコンサートの出欠を確認いたします。みなさま

ご出席のほどよろしくお願いします。 

・ＩＭのご案内を回覧いたします。ご確認お願いします。 

・マイロータリーアカウント登録の手引きをお配りしました。こ

れを機にご登録ください。 
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 梅津 喜博 幹事 

 

 

 
青少年奉仕・国際奉仕委員会 

 

・西村山にローターアクトが出来ました。県内７つめのローター

アクトクラブになります。 

・ジュディオングさんのチャリティーの結果、１７万円ほど集ま

ったとのことです。 

・来年の地区大会の開催場所は山形市です。やまがた県民ホール

などを会場とするとのことです。 

・今年、私は裏方として参加していましたが、地区大会を開催す

るために投下される労力は相当な量ですので、申し添えます。 

伊藤 克也 委員長 

（国際ロータリー第 2800 地区青少年委員会） 
 

親睦委員会 

・クリスマスパーティーに出席する会員は、オークションに出品
するお品物のご準備をお願いします。 

河井 智寬 委員長 
  

 ニコニコＢＯＸ 

・ゲスト横山さんを歓迎して 

 （浅野敏明会長・齋藤喜内会員・齋藤裕之会員・村田剛会員・

河井智寛会員・高橋秀幸会員より） 

・町づくりよろしくお願いします。   (横澤寿彦会員) 

・敬生先輩の卓話を楽しみにしています。(小笠原信吾会員) 

 
        横澤 茂 委員長 
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横山さま卓話 

  
ゲスト卓話 長井商工会議所 商業部会 

BUY長井プロジェクト委員長 横山 敬生 氏 

テーマ：【BUY 長井プロジェクトについて】 

 

１．本日は、ＢＵＹ長井プロジェクトの概要をご説明したく馳せ

参じました。 

 

２ 令和３年、日本青年会議所という団体の集まりで、藻谷浩介

さんの講演を聞きました。この講演に刺激をうけ、ＢＵＹ長井

プロジェクトを企画することになりました。 

 

３ まずみなさまと情報の共有をいたします。 

①日本国の輸出額はバブル期より２倍近く増えました。 

②経常収支はＧ２０の中でトップ３に入ります。 

③しかしながら、ここ３０年ほどの中で、日本の個人消費が少な

かった時期は意外なことにバブルの頃なのです。バブルの頃に

内需が拡大し、平成に入ってから天井をうち、それから横ばい

になっております。これは労働者人口の数と個人消費の額が比

例しているからと考えられます。言い換えれば、平成に入って

から労働者人口は増えていません。 

④現在、若者人口が減少し続けております。これからも労働者人

口は増えるとは思えず、内需は先細りになっていくと思われま

す。 

これらの情報から、現在の日本は、お金の循環が鈍いという知

見が導き出すことができます。お金の循環が鈍いという観点から

地方の商店を見れば、同じような状態が見受けられます。そこを

解決するための長井ＢＵＹプロジェクトなのです。 

 

４ 長井ＢＵＹプロジェクトの基本的な考えですが、市外等に多

く流出している購買力を地元に留め、地域内循環を高める活動

を展開していくというものです。現在行っている長井ＢＵＹプ

ロジェクトの活動は写真を使ってご説明いたします。何気なく

使うお金ですが、しっかりと地元を潤すために、私たちができ

ることを、地元の方々と取り組んでいます。 

 

 ※具体的な事例写真は次のページに掲載しています。 

 

ゲスト卓話 
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５ 全国の事例、八戸市、川崎市などで、それぞれ同様の取り組

み事例があります。ヨコの繋がりからブラッシュアップし、Ｂ

ＵＹ長井プロジェクトを、より進めていければと考えておりま

す。皆様方からのご協力もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最後に浅野会長から貴重なご講

演に感謝申し上げました。ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 
次回例会  
１１月２９日(火)１２：１５～ タスパークホテル３階 
通常例会（会員スピーチの予定） 
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