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齋藤副会長挨拶 

  

会長の時間（挨拶・報告）（齋藤副会長代行挨拶） 

先週は欠席し大変申し訳ありませんでした。別団体ではありますが、

熊本県で全国大会が開催され出席したり、仕事で少しだけですが遠出の

仕事があったり、秋になると様々な催し物があって、色々な面で大変で

すが、経験は無駄にならないなと改めて思うことがありました。 

先週仕事で岩手県を一周する旅行の仕事があり例会を欠席ましたが、

その道中でお客様が宮古から久慈まで三陸鉄道に乗りたいということで

先回りして久慈の駅で待っていました。到着後久慈まで来たら「八戸も

近いよね？」という言葉で結局八戸まで行くことになりました。しかし

三陸鉄道からの風景がトンネルだらけでゆっくり海が見られなかったと

いう感想が聞かれ満足していない雰囲気だったので、何かいい景色の場

所はないかと考えたところ、何年か前に別団体で全国大会に参加した際

に行ったことがある”種差海岸”を思い出し、予定にはありませんでした

が行く事にしました。山形に帰ってきてから、「種差海岸の景色が一番

きれいで良かった」という言葉を聞き、どこで役に立つかわからないよ

うな事でも経験しておくものだなと改めて思ったのと同時に、職業奉仕

もこういうことなんだなと感じました。自分の経験や仕事に関する経験

を多く積むことで、ふとした時にお客さんに還元できる、損得ではなく

喜ぶ顔が一番だなと感じます。職業的にピタッとハマったことではあり

ますが、そんな時にロータリークラブを思い出す私もなかなかロータリ

アンなのではないかと思った瞬間でした。 

さて話は変わりますが、本日は 11 月 29 日ということでいい肉の日、

いい服の日、いい文具の日、など様々ないい○○の日が制定されていま

す。11 月は語呂的にすべてが良い○○になりますが、いい肉の日が一

番聞き慣れているなと思います。宮崎県のより良き宮崎牛づくり対策協

議会が、宮崎牛をアピールすることが目的で制定されたようです。今で

は全国的に広まり、2 月 9 日の肉の日、8 月 29 日の焼肉の日の中でも特

別盛り上がる肉の日になっています。ちょうど昨日のことですが村田会

員の中央会館さんのくらさきへリニューアルオープンのご招待をいただ

き、鉄板焼きをごちそうになってきました。米沢牛の鉄板焼きが目の前

で楽しめるお店になっていますので、今後ぜひ移動例会で使わせていた

だきたいと思っていますので、プログラム委員会さんと調整させていた

だきたいと思います。 

最後になりますが、1889 年（明治 22 年）の 11 月 29 日に大日本帝国

憲法が発布されたことを受け、翌年に議会開設記念日が制定されたそう

です。本日会長は議会出席のため欠席ということでしたので何か関係が

あるのかと想いを馳せながら会長挨拶とさせていただきます。 

本日の 5 分間スピーチもどうぞよろしくお願いします 

 

齋藤 圭央 副会長 
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【ビジターご挨拶】 
 
 
 
 
 
 

昨年度第６グループ ガバナー補佐 近野 永順 様 

 
 昨年度は長井ロータリークラブさん

の６０周年が、つつがなく終わりまし

たことをお慶び申し上げます。昨年度

のガバナー補佐を務めており、お世話

になりました。御礼のためにメイクア

ップいたしました。 

 

 

 

 

 

南陽ロータリークラブ 会長 廣谷 啓一 様 

 
 若輩者ではございますが、ロータリ

アンの皆様のご愛顧をいただきながら

会長職を務めております。来年度、当

クラブは６０周年を迎えます。みなさ

まからのご支援を賜りますようお願い

いたします。 
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各種報告 

 

  
幹事報告 

・１２月６日 理事会を開催いたします。ご出席よろしくお願い

いたします。 
梅津 喜博 幹事 
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 指名委員会 

・２０２３－２０２４年度の会長エレクト候
補者及び副会長候補者を発表いたします。
お手元の資料のとおりです。 

    伊藤 克也 委員長 

 土屋 茂樹 会長エレクトより 

・２０２３－２０２４年度の会長エレクト候補者及び副会長候補
者を発表いたします。お手元の資料のとおりです。 

 

ニコニコＢＯＸ 

・ビジターを歓迎して 

 （横澤寿彦会員、大道寺信会員、伊藤克也会員、梅津喜博会員） 
 

 

 ・その他、近野永順さま、廣谷啓一さまからもニコニコＢＯＸをいた

だきました。ありがとうございます。また、近野永順さまよりお酒

をご提供いただきました。重ねて感謝申し上げます。  

 

 

横沢 茂 委員長 

 

  

ロータリー財団・米山記念奨学会委員会 

 

・伊藤克也会員より米山奨学会へのご寄付をいただきました。 

ありがとうございます。 

横澤 寿彦 委員長 
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会員卓話 【５分間スピーチ】  
         

・河合 智寬 会員 

 職業奉仕の一環として、私の職業である

葡萄のお話をします。 

まず葡萄と天気についてです。春先の水

分が、その後の葡萄の玉の張りに影響を及

ぼしてきます。８月の気温と雨量が悪いと

葡萄が劣化し悪い形の粒が増えます。９月

の天気が糖度を左右します品種もありま

す。今年の天候は、残念ながら、葡萄にい

い影響がありませんでした。 

シャインマスカットの見分け方について

です。緑色の粒は、香りがいいが糖度が少ない。黄色の粒は、糖

度は高いが香りが少ない。緑色と黄色の中間色をしている粒を選

ぶとよろしいと思います。 

葡萄の木の枝について、剪定の仕方が３種類あります。それぞ

れの木に適した剪定を選んでいます。 

 

・大道寺 信 会員 

奇遇にも、本日メイクアップしていただ

いた南陽ＲＣさんは、来年６０周年とのこ

とです。私は６０周年の年の会長ですの

で、そのときのお話をしたいと思います。 

２年前から実行委員会が発足しました。で

すが、実際に動き始めるのは２年前より後

でした。会長からも空気を入れた記憶がな

いではありません。 

また、コロナ禍という時代背景もあり、

やるのかやらないのか決められないまま準備をすすめる事態に陥

りました。これは大変でした。しかし、実行委員会委員長をはじ

め、皆で開催する気持ちをもって準備を進めた、これがよかった

と思います。 

記念事業のアイデアも時代に沿ったものと思われます。自治体

の意向を聞くのも良いですが、クラブが主導する方がいいのかも

しれません。本日お越しの廣谷会長におかれましても、経験ある

会員の支援をいただければ周年事業を成功に導けます。自信をも

って役職を全うして下さい。 

 

・横澤 寿彦 会員 

 なぜ例会場に日本の国旗を掲げているの

でしょうか。ロータリークラブはアメリカ

で発祥した団体です。先の大戦中に敵国で

あるアメリカの国旗を掲げることができな

かったからです。 

なぜロータリーソングがあるのでしょう

か。以前、各ロータリークラブ間に諍いが

生じていたそうです。奉仕中心、親睦中心

会員卓話 
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でした。そのようなクラブ間の諍いを和ませるためにロータリー

ソングを作ったそうです。 

  

・遠藤 伴明 会員 

 職業奉仕の一環として薬局のお話をさせ

ていただきます。 

 従来型の薬局は、患者の来局を待ってい

ました。このころは、服薬管理の観点もあ

り、訪問型の処方も増えています。また、

コロナ禍の時代ですから、コロナ禍のた

め、訪問型の処方をすることもあります。

医師が駐車場に出向いて診察した患者さん

が、車に乗ったまま薬局にいらっしゃいま

す。車に乗ってもらったまま、薬局のスタッフが駐車場に出向い

てご説明をします。 

宅配もあります。置き配のような形をとります。隣町の団地に

新型コロナウィルスの治療薬を置いてきましたが、階段を昇って

お届けするのは大変でした。 

 

・伊藤 克也 会員 

 私が会長であったころから申し上げてお

りますが、ロータリークラブの活動の中心

となるのは幹事です。私が幹事の年度は、

創立５０周年を前にして色々な提案事項や

議題について、理事会にて活発な意見交換

をした記憶があります。ＯＢの方にお会い

する機会がありました。幹事を経験すると

ロータリークラブの楽しさがわかるとおっ

しゃっていました。 

来年度からは、長井ロータリークラブとして、芳賀康雄年度の

クラブ役員体制の構築も幹事が中心になると思います。次年度の

幹事さんのはたらきに期待いたします。 

 

 

 
本日の出席率 
７６．９２％ 

 
次回例会  
１２月６日(火)１２：１５～ タスパークホテル３階 
年次総会 
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