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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） 

みなさんこんにちは。いよいよ 2022年の例会も今日を含め 2回

となりました。年末ということで皆様忙しく駆け回っていることと

思いますが、本日も例会にご参加いただきましてありがとうござい

ます。私の会長挨拶代理も、なんと 4回目となりましたが、米山梅

吉の話はできないので今日も違う話をしたいと思います。 

今年は 20日のクリスマスパーティーが最後となる例会ですが、以

前は半ドン例会というものがありました。過去にも話があったかも

しれませんし、ご存じの方もいると思いますが、改めて「半ドン例

会」とはゲスト卓話や会員卓話がなく例会時間が半分の 30分で終わ

る例会です。 

そもそも半ドンとは、「半分」とオランダ語で（日曜日）や（休

日）を表す「ゾンターク」が訛った「ドンタク」をくっ付けた「半

分ドンタク」を略した言葉から来たものという説があるようです。 

もう 1つの説としては、明治時代の東京で正午を知らせる空砲が

鳴らされており、半日を告げる空砲の「ドン」という音が業務の終

了を告げる合図であったことから半ドンというようになったという

説があります。もう 1つは「半分休みの土曜日」という意味の(半

土)が半ドンになった説もあるそうです。 

語源には諸説あるようですが、半ドン例会というのも悪くないの

かなと思っています。コロナ禍の今では少し意味合いが違うかもし

れませんが、やはり人と会って会話をすること、雰囲気を肌で感じ

ることなど、電話やネットで何でも出来る時代ですが、人と直接会

うことの大切さを改めて感じることが多くなったと思います。現在

長井ロータリークラブでは祝日のある週の例会を休会にするように

なっていますが、そんな時こそ半ドン例会を活用してゆっくり昼食

をとって、話ができる例会として実施するのもいいのかなと思った

ところです。 

後ほど中間報告でも話をしますが、職業奉仕委員会では移動例会

をたくさん開催したいということで計画をしていました。半期のプ

ログラムを見ていますが、なかなか移動例会を実施するところがな

いということに改めて気付きました。先ほどお話しした休会による

例会回数の減少が少し影響しているのではないかなと感じたところ

です。これまで 5回例会が休会している中で 2回くらいは出来たこ

とがあるかなと反省しているところです。 

下半期のプログラムにはありませんが、２０２２～２０２３年度

が終わる前には、会長幹事の慰労を兼ねた移動例会を実施したいと

思いますので、是非ご協力いただきますようこの場をお借りしてお

願い致します。 

本日は、活動中間報告ということで各委員会の委員長の皆様に発

表して頂きます。スムーズな進行を心がけますのでどうぞよろしく

お願いします。 

簡単ではありますが代理の会長挨拶とさせていただきます。 

 

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 

（各委員会報告） 

  
幹事報告 

・山形南ロータリーから５０周年記念誌の献本が

ありましたので回覧いたします。 
梅津 喜博 幹事 
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 プログラム委員会 

・１月プログラムのうち保留をしておりまし
た第４週例会について、ゲスト卓話を行う
こととなりました。その他の週のプログラ
ムは資料記載のとおりです。 

・当初予定した弁論大会につきましては、外
部関係者の出席は見合わせるとのことで
す。これによりゲスト卓話を依頼すること
としたものです。 

    齋藤 裕之 委員長 

出席委員会 

 

・在籍年数表彰を行います。 

  斎藤 喜内 会員（２７年） 

 おめでとうございます。 

 
大道寺 信 委員長 

 

 

 社会奉仕委員会 

 

・本日、ロータリー財団・米山記念奨学会委員会と合同で打ち合

わせを開催しますので委員の方はご参加願います。 

土屋 茂樹 委員長 

 

  

ニコニコＢＯＸ 

・本日は特にありません。          横沢 茂 委員長 

 

 

※右から齋藤会員と齋藤副会

長 
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クラブフォーラム 【活動中間報告】  
         

  

・会場監督 次回ご報告の予定です。 

 

・会員増強・ロータリー情報委員会 

尾形和夫副委員長 

 年度初めに計画した内容を実現できるよう、活

動中です。 

 

・出席委員会 大道寺信委員長 

 出席率の数値目標を８５％としました。メイク

アップを含む修正を行った月次の出席率は、７月

９０．４４％、８月８４．４４％、９月９２．０

０％、１０月８４．８３％、１１月８６．９７％

と、概ね数値目標を達成できております。会員み

なさまのご協力の成果です。ありがとうございます。 

 今後は、２８００地区の意見も伺いながら考えていきたいと思

います。また、クラブ内の委員会活動の活性化も求めていきたい

と思います。メール配信も続けていきます。 

 

・プログラム委員会 齋藤裕之委員長  

 会員みなさまの関心を集める卓話の運営ができ

ていると考えます。 

 今後は、移動例会・福祉や資産形成に関する卓

話など、さまざま企画を調整していく予定です。

楽しみに例会に足をお運び下さい。 

 

・親睦委員会 小笠原信吾副委員長 

 親睦委員会の活動はこれから多くなっていきます。親睦を深め

られるように頑張っていければと思います。 

 

・雑誌広報・ＩＴ委員会 小笠原信吾委員長 

 ロータリーの友等のご案内は継続しておりま

す。一方、ＳＮＳによる周知広報は、一般の方々

相手にはなかなかできておりませんので、ご協力

いただければと思います。 

 

・会報委員会 高内政勝委員長 

 みなさまのご協力のもと、会報作成を行っております。この場

をお借りして、ご協力に感謝したいと思います。また、会報のレ

イアウトについては引き続きご意見を賜れば幸いです。 

 

・職業奉仕委員会 齋藤圭央委員長 

 移動例会を２月または３月に行いたいと思いま

す。また、期末に遠方への移動例会を行いたいと

思います。また、１月の例会において委員会とし

て卓話を行う予定です。 

クラブフォーラム 
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・社会奉仕委員会 土屋茂樹委員長 

 年度初めに立てた計画のうち、クリーン大作戦

は中止のため実現できませんでしたが、クラブの

資産の確認について進めております。地区補助金

の申請について検討をしております。 

 

・青少年奉仕・国際奉仕委員会 伊藤克也委員長 

 青少年関係については、今年度の英語弁論大会

も、残念ながら、主催校から、外部からの参加を

自粛するよう求められております。会長または幹

事の出席がかなうか、交渉していきたいと思いま

す。また、２８００地区からローターアクトの関係者から卓話を

いただくことも考えております。 

 国際奉仕関係で、グローバル補助金については、事務手続の負

担が大きくなる関係から、今のところ難しいと思われます。 

 

・ロータリー財団・米山奨学会委員会 

横澤寿彦委員長 

 ロータリー財団関係については、大道寺年度に

おける寄付の結果、褒章をいただきましたのでお

示しいたします。記念になりますので、例会時に

掲示することとします。２８００地区が開催する

セミナーがありますので、出席を続けております。各セミナー

は、地区補助金を申請する要件となります。寄付金の数値目標を

１５０米ドルとし、寄附を行っております。 

 米山奨学会関係では、寄付金の数値目標を１５，０００円とし

ました。会費と同時にいただいている寄付金の他、寄付箱に投入

しないと目標は達成できません。ご協力をお願いいたします。 

 会員のみなさんがそれぞれ寄附をした金額は、日本ロータリー

から認証を受けます。マイロータリーから認証をうけた金額を確

認することができます。会員増強委員会と足並みを揃えて、ガバ

ナー賞をめざし活動を続けていきます。 

 

・ニコニコＢＯＸ委員会 横澤茂委員長 

 相当程度のご寄付をいただいております。会員

みなさまのご協力ありがとうございます。 

 

 

 
本日の出席率 
８０．７７％ 

 
次回例会  
１２月２０日(火)１８：００～ タスパークホテ 2階つむぎ 
夜の例会（クリスマスパーティー） 
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