
幹 事
海　和　浩　運

今年度のクラブテーマ【ロータリーを発信しよう！一人ひとりの感性で】に添って各委員会が
中身の濃い事業を行えるよう活動して参ります。
また、歴史と伝統ある山形西ロータリークラブの幹事として、常にクラブ活動の目的を意識し

ながら気配りと思いやりのある対応を心掛け、価値あるクラブ活動を行いたいと思います。
一年間精いっぱい務めていく所存ですので、会員のみなさまにはご指導、ご協力のほど、どう

ぞよろしくお願いいたします。

会 計
会　　計　芦　野　　　茂　　副会計　上　野　義　明

　クラブ予算に基づき、会長、幹事のご指導のもと、各事業が支障なく運営出来るよう適正な会
計処理を行います。
　また、会員の皆様には下記の点につきご理解とご協力をお願い致します。
１．会費納入につきましては下記の納入期限を厳守いただきますようお願いいたします。
　　前期分　　令和元年７月31日
　　後期分　　令和２年１月31日
２．支払の請求につきましては、請求書または領収書を幹事宛にご提出下さい。
３．支払いにつきましては、原則として月末締め、翌月10日頃とさせていただきます。
４．会員のみなさまにおかれましては、予算内での事業遂行をお願いいたします。

S.A.A.
S．A．A．　武　田　岳　彦　　副S．A．A．　伊　庭　公　也
副S．A．A．　小　松　公　博　　副S．A．A．　戸　田　佳　瑞
副S．A．A．　海　和　将　浩　　　　　　　　　　　　　　　　

　会長方針に則り、気品と風紀を保ち清新な雰囲気の例会を開催します。
　進行がスムーズに進むよう配慮をし、落ちついた雰囲気の中で例会を楽しんでいただける運営
を行います。
　季節感のある料理を提供するなど、参加者が満足を得られる工夫をします。
　会員同士の交流が広がるように、くじ引きで席決めをする例会を行います。
　会場内禁煙は継続します。



クラブ管理運営常任委員会
理事・常任委員長　東海林　健　登

鈴木浩司会長は、今年度のクラブテーマを“「ロータリーを発信しよう」一人ひとりの感性
で”、とされました。各会員から積極的にロータリーに対する考え、思いを発信していただき、
より楽しく誇りを持てる山形西ＲＣにしていこう。そしてメンバー以外の方々にも積極的に声を
かけ、多くの方々にメンバーになってもらいましょう。と理解させていただきました。
出席委員会、親睦・家族委員会、プログラム委員会、友好クラブ委員会は、クラブ運営の根幹

をなす委員会であります。４委員会の委員長、委員、一丸となってメンバーが自分の考え、思い
を発信しやすい環境づくりに努力してまいります。一年間、ご協力宜しくお願いします。

出席委員会
委 員 長　後　藤　光　政　　委　　員　酒　井　政　輔
副委員長　武　田　秀　和　　委　　員　及　川　善　大

１．年２回の100％出席例会の設定。年間出席率95％目標。
　　9/ 9　ガバナー公式訪問例会
　　6/29　最終例会
２．新入会員への例会出席促進とフォロー。入会１ヵ月間の先輩会員のフォローが重要。
３．例会欠席者へのフォローと出席促進。やむをえず例会欠席の場合のメイク促進。
４．長期欠席者への資料送付による出席促進。



親睦・家族委員会
委 員 長　安　部　弘　行　　委　　員　吉　田　昌　弘
副委員長　佐　藤　英　一　　委　　員　柴　田　健　一

委　　員　戸　田　正　宏
委　　員　藤　田　良　仁
委　　員　高　嶋　俊　幸
委　　員　角　田　　　健
委　　員　上　野　義　明

　会員相互の親睦が深まる様に、各イベントの企画を趣向を凝らし、盛り上げていきます。
１．会員並びに奥様誕生日紹介	 毎月第一例会
２．奥様へ誕生日プレゼント
３．ビアパーティー	  7/ 8（月）山形グランドホテル
４．クリスマス家族会	 12/16（月）パレスグランデール
５．新年会	  1/20（月）千歳館
６．観桜会	  4/13（月）千歳館
７．最終例会	  6/29（月）パレスグランデール

プログラム委員会
委 員 長　武　田　良　和　　委　　員　坂　部　　　登
副委員長　宇佐美　俊　治　　委　　員　長　岡　壽　一

　本年度のプログラム委員会は例会卓話を中心に各委員会と連携を図り、アクティブかつ魅力あ
る例会作りに努めて参ります。中でもゲスト卓話には各方面の多才な講師をお招きし例会出席率
アップに貢献したいと考えております。
　皆様どうぞ宜しくお願い致します。



友好クラブ委員会
委 員 長　長　岡　　　勲　　委　　員　千　歳　貞治郎
副委員長　冨　田　浩　志　　委　　員　佐　藤　充　昭

委　　員　大　西　章　泰
委　　員　三　浦　達　雄

　今年度は９月27日（金）に金沢西ロータリー創立55周年記念事業があります。
　当日27日出発し、28日は観光やゴルフを楽しみ、29日帰県する予定です。
　詳細は後日、ご案内申し上げますが、当クラブより20名以上参加し、日頃の友好に応えたいと
思っております。
　また10月には、高知南RCより20名で来訪される予定です。
　ご多忙中恐縮ですが、今のうちからスケジュールを空けておいて下さいますよう、お願いいた
します。



会員増強常任委員会
常任委員長　佐　藤　章　夫

１．「増」については会員数100人の大台にできるだけ早い時期に回復するよう努めます。
２．「強」については例会欠席常習会員に出席がた督励に努めます。
３．現代の職業分類が複雑多岐に渡る事情を会員構成に適確に反映するよう努めます。

職業分類・会員選考委員会
委 員 長　鈴　木　隆　一　　委　　員　小　林　惠　一
副委員長　半　田　　　稔　　　　　　　　　　　　　　

　ロータリーの「戦略計画」には ｢ビジョン声明（VISION	STATEMENT）｣ と「中核的価値
観（CORE	VALUES）」が謳われています。
　・｢ビジョン声明｣	
私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化
を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。

　・「中核的価値観」
１．親睦と国際理解（Fellowship	and	Global	Understanding）	生涯にわたる友情をはぐくみ
ます。

２．倫理と高潔性（Ethics	and	Integrity）	約束を守りぬきます。
３．多様性（Diversity）	さまざまな考え方をつなぎます。
４．職業の知識とスキル、奉仕、リーダーシップ（Vocational	Expertise,	Service,	and	
Readership）	リーダーシップと職業のスキルを生かし、地域社会の問題に取り組みます。

　また、2019－20年度のマーク・ダニエル・マローニーRI会長は、「強調事項」に「ロータリー
を成長させること」を挙げ、「職業分類制度の再発見」を提唱しています。
　これらの理念と方針を尊重すると共に、山形西ＲＣにおける今後の活動のグローバル化、デジ
タル化、専門化、他団体との連携強化等に備えて、これまで以上に「持続可能性」「多様性」「つ
ながり」を重視した職業分類・会員選考、並びに会員増強を行なってまいります。具体的には、
①現会員の職業分類の見直し、②未充填職業分類表の作成、③会員増強、の三つを推進します。



会員増強委員会
委 員 長　長　澤　裕　二　　委　　員　遠　藤　栄次郎
副委員長　武　田　周　治　　委　　員　佐　藤　茂　雄

委　　員　横　山　隆　太
委　　員　岡　崎　重　知

　会員数100名の維持が目標です。
　当面３名以上の新規会員を目標にします。ロータリーの委員会は単年度が基本ですが、会員獲
得には長期的な視点が不可欠です。あの人が入会したら、ロータリー活動が楽しくなる、もっと
豊かになるという会員を、西ロータリーの会員全員から推薦いただき、数年かけて入会を呼び
かけ説得していくという、時間をかけた活動が必要です。知恵の源は約100名の西クラブ会員で
す。全会員の方に１名ずつ推薦いただくことを、この１年の活動にしたいと思います。

ロータリー情報委員会
委 員 長　遠　藤　靖　彦　　委　　員　菅　原　茂　秋
副委員長　五十嵐　　　信　　　　　　　　　　　　　　

　新入会員及び全会員に適切なロータリー情報を提供し、西ロータリーの会員として、活躍して
いただける地盤をつくります。
　上記をふまえ次の事業を行います。
１．ファイヤーサイドミーティングの開催
２．県外より転入された会員と親睦を深め情報交換を行うための西山会の開催
３．会員相互の親睦を深め、より西ロータリーを好きになっていただけるための場の提供



クラブ広報常任委員会
常任委員長　吉　田　福　平

　鈴木浩司会長のクラブテーマは「ロータリーを発信しよう」一人ひとりの感性で、と掲げまし
た。
　その方針を踏まえ当委員会は、クラブ内においてクラブ活動の正確な記録を残すとともに、ク
ラブ活動を対外的に色々な方々に発信し、広く知ってもらうことを目的とします。
　会報委員会は、読みやすい誌面をめざし、例会及び諸行事の正確な記録を残します。
　広報雑誌委員会は、「ロータリーの友」から例会時に記事を紹介していきます。また、クラブ
活動を知ってもらうための広報活動にも力を入れてまいります。
　史料管理委員会は、会報を含めたクラブ活動の記録を将来に向けてしっかり保管してまいりま
す。

会報委員会
委 員 長　東海林　　　仁　　委　　員　新　藤　幸　紀
副委員長　大　城　誠　司　　委　　員　伊　藤　　　歩

委　　員　市　川　秀　徳
委　　員　三　澤　裕　一

　2019－2020年度の会報委員会は、クラブテーマ「ロ―タリーを発信しよう」一人一人の感性で　
に基づき、後世への記録として残すために会長挨拶やゲスト卓話等を正確に掲載するとともに、
会員同士がつながりを感じていただけますようクラブ活動の様子や情報を発信してまいります。
　新しい会場での今までと違った食事を掲載します。他クラブの会報を参考にし、皆様が更に興
味深く読んでいただける会報作りに努めてまいります。



広報雑誌委員会
委 員 長　鈴　木　謙　司　　委　　員　中　山　眞　一
副委員長　小　林　廣　之　　　　　　　　　　　　　　

　会長方針の基「ロータリーの友」「ガバナー月信」両誌の見所を紹介させていただきます。良
い記事や当会員の記事については一部朗読させていただきます。
　「ロータリーの友」「ガバナー月信」へのクラブ情報（価値ある行事・事業）を随時投稿しま
す。
　当クラブの行事・事業についてはマスコミ（新聞社・テレビ局・タウン誌等）への取材を依頼
します。

史料管理委員会
委 員 長　髙　橋　勝　治　　委　　員　米　本　　　満
副委員長　飯　田　喬　之　　　　　　　　　　　　　　

　前委員長の武田周治さんが昨年１年で60周年事業のまとめとその他の史料を管理していたと聞
いて居りますので色々ご指導頂きながら今後の史料をしっかり管理していきたいと思います。
　前委員長と引継ぎをした際、当会のバナーが数枚残って居りました。ずいぶん前に新入会員に
対しバナーを渡したと聞いて、今後新入会員にはバナーと60周年記念誌を渡すようにしたいので
どうかよろしくお願い致します。



職業奉仕常任委員会
常任委員長　原　田　久　雄

当委員会は、職業奉仕委員会と職業交流委員会の二つの委員会から構成されています。
“職業奉仕”とは、よくロータリーの「金看板」であるといわれ、ロータリーの三要素である

「親睦・学び・奉仕」の中で最も重要とされ、五大奉仕部門の第二部門に位置付けされていま
す。職業奉仕を理解するのは難しいとよく耳にしますが、ロータリアンとして、職業を通じて社
会に奉仕し、貢献していることが一番大切であるといわれます。
会員の皆様がロータリーの原点である職業奉仕を正しく理解され、実践し、活動の充実に結び

つくための方策を企画し実施いたします。また、会員が携わる様々な事業及び専門職務に対する
知識と理解を深めるため、会員間の交流を積極的に進めていきます。
その結果として“楽しく誇りを持てる”山形西ＲＣに繋がればと思います。
＜職業奉仕委員会＞
見聞を広げる体験として、職場訪問を第一に考え実施します。

＜職業交流委員会＞
発足から７年目を迎えますが、球風会、西風会、写楽クラブに加え、前年度よりスタート
した茶道同好会の企画、運営等の実施とサポートをしていきます。

職業奉仕委員会
委 員 長　三　沢　大　介　　委　　員　小　松　久兵衛
副委員長　鏡　　　武　利　　委　　員　岡　田　宏　道

委　　員　酒　井　啓　孝

　「職業奉仕はロータリーの金看板」、「ロータリーのロータリーたる所以は職業奉仕にある」、
「職業奉仕こそロータリー」と云われています。と同時に、職業奉仕はむずかしく、よく分から
ないとも云われます。また、職業奉仕は人によって考え方や、とらえ方が若干違ってくる部分で
もあります。
　ロータリーにとって中心概念ともいえる職業奉仕とはどういうものかという事を会員の皆様と
学びながら、職業奉仕を理解するうえで少しでも有益な企画を立案し実施します。
１．職場訪問例会を実施し、職業奉仕の実践を学びます。
２．「四つのテスト」を月に１回程度ソングリーダーにお願いします。
（四つのテストは全ロータリアンの職業奉仕の指針にしたいと声があがり、その版権がロー
タリーに寄贈された箴言）



職業交流委員会
委 員 長　佐　藤　　　啓　　委　　員　大　沼　俊　彦
副委員長　髙　橋　順　弘　　委　　員　浦　口　太　門

　職業交流委員会は、会員が携わる様々な職業とその知識の理解を深めるため、会員同士の交流
を図る企画をいたします。
１．令和元年９月23日（月）祝日　球風会ゴルフコンペ．山形ゴルフ倶楽部
２．令和元年10月６日（日）７ＲＣ対抗コンペ．蔵王Ｃ．Ｃ．
３．令和２年４月19日（日）球風会ゴルフコンペ．蔵王Ｃ．Ｃ．
４．令和２年２月or３月頃　西風会を予定しております。
５．写楽クラブ並びに茶道同友会の企画や運営等の実施とサポートをいたします。

　多くの会員の参加をお待ちしております。



奉仕プロジェクト常任委員会
常任委員長　西　谷　真　一

　当委員会は、社会奉仕委員会・ニコニコボックス委員会・青少年委員会の３つの委員会から構
成されています。
　鈴木会長から、各委員会への要望が寄せられておりますので、各委員会の自主性をも重んじな
がら実践してまいりたいと思います。
　（1）社会奉仕委員会
　会員ならびに地域社会への奉仕の精神を、具体的な行動を持って実践したいと考えており
ます。そのほか、補助金活用の社会奉仕事業の提言を考えて参りたいと思っております。

　（2）ニコニコボックス委員会
　寄付金は、奉仕活動の貴重な財源となるものですが、気持ちよくニコニコしていただける
ように努めてまいりたいと思います。

　（3）青少年委員会
　日本の未来、ロータリーの次世代を担う若者を育成する役割を認識し、各事業を実践して
参りたいと思っております。
　山形市中高生英語弁論大会、米山奨学生との交流、2020年５月天童開催の「日本青少年交
換研究会山形会議」への協力を計画してまいります。



社会奉仕委員会
委 員 長　武　田　博　 　　委　　員　長谷川　浩　二
副委員長　武　田　元　裕　　委　　員　平　吹　和　之

・光明の庭の清掃　例会の開催
・雇用主として社員、職員が罹患した場合の対処、対応の仕方、心得るべきこと。
　→例会対応
・講師
がんサバイバー（急性骨髄性白血病APL）
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ニコニコボックス委員会
委 員 長　早　川　　　徹　　委　　員　尾　形　　　亨
副委員長　佐　藤　　　淳　　委　　員　浦　山　　　潔

委　　員　佐　藤　吉　博

ニコニコボックスは、会員の皆様からの自主的な心温まる善意のご寄付であります。ご自身
の、またご家族・事業場等のお慶び事、お祝い事、御礼や近況報告等ニコニコしながら披露し会
員皆で喜びを分かち合い会員相互の親睦を深めていきたいと思います。感情の高まり、思いの強
さも時期が過ぎればとかく薄れがちです。そんな時、是非メールでもFAXでも内容、ご寄付、
お名前を明記して頂き山形西ロータリークラブまでご連絡頂ければ例会の際にお声がけさせて頂
き、皆様にご紹介させて頂きたいと思います。例会場では例年同様に受け付けさせて頂きます。
ご寄付は我がクラブの奉仕活動の貴重な財源になりますので皆様宜しくお願い申し上げます。

山形西ロータリークラブ事務局　FAX．023-624-5200　E-mail．yamagata-w09@rid2800.jp



青少年委員会
委 員 長　松　原　　　洋　　委　　員　伊　藤　義　彦
副委員長　澤　渡　　　章　　委　　員　清　野　伸　昭

委　　員　庄　司　時　雄

　日本の未来、ロータリーの次世代を担う若者への育成・支援をして参ります。
１．山形市中高生英語弁論大会への支援継続
２．米山奨学生を例会やクリスマス等に招待し、交流機会を創出する
３．2019－20年度　2800地区において「日本青少年交換研究会山形会議」が天童にて開催されま
すので、協力を行います。

　以上のことを青少年活動の三本の矢として参ります。



ロータリー財団・米山奨学会常任委員会
常任委員長　後　藤　章　洋

ロータリー財団寄付については地区から示されている一人当たり150ドル、米山奨学会寄付につ
いては１万５千円以上の目標額達成に努めて参ります。
ロータリー財団への寄付金は、国際ロータリーの活動や地区補助金などの貴重な財源となって

います。今年度は、より具体的な内容や金額、そしてどのような結果が得られたか等をご説明さ
せて頂ければと思います。
われわれの仲間である芦野会員が米山奨学・学友委員会に出向されてから３年目に入ります。

積極的に情報を共有しあいながら、互いに充実した活動が出来ればと考えています。
何れにせよ、両委員会とも寄付のお願いということになってしまいます。皆様におかれまして

は、本委員会活動の趣旨をご理解頂き、積極的なご配慮を賜ればと存じます。

ロータリー財団委員会
委 員 長　市　村　清　勝　　委　　員　堀　田　　　稔
副委員長　木　村　　　孝　　委　　員　佐　藤　信　勝

委　　員　永　瀬　　　孝

　ロータリアンに課せられた３つの仕事を理解し実行します。
１．ロータリー財団の意義、歴史、メカニズムを知る。
２．１人150ドルの寄付の推進を行う。
３．補助金の有効活用を検討する。
　以上の事へのより深い理解と協力を求めるため、卓話を実施し、目標達成に向けて努力してま
いります。



米山奨学会委員会
委 員 長　橋　本　徳　光　　委　　員　細　谷　伸　夫
副委員長　高　橋　昌　之　　委　　員　結　城　和　生

委　　員　石　井　雅　浩

　公益財団法人ロータリー米山奨学会は、皆様ご存知のとおり、米山梅吉翁の遺徳を偲び、世界
平和に資するため国境を越えた人的支援を通して、日本を理解してもらい、将来において母国と
日本の架け橋となって、国際社会で活躍する優秀な人材を輩出するために設立された奨学制度で
す。
　会員の皆様には、その意義と社会貢献についての趣旨をご理解いただき、ご協力の程お願い申
し上げます。

※年間１人15,000円を目標として寄付をお願い致します。
※米山奨学会の趣旨をご理解いただくため米山月間におきまして米山学友会のゲストをお招きし
て例会卓話を予定しております。




