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「美しい心、ロータリアンの矜持
～修養、友情、情熱、奉仕、平和、感動～」

クラブテーマ 「あなたのロータリーをみつけよう」
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会長挨拶

◆ロータリーソング：奉仕の理想
◆会場：大沼デパート

平成29年
半田

７月24日（月）
稔 会長

７月22日(土)に大江町内で「青少
年交換・学友小委員会オリエンテー
ション」があり、出席してきました。
交換留学生の受け入れの大変さを改
めて感じました。当クラブ受け入れ
の留学生は８月20日(日)に山形に到
着予定です。この点については後日
改めて話をさせていただきます。
今日お話ししたいのは、国会で、私たちの日常生活や
仕事に関わる重要な法案も可決されたということです。
民法改正です。
民法は、憲法に次いで２番目に挙げられ、財産関係や
家族関係を規律する基本法とされています。しかし明治
29年に制定されてから、家族法関係は、戦後すぐに新
憲法に合致するよう大改正が行われましたが、それ以外
は、部分部分の改正しかありませんでした。
今回は債権に関わる部分が大きく改正され、民法制定
以来の大改正と言われています。安保法制問題などもあ
り、ようやく３年目に成立しました。平成31年の10月か
平成32年の４月から施行される見込みです。
身近なところでは、消滅時効制度が大きく変わりま
す。現在は、権利を行使できる時から10年間権利を行
使しないと、債権は時効消滅します。たとえばお金を貸
して返済期限が2017年６月30日の場合、2027年６月30
日までの10年間に何らかのアクションをとらないと、貸金
債権は時効消滅し、2027年７月１日以降は返済を請求
できなくなってしまいます。改正法では、この10年が５
年になると理解してください。
現在は様々な債権について短期消滅時効が定められて
います。たとえば、飲み屋のつけは１年間放っておくと払
わなくてよい、ということを聞いたことはありませんか？
これは民法に、飲食店の飲食料は１年間行使しないとき
は消滅する、と定められているからなんです。同じよう
に、医師の診療報酬や工事代金は３年、弁護士報酬や
商品販売代金は２年、運送賃や旅館の宿泊費は１年と定
められています。しかし元々、このような差を設ける合理
的理由はないと言われていました。
改正法ではこれらがすべて廃止されます。すなわち、
すべて時効期間は５年になる、ということです。
「あの飲
み屋に行くのは１年ぶり以上だから心配ない…」とは言え
なくなるので、注意してください。

Yamagata West Rotary

幹事報告

五十嵐

信 幹事

●名簿のチェックをします。今年の名簿ずっと回しますの
で、ご自分のところで誤字脱字、変更事項がございました
ら記載をしてください。
●ビアパーティーの決算があがってきました。多少足が出て
いますので皆さん、ニコニコをぜひよろしくお願いしたいな
と思います。
●ドキュメンタリー映画祭のご案内が今年もきております。
10月５日から約１週間です。全国的にも非常に評価の高い
映画祭ですので、
「私、ここ行きたいな」というのがありまし
たら幹事まで連絡してください。
●「昨年の退会者どなたなの」とよく聞かれますので、きち
んとここで申し上げたいと思います。加藤賢一さん、平田哲
哉さん、柏倉一敏さん、植田裕さん、東海林眞司さん、以
上５名が退会なさいました。

山形東ロータリークラブ 30周年のご案内
山形東
ロータリークラブ
太田

貴志 さん

山形東ロータリークラブの30周年のご案内をさせていただ
きます。30周年記念式典は９月９日土曜日に午後から、登録
開始が１時半から、そのあと記念講演をもちまして、記念式
典、祝賀会、懇親会という予定になっております。
30周年記念講演も、若手の女性を今回はお願いをしてい
まして、25歳で起業されて、東南アジアでいろんな支援を
行っている女性ですので、とても興味のある話が聞けると思
いますので、ぜひ参加をしていただければと思っております。
山形西クラブさんにはだいたい15名ぐらいのご参加をお
願いいたします。山形東ロータリークラブは会員が34名とい
う非常に小さいクラブでありますので、われわれの身の丈に
あった祝賀会ということで考えておりますが、お出でいただい
た方には精一杯のおもてなしをさせていただきたいと思いま
すので、参加してよかったと思っていただけるような会をした
いと思います。よろしくお願いいたします。

■例 会：毎週月曜日 12：30 ～ 13：30 ■会 場：大沼デパート 7F ローズルーム TEL：622-7111
■事務局：山形市十日町 1-1-26 歌懸稲荷神社 社務所ビル 2F TEL：632-7777 FAX：624-5200

委員会報告
社会奉仕委員会
武田

岳彦 委員長

７月15日、国境なき奉仕団の支援活動と合同で、石巻に
芋煮の炊き出し支援に行って参りました。当クラブからの
参加者は国境なき奉仕団の遠藤正明会員、当委員会のメ
ンバーとして宇佐美会員、石井会員、武田の３人でござい
ます。
当日は石巻の仮設住宅居住者を対象とした食のイベント
の一環として芋煮の炊き出しをしました。大変暑い日でし
たが、60人用の鍋４つを、完食するほど大変盛況に終わり
ました。
感想といたしましては、この活動に被災当時から関わっ
ている他の団体の皆さん方にも応援にかけつけてもらい、
和やかな笑顔がたくさん見られ、継続支援によって生まれ
た心の絆が支えになっているのだと強く感じました。
当クラブでは支援芋煮会を９月30日に予定しております
ので、多くの会員の皆さまにご参加をいただき、それぞれ
の奉仕の精神を持っておもてなしをしていただけたらありが
たいと思います。

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。
ブラジルへ交換留学された小林さんは、７月14日遅くに
山形を発ち、７月20日クリチバに無事着いたというメール
をいただいております。詳細が入りましたら、随時ご連絡し
たいと思います。
そして、１年間ホストファミリーになるご家庭について
も、個別に相談いただいた案件は進めておりますが、わが
家でもと受け入れたいという方がいらっしゃれば、ご一報い
ただけると助かります。

出席委員会
長澤純一郎 委員

８月７日はガバナーをお迎えするガバナー公式訪問例会
です。これを出席率100％にしたいということで、当日、８
月７日、欠席される方は前もって、前メイクをしていただき
たいと思います。前メイクの期間は７月25日から８月４日で
ございます。どうぞよろしくお願いいたします。

60周年記念
実行委員会
戸田正宏 六十年史編集委員

職業交流委員会
髙橋

勝治 委員長

60周年記念の記念誌を、物故者会員にも送ったところ、

２通のお礼状が届いておりますので、ここで披露させていた
だきます。

球風会のご案内を申し上げます。９月３日日曜日、山形
ゴルフで20人以上の参加予定で開催します。皆さんの手
帳にご記入をお願い致します。
また、10月15日には７ロータリーの交流コンペもありま
すが、その練習ラウンドとして、ひとつ奮ってご参加をお願
いしたいと思います。

まず、結城誠さんの奥様から届いたものです。

「拝啓、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。亡き主

人結城誠が山形西ロータリークラブに在籍しておりました節に

は、大変お世話になりました。さてこのたびは創立60周年記
念誌をご恵贈いただき、誠にありがとうございます、厚く御礼

申し上げます。西ロータリークラブの皆さまと高知県に行ったこ
となど、懐かしく思い出されました。主人は皆さまともっともっ

と活動を共にしたかっただろうと思います。貴ロータリークラブ
のご発展と会員皆さま方のご健勝、益々のご活躍をご祈念申し
上げます。まずは略儀ながら書中にてお礼申し上げます。
」

青少年委員会
佐藤

英一 委員長

昨日の日曜日、青少年小委員会ということで地区のほ
うへ行って来ました。地区では４名の交換留学が行われ
ます。アメリカからジャスティン君が鶴岡ロータリークラブ
へ、ハンガリーからナタリアさんが酒田中央ロータリークラ
ブへ、台湾からユエンさんが寒河江ロータリークラブへ。
当クラブには８月20日にブラジルからネルソン君が留学生
として来形いたします。当クラブでは、30年ぶりに交換留
学生を迎えます。ほぼ初めてに近い状況になっております
ので、ぜひご支援いただいて、なんとか無事に大役を務め

もうひとつは、野村照樹さんの奥様から届きました。

「初夏の候、会員の皆さまにおかれましては益々ご清栄の

こととお喜び申し上げます。60年誌をありがたく拝受申し上

げます。人間の死は２度あると言われております。１度目は
命が崩壊したとき。そして２度目は故人を知る人がいなくな

り、話にも出なくなった時でございます。60年誌に物故会員
として主人の写真を掲載していただきましたこと、心より感謝
申し上げます。末永く主人を思い出してくださいますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。時節柄くれぐれもご自愛のほど念
じ上げますとともに、会員皆さま方のご多幸を心よりお祈り申
し上げます。
」

両名のご冥福を、この場をお借りしてお祈りさせていただ

きます。

常任委員長方針説明

クラブ広報
常任委員会

クラブ管理
運営常任委員会
三澤

裕一 常任委員長

常任委員会では、出席委員会、児玉委員長。親睦・家
族委員会、遠藤正明委員長。プログラム委員会、冨田浩
志委員長、そして友好クラブ委員会、戸田正宏委員長と４
委員会があります。クラブ管理運営とは、皆さんがロータ
リーに来て友情を育み、楽しいひと時を過ごせるように４
委員会が中心になってがんばっていく委員会だと思っており
ます。
半田会長年度は「あなたのロータリーをみつけよう」とい
うスローガンで、各個人がそういう気持ちで「例会に行っ
てみようかな」
「今度はあいつと会って話してみようかな」
という雰囲気づくりを４委員会でがんばっていきたいと思っ
ております。
出席委員会では、出席数の良くない会員と懇談したり、
理解を深めながら出席率の向上を目指します。また、友好
クラブ委員会では、2018－19年度には、高知南の周年事
業の準備や打ち合わせ等のお手伝い、中山、山辺の姉妹
クラブとの交流など、何らかの形で合同例会とか懇親会を
持ちたいと考えております。

新藤

幸紀 常任委員長

クラブ広報常任委員会には２つの委員会があります。１つ
は佐藤章夫さんが委員長を務める会報委員会、もう１つは木
村孝さんが委員長を務める広報雑誌史料管理委員会です。
会報委員会は2777回例会、７月３日号ですけれども、
今年度初回の例会から仕事が始まっております。会長方針
の「例会の内容は詳しく、また、わかりやすい誌面づくり
を」という指示を受けておりますので、委員長をはじめとす
る会員皆さまにもご協力をいただきながら、会報づくりに
努めていただきたいと思います。
また、広報雑誌史料管理委員会は、
『ガバナー月信』や
『ロータリーの友』、また当クラブにはマスコミ関係の方も
所属しておられますので、いろんな手段を使いながら山形
西ロータリークラブのことを幅広い方に理解していただく活
動をお願いしたいと思っております。
２つの委員会は決して派手な委員会ではありませんが、
大変重要な任務を担う委員会ですので、昨年同様、皆さま
のご協力をお願いしたいと思います。歴史をそのまま積み
重ねていくという立場の委員会ですので、皆さまのご理解
をいただきながら、１年間、頑張っていきたいと思います。

いろいろな楽しい運営を企画させていただきますので、
１年間よろしくお願いしたいと思います。

職業奉仕常任委員会
武田

会員増強常任委員会
小林

惠一 常任委員長

当委員会は、これまで会員増強・退会防止常任委員会
として活動してきましたが、今年度は「退会防止」部分を削
除いたしまして、会員増強常任委員会と、かつての委員会
に戻すことになりました。会員選考の任務は、職業分類委
員会で担当いたします。
先の規定審議会等で、ロータリーへの入会に当たり、
職業に対する要件というものがなくなり、未充填職業分野
から幅広く入会されることが望ましいということで、今年
は、職業分類表の作成に取り組むことになっております。
そして、現況会員数100名超えを維持すること、入会さ
れた新入会員の教育に資する活動及び質的な内容の充実
と向上に重きを置いて活動していく方針です。
入会後、新入会員の方が、スムーズにロータリークラブ
に溶け込んでいただくように配慮して、居心地のいいクラブ
にしていきたいと思っております。
詳細については、来週、各委員長のほうから発表がある
と思います。今年１年、よろしくお願いしたいと思います。

周治 常任委員長

委員会としては、高橋勝治さんが委員長の職業交流委員
会と、三沢大介さんが委員長の職業奉仕委員会の２つであ
ります。
計画書のＲＩ定款第４条ロータリーの目的第２項に「職
業の基盤にサービスの理念をおくこと、そして道徳的水準
を高め、社会に奉仕する」と明記されています。そんな中
で「サービスの理念」とは、拝金主義に対して道徳的な義
務を優先させ、物質主義に対して精神主義をより提唱する
こと。つまり「相手のことを真剣に考え、誠実を尽くす」
と書いてあります。それは２つのロータリーの座右の銘とし
て、Service

Above

Selfの哲学として、He

Profits、

もう１つサービスです。職業活動においては、他人のことを
第１、自己を第２として考え、誠実に他人に尽くすことが職
業奉仕の実践であると書いてあります。
創始者ポール・ハリスは職業奉仕とは「ロータリアン各自
がその事業、専門職において、最高の道徳規範を保持す
ることである」と定義づけています。
最後に豊田義一パストガバナーは、突きつめて簡単に言
えば「いい仕事をする」
「自分の職業をよくしていく」こと
が職業奉仕と書いております。まさしく、簡単で感銘深い
言葉なので、ご紹介させていただきました。１年間、どう
ぞよろしくお願いします。

奉仕プロジェクト
常任委員会
海和

浩運 常任委員長

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おります。
社会奉仕委員会では、継続事業となる被災地の皆さま
をお招きし、復興支援芋煮会を開催いたします。多くの会
員の皆さまのご参加をお待ち申し上げます。
ニコニコボックス委員会は、社会奉仕活動の唯一の財源
でございます。会員皆さまの善意のご奉仕を賜りますよう
にお願い申し上げます。
青少年委員会では、中高生のための英語スピーチコンテ
ストへの支援、また今年度は青少年交換留学生を当クラブ
が1年間預かることになっております。例会やクラブ行事な
どにもご参加いただき、会員の皆さまとも親睦が深められ
ればと思っております。
今年１年、各委員会と会員の皆さまのご協力をいただ
き、奉仕プロジェクト活動を推進してまいりますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。

ロータリー財団
米山奨学会常任委員会
東海林健登 常任委員長
ロータリー財団委員会と米山奨学会委員会、この２委員
会でございます。ロータリー財団委員会につきましては、

ニコニコBOX
半田稔会長／７月10日のビアパーティーは親睦・家族委
員会の皆さまのご努力により、盛会裡に開催されました。
じゃんけん大会で優勝させていただきましたので、獲得賞
金プラスアルファをニコニコさせていただきます。
遠藤靖彦さん／ビアパーティーのリサイタルに感謝して。谷
村新司ショーで、多くのご奉仕をいただきましたので全額
ニコニコします。
須藤吉実さん（ガバナー補佐）／クラブ協議会に参加させ
ていただき、ビアパーティーは欠席でしたが、ご芳志をい
ただきましたのでニコニコにいたします。
太田貴志さん（山形東ロータリークラブ）／山形東ロータ
リークラブ30周年記念よろしくお願い致します。
冨田浩志さん／京都祇園祭・先祭で今年も無事、巡行を
行いました。今年は10番くじでした。日本最古の祭りの原
点です。日本の文化に感服するとともに、先人の伝統継承
に感謝です。
髙橋勝治さん／先月末日に本社の移転が完了いたしまし
た。場所は中央インター産業団地で、今年から目の前で
花火大会を見る事ができそうです。これもひとえにロータ
リークラブの皆様、そして色々な取引関係の方々のおかげ
と、心より感謝申し上げます。
親睦・家族委員会／７月10日開催のビアパーティーは会員
皆様のおかげで大盛況のうちに終了する事ができました。
突然の「谷町しんじ」も登場し、より盛り上がったように思
います。次は、クリスマス家族例会ですので、ご協力の程
よろしくお願い致します。
ロータリー財団・米山 奨 学 会グループ、東 海 林健登さ
ん、長澤裕二さん、芦野茂さん／今年もロータリー財団お
よび米山奨学会に対する寄付よろしくお願いします。

長澤裕二さんが委員長、委員は小松久兵衛さん、長谷川
浩二さん、細谷伸夫さん。
米山奨学会委員会は芦野茂さんが委員長で、委員は遠
藤栄次郎さん、酒井啓孝さん、豊田義一さん。今年の目
標は、例年と同じように財団としては１会員年間150ドル、
そして奨学会は、１会員年間15,000円のご寄附のほど、
よろしくお願いしたいと思います。
財団に関しましては、最低100ドル、米山奨学会に関し
ましては、年間1万円をお願いしたいと存じます。
１年間、この２つの委員会、楽しくやっていきたいと思い
ますので、皆さまのご協力、よろしくお願いしたいと思いま
す。

＜本日出席・修正出席＞
本日出席（7/24）

メークアップ
された会員

会員総数

出席会員数

100名

55名

なし

修正出席（6/26）

会員総数

出席義務会員数

出席会員数

出席率

101名

88名

83名

94.32％

