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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」

◆点鐘：半田

稔 会長

◆司会：佐藤啓 副 S.A.A.
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会長挨拶

◆ロータリーソング：国歌・蔵王を仰ぐ
◆会場：大沼デパート

平成30年
半田

5月7日（月）
稔 会長

球風会ゴルフコンペ

皆さんゴールデンウィークはどのよ
うに過ごされましたか？当クラブの行
事としては、４月２９日に快晴の下、
球風会春のゴルフコンペが開催され
ました。職業交流委員会の皆様、ご
準備、運営ありがとうございました。
さて、かつての人気番組「笑ってい
いとも」の中に、タモリと明石家さん
まのトークコーナーがありました。３０年くらい前の放送で、
さんまさんが、ゴルフ場に行ってボールを打ったところ、突然
キャディーが「ファー」と叫んだ、と話を始めました。ゴルフ
をする人にとっては当然の話で、ボールがとんでもない方向に
飛んで行き、その方向に人がいれば注意して、と警告したの
です。
さんまさんは、ここから話を膨らませようとしたのでしょう
が、タモリさんは当時ゴルフを始める前で、キャディーがそん
な風に叫ぶなんてありえないと言って、さんまさんの話を全く
信用しません。観客席も１０代、２０代の若者ばかりで、同
じ雰囲気。話は、さんまさんは話を面白くするため、いつも
話を作る、という方向に移ってしまいました。
実は、当時テレビを見ていた私も、さんまさんの作り話だ
と信じていました。まもなくゴルフを始め、本当に「ファー」
と叫ぶんだと分かり、愕然とした記憶があります。それで、
３０年近く前のことと分かるのです。

「ファー」の語源
では、なぜ「ファー」と言うのでしょうか？正しくは、英語
の「fore」になります。
「前方の」とか「前方に」という意味
です。テニスのスイングで、フォアハンド、バックハンドと言う
ときのフォアです。
そして「fore」と言う由来ですが、軍隊が敵陣に攻め込む
ときは、歩兵隊が前方に布陣し、後方の砲兵隊が敵陣に向
かって援護射撃を行います。その砲撃に前方の歩兵隊が巻
き込まれないよう、砲撃を開始するときに、
「前方注意」と
いう意味で「Beware Before!」と叫ぶことになっていまし
た。それが略されて「fore!」とだけ言うようになりました。
そして、ゴルフでボールが変な方向に飛んで行ったとき
も、
「前方の人注意して！」という意味で、
「ファー(fore)」と
言うようになった、ということです。ゴルフ場では聞きたくな
い叫びです。

Yamagata West Rotary
幹事報告

五十嵐

信 幹事

●今日から新入会員の伊庭公也さんがＳ．Ａ．Ａ．をやって
います。あとで半田会長がキットをお渡しします。
●今月のロータリーレートは108円になりました。
●本日理事会がありますので、理事、役員の方はこのままお
残りください。
●ネルソン君に前回、お小遣いを渡すのを忘れまして、佐藤
委員長からお小遣いをお借りしているところでございます。
●ネルソンです。先週4月28日に長沢さんからカスガさんにホ
ストファミリーが変わりました。長沢さん、ありがとうござい
ました。

新入会員

伊庭

公也

このたび野村證券山形の支店長を務めます伊庭と申しま
す。よろしくお願いいたします。出生地は兵庫県、実家は京都
です。京都へお越しの際は、ご連絡をいただければお土産ぐら
いは何かお持ちできるのかなと思っております。
早速に球風会にも参加させていただき、本当にあたたかく迎
えていただきましてありがとうございます。引き続きがんばって
まいりますので、よろしくお願いいたします。

次年度幹事報告

菅原

茂秋 副幹事

クラブ協議会が18時半よりグランドホテルで開催されますの
で、お時間のほうお間違えのないように何卒よろしくお願い申し
上げます。

委員会報告
親睦・家族委員会

戸田

佳瑞 委員

会員が12名、奥様が８名、お誕生日を迎えられました。おめ
でとうございます。

ロータリー財団委員会

長澤

裕二 委員長

先週、申し上げましたが、観桜会の終わりの時に、10,500円
お預かりしました。
「預けました」という方、今見つかりました。
すみません。ありがとうございました。
私の場合は預かって忘れたのですが、皆さん納めることを忘
れてる方がいらっしゃるようですので、今、回覧しています。気
づいたらぜひ納めてください。今月から10,800円になりましたけ
れど、100ドルぜひよろしくお願いします。

■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

ゲスト卓話
山形市発展計画の成果について
山形市発展計画の成果について
山形市長

佐藤

孝弘 氏

一年間の市政状況
1年ほど前からの市政の状況を簡単に申し上げます。昨年4月に
は、山形市の消防署の二署制がスタートしました。市内いたる所に
ベニちゃんのステッカーを貼り「24時間救急医療サービス」という、
気軽にいつでも電話ができて、専門家が出てアドバイスをいただけ
る。そんな広報を徹底していることなど、さまざま進めているところ
であります。昨年の6月には「市街化調整区域の開発許可規制の緩
和」を行い、調整区域がかなり細かく線引きになっており、非常に新
しい開発がしにくかった。家を建てづらいということがあったので、
市街化調整区域であっても、集落の中であれば、柔軟に誰でも家を
建て住めるように改正を行ったところです。
昨年7月3日には、ベニちゃんバス、東くるりん、西くるりん、が
スタートしました。これまでは中心市街地100円循環バスと西部循
環バス、東部を加えて、100円循環バスを統合した形にして、より
本数を増やし運用しています。東くるりんの部分については初めての
運行ですが、おかげさまで乗車人数が西くるりんを上回っておりま
す。また、9月15日には市の野球場「きらやかスタジアム」がオープ
ンいたしました。きらやか銀行さんに、ネーミングライツを買ってい
ただいて、お名前を付けているということであります。今年の7月10
日、楽天対オリックスバッファローズの試合が行われます。山形市内
でプロ野球1軍の試合が見られるのは、43年ぶりということです。そ
して昨年10月には立谷川のエネルギー回収施設、清掃工場が本格
稼働いたしました。また、上山市の川口にもう1つのエネルギー回収
施設が、今年12月には本格稼働する予定でございます。
ユネスコ創造都市ネットワーク加盟
10月末には山形市がユネスコの創造都市ネットワークに加盟認定
を受けることができました。これは日本国内では8都市目、
「映画」
という分野では日本では唯一の認定となっております。ずっと続けて
きました国際ドキュメンタリー映画祭、山形交響楽団のさまざまな活
動、また、東北芸工大がさまざまな形で街づくりに関わっていただい
たことを含めて、市民の皆さまの活発な活動の賜物だと思っておりま
す。11、12月には台湾の台南市と山形市が友好協定を結ばせていた
だきました。山形市と台南市は非常に長い交流の歴史があり、山形に
来るインバウンド、外国人観光客も約半分は台湾の方で、非常に強い
繋がりがございます。
「山形セルリー」、ふるさと納税、予算増
今年に入ってからは、蔵王山問題がございましたが、読み方も併
記をするという形で決着をつけることができました。また、これも先
般になりますが「山形セルリー」がＧＩ地理的表示の認定を受けまし
た。東北地方では山形市が唯一、セルリーの産地になっています。
西バイパスの西側に「セルリー団地」を作り、新規就農者を指導、
後継者の確保、セルリーの増産を目指して、新しい農業のあり方と
して取り組んでいるところでございます。そして、新年度予算、山形
市の一般会計予算は今年度942億2,200万円、前年度比1億5,200
万円となっております。当初予算としては過去最大になります。やは
り高齢化に伴って、自動的に増えていくという要素もあり、新しい投
資をしていかなければ、県と山形市の発展はないということだと思
います。ふるさと納税は、28年度が12億4,000万円、29年度は17
億6,000万円と、総務省の規制で結構減ってしまった自治体が多い
中で山形市の素晴らしい農産品、伝統工芸品を徹底してピーアール

して、今申し上げた金額を確保したというところです。そして、今年
度の大きな動きでは、去年11月に東北中央道、福島・米沢間のトン
ネルが開通して、大変な賑わいを米沢あたりは見せました。山形市
に来る方もかなり増え、非常にいい効果が出ていると思いますし、
今年度は福島から山形まで完全につながります。山形市としてもま
ずは表蔵王のほうから蔵王の入り口として象徴的な道の駅をこれか
ら整備していきたいと思っております。また、高速道路開通に伴っ
て、パーキングエリアが西公園のすぐ横に整備されることが決まって
おります。できればそこにスマートインターを作っていきたいと、国
の方にも要望をしている状況でございます。
また「山形中山道路」112号線のバイパスルート、これが今、動き
始めております。観光客、あるいはビジネスという意味でも、この道
路をどれだけ生かせるかが非常に大事になってくるかをご考慮いただ
きたいと思っております。そして昨年6月には開発許可規制の緩和を
行い、つい先般の3月議会で今度は産業系の開発許可規制の緩和を
させていただきました。
中核市、健康医療先進都市
そして、中核市のお話をさせていただきます。山形市は来年4月
以降、中核市に移行していくことを目指しております。つい先般、
山形市議会の同意をいただき、県議会での同意を知事のところにお
願いに行ってまいりました。中核市になりますと2,400の権限が県
から市に降りてまいります。その権限を身近な市で発揮してサービス
を向上していきたい、これが中核市の中身であります。いろんな権
限、福祉施設の設置認可、景観に関する規制の権限、一番大きな
ものは保健所になります。市独自で保健所を運営していくというこ
とで、これが本当に大きな部分になってまいります。市のさまざまな
保健、健康に関する部署をそこに集めて、山形市が目指す健康医療
先進都市の中核にしていきたいと思っております。
先般、平成30年1月時点での公示地価の発表がございました。
山形市は住宅地、商業地ともプラスということでありました。これは
民間企業の皆さまが積極的な活動や投資をされた結果だと思います
が、それでも25年ぶりでようやく0.2％、これからも予断を許さない
状況が続きます。今年度も、中核市に向けてさまざまなチャレンジ
を進めていきたいと思っております。西ロータリーの皆さま方には今
後ともさまざまな面でお力を賜りますよう、お願い申し上げます。

ニコニコBOX
半田 稔会長／４月 29 日球風会ゴルフコンペが開催されました。
マスクなしでゴルフができるようになったので。卓話の講師として
佐藤山形市長をお迎えできました。
新藤幸紀さん／３月７日氷の上で転倒しました。救急車で搬送さ
れ、入院・手術を余儀なくされました。３月、４月を休会し多くの
会員にご迷惑をかけてしまいました。今月から復帰しましたので、
従前同様のお付き合いをお願いいたします。
職業交流委員会／４月 29 日開催の球風会に於いて、チャリティの
２番ホールにて、出席された方全員によるお金、特に野村証券伊
庭支店長さんはワンオンしたにもかかわらず、チャリティして下さ
いました。
堀田 稔さん／連休さなかの球風会は楽しいゴルフをありがとう
ございました。夜の反省会もよかったです。
五十嵐信さん／今でも信じられません。あこがれのベストグロス賞
を頂きました。みなさまのお心遣いに感謝してニコニコします。
菅原茂秋さん／先日開催された球風会にて準優勝することが出来
ました。同伴競技者に恵まれ、同じ組から優勝者も輩出し、二重
の喜びです。懇親会も楽しく過ごさせていただきましたことに、感
謝申し上げニコニコさせていただきます。
高橋昌之さん／４月 29 日（日）開催の球風会に於いて、
パートナー
及びハンデに恵まれ優勝することができました。
髙橋勝治さん／山形市長佐藤孝弘氏をお迎えして。本日公務多忙
の中、当クラブへお出いただき誠に有り難うございます。今後共
市政発展の為ご活躍いただきます様お願い致します。

＜本日出席・修正出席＞
会員総数

出席会員数

本日出席（5/7）

100名

72名

メークアップ
された会員

（山形北）伊藤
（山形中央）小松

修正出席（4/16）

会員総数

出席義務会員数

出席会員数

出席率

99名

88名

83名

94.32％

歩、武田 博 、海和 浩運、風間 義朗、後藤 光政
公博、長谷川浩二、武田 博 、風間 義朗、後藤 光政

