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地 区 目 標

クラブテーマ

元気なクラブづくりのために「ロータリーの木」 の苗木を植え
ましょう、クラブに、地域社会に、世界に、次世代のために

「ロータリーを発信しよう」一人ひとりの感性で

◆点鐘：鈴木　浩司 会長 ◆ロータリーソング：国歌・蔵王を仰ぐ
◆司会：武田　岳彦 S.A.A. ◆会場：山形グランドホテル

皆さま、こんにちは。本年1年会長
を務めさせていただきます鈴木浩司で
す。皆さま、1年間どうぞよろしくお願い
をいたします。
ほとんど緊張しない私でありますが、
鐘を鳴らすのを空振りしたので、どれほ
ど緊張しているかを皆さんにご理解い
ただけると思いますが、本当に痩せる思

いで今日を迎えました。1週間で3キロほど痩せてしまいました。　
今日、どんな挨拶をしようかなと考えてきましたが、後ほど会

長方針の中でロータリーのことについては話をさせていただきた
いと思っておりますので、会長挨拶のほうは雑駁な話にさせてい
ただければと思います。
昨日、知り合いの息子さんの結婚式がありまして、蔵王におり

ました。今日のことを考えれば、いつまでもお酒なんか飲んでる
場合じゃないと思って、遠藤正明くんの誘いを振り切り、市村さ
んから早めに自宅まで送ってもらいました。
それで、今日1発目に10時から山形市制130周年の記念行事
がありまして、西ロータリークラブ会長としてお招きをいただきま
した。その中で、我がクラブの会員であります清野伸昭さん、鈴
木隆一さん、平吹和之さん、3名の方が功労者としてそれぞれの
分野で表彰を受けられました。誠におめでとうございます。私の
スタートにとりまして、いきなり表彰者の中にクラブの仲間が3名
もいるというのは大変誇らしいことでありました。退屈な祝辞も
我慢して聞けたのかなと思っております。
皆さまもご承知のとおり、先週Ｇ20、20カ国の首脳会議が大

阪の地で行われました。テレビで見ますと、市民生活にもずいぶ
ん重大な影響があったのかなと思っておりますが、結論を見ます
と、何が決まったのかがあまり我々にはよくわからないのかな、
と。やはり各国がそれぞれの主張を繰り返し、個 人々がそれぞれ
の立場で自分の主張を繰り返す。そういった中で、なかなか明確
な妥協点というのは見出せなかったのかなと感じております。
日本には本当にすばらしい格言があります。特に皆さんもご案
内のとおり、近江商人の「三方よし」という考え方であります。
売り手よし、買い手よし、世間よし。それから大岡越前裁きの
「三方一両損」という、これはどういう精神かと言えば、自分の
意見だけを通そうとすればなかなか他人とうまくやっていけない
というか、それぞれ少しずつ譲歩しながら共通点を見つけるとい
う、日本人のすばらしい文化なのかなと思っております。

鈴木　浩司 会長会長挨拶 そういう心を日本から発信して、ぜひこの難しい時代を乗り
切っていけるような形になっていければ、我々も非常に安心して
商売ができるのかなと思っております。
ぜひ本年1年、皆さまにとりまして西ロータリークラブが有意義

な会であるということを再認識していただけるような取り組みを私
も精一杯していきたいと考えております。皆さま方も24万円の会
費を取り戻せるように、いろんな交流をしていただいて会費の元
を取っていただければなと思います。
何はともあれ、今年1年間楽しい運営を心がけてまいります

ので、皆さま方には絶大なるご協力をよろしくお願い申し上げま
す。また、海和幹事もよろしくお願いいたします。以上でござい
ます。ありがとうございました。

●大沼の永瀬社長が今日から出席されております。ご紹介に
つきましてはまた改めてさせていただきます。
●米山梅吉記念館より、創立50周年記念式典のご案内が届い
ております。日時は9月14日土曜日となっております。申込
期限が今月末までとなっておりますので、ご興味ございます
方は事務局のほうにご連絡いただきたいと思います。
●今年度の第5ブロック会員名簿の作成依頼が来ておりま
す。ご自分のお名前とかご住所、変更ある方はそこでご訂正
いただきたいと思います。
●国際ロータリー青少年交換学生の募集が届いております。
対象者は15歳以上18歳までの高校生となっております。詳
細は事務局のほうまでお問い合わせください。
●本日、例会終了後に理事会がございますので、関係者の方
は、会場がアルカスになりますので、よろしくお願いします。

海和　浩運 幹事幹事報告

委員会報告
安部　弘行 委員長親睦・家族委員会

ご案内しております7月8日、月曜日、クラブ協議会後、午後6時
よりビアガーデンを開催させていただきます。会場はこの会場に
なります。
今年度は女性の活躍をテーマに盛り上げてまいります。バドガー
ルによります生ビール、山大チアガールによりますパフォーマンス
を見ていただきまして、若いエネルギーを受け取っていただき、
暑い夏を乗り切っていただければと思います。



戸田　正宏 委員

三沢　大介 前会計

7月誕生日のお知らせをします。会員が７名、奥さまが５名です。
おめでとうございます。

6月30日で前期が終わりまして、もし皆さまのお手元に請求書
ならびに立て替えていただいている分の領収書等がございま
したら、事務局のほうまでお届けいただければと思います。ま
た、領収書をすでに出しているけれどまだお金をもらってない
方がもしいましたら、事務局のほうまで一声お掛けいただけれ
ばと思います。

茶道同好会
今年度から職業交流委員会のご支援をいただくようになりまし
て、誠にありがとうございます。
茶道同好会の第3回お稽古が、今月の24日、水曜日午後6時
から、場所は千歳館にて。通常は午前中とか日中お稽古をさせ
ていただくのですが、第3回目はお稽古が午後6時から7時半ま
で、1時間半たっぷりと。そして7時半から懇親会という形で設け
ております。3回目の方でも、初めての方でもほんとに大歓迎で
ございますので、よろしくお願いしたいと思います。

会長・幹事・S.A.A.・会計 年度方針説明

鈴木　浩司 会長
会長方針

　歴史と伝統ある山形西ロータリークラブの第63代会長とし
て、63歳の私が会長をさせていただくことに、浅からぬ縁を感
じるとともに、その責任の重さを通説に感じております。
今年は平成から令和に改元される節目の年となり、新しい
ロータリーの考え方、形を考える年になると考えております。
世界に目を向ければ、排他的思想やテロが多発する非常に不
安定な情勢にあります。このような世界情勢だからこそ、今、
ロータリーの理念であったり、私たちロータリアンの行動が必
要とされているのではないかと考えております。
　2019～2020年度のＲＩ会長、マーク・ダニエル・マローニ
氏は、「ロータリーは世界をつなぐ」のテーマのもと、ロータ
リーの奉仕を通じて、有能で思慮深く、寛大な人々が手を取
り合い、行動を起こすため、つながりを築いていこう」と唱え
られました。これを受けて、ＲＩ第2800地区大久保章宏ガバ
ナーは、地区の基本理念を「元気なクラブ作りのために“ロー
タリーの木”の苗木を植えましょう。クラブに、地域社会に、
世界に、次世代の為に」と唱え、基本方針、行動スローガン
を「一歩前に踏み出しましょう」とされました。ＲＩ、そしてＲＩ
第2800地区のテーマを受けて、私なりにロータリーについて
改めて考えてみると、私たちロータリアンは、その職業を通じ
て、私たちはロータリー入会することですでに地域社会におい
ても、国際社会においても、十分な貢献をしていることを改め
て気づかされました。私たちはその職業を通じて、地域の皆
さまや社員の方々に奉仕をしております。また、米山やロータ
リー財団を通じて、多くの奨学生を育て、ポリオ撲滅などさま
ざまな国際奉仕に参加しているのです。個人としてなかなかで
きなかったことを、ロータリーという絆を通じて特別意識する

ことなく奉仕できていることは、すばらしいことではないでしょ
うか。これを踏まえて、私は今年度のクラブテーマを「ロータ
リーを発信しよう、一人一人の感性で」といたします。
　このテーマには2つの要素があります。1つ目は、今、ＲＩも
各地区も各クラブも会員数の減少に悩んでおります。会員の
皆さまは気づかれていないかもしれませんが、山形西ロータ
リークラブは地区内で最大の会員数を誇り、最も恵まれてい
るクラブだと思います。会員の皆さまにはそれぞれが感じてい
るロータリーを、いろんな方々に発信していただき、1人でも多
くの方 に々私たちの仲間になっていただきましょう。
　2つ目は、現状の山形西ロータリークラブについてです。
新しい時代のロータリーは、どうあるべきか。どうすれば楽し
く、誇りを持てるクラブになるか。会員の皆さまには積極的に
ロータリーに対する考え、思いを発信していただき、より良い
クラブにしていきたいと考えております。
　今、ＲＩ、世界全体も会員数が非常に減少しております。Ｒ
Ｉの会長も、ガバナーも言っていることは、どうやったら会員を
増やせるのかということを述べられておると思います。私たち
は先程、奉仕の中でも述べました通り、山形西クラブというの
は、ご案内のとおり、地区内で最大のクラブ委員数を誇って
おります。年齢も職業もこれだけ幅広いいろなん方々が在籍
しているクラブというのは、なかなかないのかなと考えておりま
す。私も20年いますが、改めて会長として考えたときに、こん
なすばらしい人脈を築けるクラブ、これをもっともっと皆さんに
有効に活用していただければと。それで皆さまが感じた西ロー
タリークラブの良さを、いろんな仲間の方 に々発信をしていって
いただきたいと考えております。
　また、ロータリーは非常に歴史のある組織ではありますが、
歴史のある組織でも、やはり変化に対して対応していかなけ
れば、会員数が減少していくということも、またこれも事実で
あります。そういった意味では先ほども申し上げましたように、
是非、皆さまから、いろんな意見をいただいて、これからの
ロータリーをどうしていったらいいかを考えていきたいと思って
おります。
我がクラブには「球風会」「写楽会」「お茶の会」それから、
非合法ではありますが「喫煙クラブ」もございます。是非、
ロータリーの活動以外も大いに活用していただいて、また、そ
れらのクラブは要するに会員の方の奥さまが参加されたり、ご
子息が参加されるのも自由であります。そういった意味では是
非、それらの会を利用していただいて、それぞれに絆を深めて
いただければと思います。
　あと、もう1点は、それぞれ委員会がありますので、委員長
さん方は出来るだけ積極的に委員会を開いていただいて、少
ない人数の委員会の中で、絆を深めていただけれなと思って
おります。特に夜の例会がある場合は、是非、委員会で2次
会に行っていただいりしながら、それぞれの皆さんと深く話す
機会を作っていただいて、お互いを理解しあえるようにしてい
ただければいいのかなと考えております。
　何はともあれ、ロータリーという組織が、これからも世の中
にとって、必要な組織であり続けるために、皆さんからも積極
的なご意見をいただいて、運営上、直していくところは直してい
きたいと考えておりますし、また、ロータリーの組織の良さは
単年度であります。私がいくら駄 を々こねても、来年の6月30
日で会長が終わるわけで、新しい年度が始まります。そういっ
た意味では、いろんな形でそれぞれの年度で、特色ある運営
をしていくことがクラブの魅力にもつながると思います。今年
度、こんな感じで皆さまと一緒に1年間、頑張ってまいりたい
と思っております。



4つのテストの中で、今年度の重点項目は「行為と友情を深
めるか」この1点で、皆さん、是非1年間それぞれの立場で、
それぞれの絆を深めて、なおかつ、全員で新入会員の募集を
行っていただきたいと思っております。今のところ、幸いいろい
ろご紹介いただきまして、2名の方の入会が理事会で承認さ
れ、皆さまにご通知をすれば認められるという段取りにはなっ
ておりますが、ご案内のとおり、100名までにはちょっとまだ人
数が足りません。是非、皆さま方には、会員増強委員会に全
員が所属しているというふうに意識をしていただいて、知人、
友人を誘っていただければと思います。
　何事も今年1年間、雑駁な会長と緻密な海和幹事のコン
ビで進めてまいりますので、皆さま方からはそれぞれのお立場
で、絶大なるご協力をいただけるようにお願いを申し上げまし
て、会長としての方針発表とさせていただきます。1年間、よろ
しくお願いいたします。

式訪問の例会がございますので、そこでくじ引きをさせていた
だいて、ランダムに座っていただいて、少しでも絆が広がるよう
な、そんな例会にしていきたいと思っておりますので、ご協力を
よろしくお願いいたします。
　会場内は禁煙といたしますので、非公式のクラブはどこか
違う所でやっていただけたら、ありがたいと思います。
　私なりにＳ.Ａ.Ａ.とは何か、ちょっと分からなくて一生懸命
いま勉強しております。略的にはＳｅｒｇｅａｎｔ　ａｔ　Ａｒｍｓ
という略でございます。Ｓ.Ａ.Ａ.の解釈というのは、多分その
ロータリーごとに違うと思いますので、その中でも比較的わか
りやすいというＳ.Ａ.Ａ.の解釈を拾ってきましたので、ちょっと
読ませていただきます。
　Ｓｅｒｇｅａｎｔ　ａｔ　Ａｒｍｓというのは、中世のヨーロッパ
の宮廷において外国の賓客をお招きした時に、まさに今回の
Ｇ20みたいな時に、レセプションを開催する、その会場を取
り仕切る役職、そんな感じの役職だそうです。例会場の秩序
を保つためあらゆる権限を持つ、また重要な役職であります。
Ｓ.Ａ.Ａ.が正式な役職として定められたのは1906年でありまし
て、ポール・ハリス、マックス・ウォルフ、チャールス・ニュートン
という面々が、シカゴ・クラブの最初のＳ.Ａ.Ａ.という形で就任
をしたそうでございます。審議機関としての権限しか持ってい
ない理事会メンバーを超越した、例会場における最高の権限
を持つ執行機関の役員であると書かれています。西ロータリー
ではどうなのかちょっとわからないです。すいません。
　審議系列とは一線を画す立場上、理事会に出席する義務
はないのですけれども、その必要がある時には理事会に出席
して発言をすることができる、なんていうことも書いてありま
す。審議機関には属さないので、委員会の保障はつけないと
いうことでございます。
　本当にＳ.Ａ.Ａ.というのはいろんなロータリーごとの解釈の
中で運営をしている委員会だと感じたのです。他にもいろんな
解釈があり、概ね権限をそこそこ持っていて、例会の場を乱す
人はつまみ出してもいいよ、とそんな解釈のようでございます。
　とはいえ、またある人はこんなことも言っていまして、
Ｓ.Ａ.Ａ.という役職をロータリーに持ってきたのは、昔のユーモ
アなんだよ、と。ユーモアの位置づけで持ってきたんだから、
そんなにがちがちにＳ.Ａ.Ａ.を捉えることはないよ、と。むしろ
楽しいロータリーの雰囲気を作っていく、それがＳ.Ａ.Ａ.の本
当の仕事だよ、というふうに捉えている受け取り方もございま
す。おそらく今年度は鈴木会長は、粛 と々した運営の中に楽し
さを求めているのではないかと、自分なりにちょっといま消化を
しながら、そんな形で1年間運営していきたいと思っております
ので、ぜひ皆さま方のご協力をお願いを申し上げます。

海和　浩運 幹事

芦野　　茂 会計

武田　岳彦 S.A.A.

幹事方針

会計方針

S.A.A. 方針

　私事ではございますが、入会してから今年の11月で丸10年
になりました。鈴木会長が今年の12月で21年、入会年数から
見るとちょうど半分でございます。まだまだ半人前でございま
すので、皆さまには、いろいろとご指導いただきながら、私も
人の倍を努力して、1年間頑張りたいと思っております。
　先ほど、鈴木会長がお話されましたクラブテーマ、「ロータ
リーを発信しよう、一人一人の感性で」に沿って、各委員会が
中身の濃い事業を行えるよう、活動してまいりたいと思ってお
ります。また、歴史と伝統ある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っており
ます。1年間、精一杯務めてまいりますので、皆さまどうぞよろ
しくお願いいたします。

　クラブ予算に基づき、会長、幹事のご指導のもと、各事業
が支障なく運営できるような適正な会計処理を行います。ま
た、会員の皆さまには、次の4つの点につきご理解とご協力を
お願いいたします。
まず1つ目は、会費納入につきまして、前期分令和元年7月31
日、後期分令和2年1月31日、納入期限を厳守いただきますよ

　委員長を務めてまいります、武田岳彦でございます。副
Ｓ.Ａ.Ａ.には、小松公博さん、海和将浩さん、戸田佳瑞さ
ん、伊庭公也さん。ほぼ最強メンバーを揃えていただいたと
思っておりますので、1年間本当に、チームでがんばっていきた
いと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
　計画というか方針は、会長方針に則りまして、気品と風紀を
保ちながら、清新な雰囲気の例会を開催してまいります。進
行がスムーズに進みますよう配慮しながら、落ち着いた雰囲気
の中で、例会を楽しんでいただける運営を行ってまいります。
季節感のある料理を出す、そんなさまざまな参加者が満足を
得られる工夫をしながら、進めていきたいと思っております。
　会員同士の交流が広がるように、今年度は会長の意向も
ございまして、年に2回ほど、くじ引きによる席替えをする例会
を開催したいと思っています。上半期は9月9日のガバナー公



会員総数 出席会員数 会員総数 出席義務会員数 出席会員数 出席率

本日出席（7/1） 97名 65名 修正出席（6/17） 97名 86名 82名 95.35％

メークアップ
された会員

＜本日出席・修正出席＞

（山　形）清野　伸昭、後藤　光政、橋本　徳光、大城　誠司、伊藤　　歩、小林　廣之、松原　　洋、鈴木　隆一、
　　　　 中山　眞一

（山形東）酒井　啓孝、上野　義明、清野　伸昭、後藤　光政、藤田　良仁、橋本　徳光

鈴木浩司 会長／いよいよ新年度がはじまります。海和幹事
共々皆様のご協力よろしくおねがいいたします。
海和浩運さん／一年間、幹事の職責を果たせる様がんばりま
す。一年間どうぞよろしくお願いいたします。
小林惠一さん／鈴木・海和年度のスタートをお祝い致します。
一年間ご健康に留意されて西ＲＣの増々の発展の為に宜しく
お願い致します。
清野伸昭さん／山形市制施行130 周年記念式典において市
政功労賞を受賞致しました。これも皆様のご支援によるもの
と感謝しニコニコ致します。
吉田福平さん／鈴木会長・海和幹事の大型コンビでの一年
が素晴しい年となりますよう私も常任幹事として老害にならな
いよう努めてまいります。
鈴木隆一さん／本日山形市制施行130 周年記念式典におい
て、市政功労賞を受賞したことに感謝してニコニコします。
半田　稔さん／４年ぶりに一般席で例会に参加できることに
なりました。鈴木会長、海和幹事のご活躍を祈念しております。
三澤裕一さん／クラブの皆さんに大変なご迷惑をかけた私を、
あたたかく迎え入れていただきありがとうございます。又、皆
さんとロータリーライフを送れることに感謝して。
親睦・家族委員会一同／６月24日に開催された最終例会に
は沢山の会員に参加を頂き、ありがとうございました。おか
げさまで小林年度の最後をもりあげることが出来ました。合
わせて、１年間の事業へのご支援に感謝を申し上げます。
クラブ管理運営常任委員会委員長  東海林健登さん／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＊
のもと出席、親睦・家族、プログラム、友好クラブの各委員
会は委員長を中心に全委員一丸となって会員皆様が一年間
ロータリー活動を楽しく過ごせますよう運営して参ります。ご
協力宜しくお願いします。
市村清勝さん／めずらしく緊張気味の浩司さんを見ました。
この緊張感をもって一年間頑張って下さい。
奉仕プロジェクト委員会一同／奉仕プロジェクト合同委員会
を早速新年度初日の今夜開催させて頂きます。会長、幹事、
本当にお忙しい所ご出席ありがとうございます。社会奉仕、
ニコニコボックス、青少年委員会を１年間宜しくお願いします。
角田　健さん／父の葬儀に際しまして皆様よりお気遣いをい
ただき、誠にありがたく厚く御礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。
ニコニコボックス委員会一同／いよいよ新しい年度がスター
トします。委員一同気を引きしめて皆様に気持ち良くニコニコ
して頂ける様がんばっていきたいと思います。宜しくお願いし
ます。

ニコニコBOX

本日の献立

うよろしくお願い申し上げます。2点目、支払いの請求につきま
しては、請求書または領収書を幹事宛にご提出ください。3
つ目、支払いにつきましては、原則として、月締め、翌月10日
頃とさせていただきます。4つ目、会員の皆さまにおかれまして
は、予算内での事業遂行をよろしくお願いいたします。以上4
点になります。
先程皆さまのテーブルに、ちょこちょことご挨拶をさせていた
だいたところ、大変不安な声が多かったように感じておりま
す。特に遠藤パストガバナーには「お前大丈夫なのか」という
ことをきつく言われまして。ご心配なく。副会計には荘内銀行
の上野さんがしっかりついております。心配なさらないようにし
ていただきたいと思っております。一応仰せつかりましたので、
この1年間よろしくお願いいたしたいと思います。
また私、地区のほうに米山委員会として、出向させていただい
ております。これもまた武田周治さんという元会長より命令で
立たされて、1年間だけということでがんばってきたんですが、
3年委員会ということで、今年ようやく3年目、最後になりま
した。いろいろ米山のことも勉強させていただきました。それ
で、会計のほかにも、米山の基金のほうをお願い申し上げる
かとは思いますけれど、これは一切、クラブの会計とはまた別
のお願いでありますので、敬遠なさらぬようよろしくお願いいた
したいと思っております。
まだ若輩者ではございますが、いろいろと諸先輩方からお教
えをいただきまして、しっかりと会計、大役を務めさせていただ
きたいと思います。
私事ではございますが、子どもが小学校1年生と4年生の子育
てをしながら、ロータリー活動、仕事、家事、洗濯、いろいろ
やってます。女房が夜の食事屋をやっておりますので、ほとん
ど子どもは私が面倒をみているという苦労人でございます。
母親がいないものですから、男同士3人で飯を食って腕立て
腹筋をして寝る、というそんな毎日の生活をしております。
ロータリーに来ることだけが私の楽しみでありますので、皆さ
まお誘いいただければと思います。ロータリーを言い訳に、家
事洗濯をしなくてもいいというふうに妻から言われておりますの
で、よろしくお願いいたします。
この1年間、よろしくお願いいたします。


