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山形西ロータリークラブ会報
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クラブテーマ

「4 つのテスト」を実践し ロータリーの価値をたかめよう。

Let's Make The Best Better  前へ！

◆点鐘：佐藤　章夫 会長 ◆ロータリーソング：国歌・蔵王を仰ぐ
◆司会：長岡　壽一 副 S.A.A. ◆会場：山形グランドホテル

Yamagata West Rotary 第2884回例会 令和２年８月３日（月）

会長：佐 藤 　 章 夫 　　幹事：遠 藤 　 正 明

委員会報告
親睦・家族委員会　　　　　　　　　　 

酒井政輔 委員
会員の方が６名、奥様が６名、８月に誕生日を迎えられ
ます。おめでとうございます。

　先日は、山形県内で大雨による水害
が発生し、被害に遭われた方々には、
心からお見舞い申し上げます。そこで
今日は山形市の水事情についてお話し
たいと存じます。
　山形盆地は東の蔵王山海と西の出羽
丘陵に挟まれた谷です。この地の１番

低いところを流れているのが須川です。これに東からは蔵王山
系から発する大小の川が流れ込み、西側の山々からも多くの河
川が須川に流れ込み、山形市の北部で最上川に合流します。山
形地域は須川を境にして、東側は馬見ヶ崎川の扇状地で、東か
ら西へ向かって、急な勾配で低くなっていきます。西には白鷹
山があり、麓に大小の湖沼が散在して、一旦、白鷹山系の湧き
水を受け止め、そこから中小の河川となって、田を潤し、須川
に流れ込みます。
　須川は山形盆地の谷底に自然にできた排水溝なのです。馬
見ヶ崎川の水は浸透して、地下で砂礫、土によって浄化され、
浄化されながら下に向かって流れ、所々で自噴しました。人々
はそれを「どっこん水」と呼んで、飲料、生活用水として使っ
てきましたが、上流水は農業用水、一旦浸透し、自噴する水は、
井戸水として生活用水になりました。生活用水は市中を流れる
農業用水路に流しました。
　山形地域の農民たちは、長年、水田の水を確保するのに苦労
してきました。水争いは日常茶飯事でした。これを一挙に解決
したのは、最上川の水を朝日町あたりから導水し、1 万メート
ルのトンネルで朝日町、山辺町の山中を通し、山形盆地まで導
く国家事業です。ここに至るまで、水利権の問題で、既に取水
していた土地改良区、水利組合、内水面漁業組合などと、大変
な折衝が長く重ねられてまいりました。
　山形市街地の排水は、市内の道路の地下に、雨水排水路用の
アクスイ銅管が縦横に付設されており、これらの排水を西バイ
パス西側から西方の水田地帯に設置した５本の幹線排水路が受
けます。この排水路ができてから、大雨が降っても市街地に水
が溢れることがなくなりました。
　便利で清潔な日常生活を可能にしたのは、水をコントロール
するインフラが整備されてきたからです。しかし、その構築物
のほとんどは地下にあり、一般の人々の目に映りませんが、こ
こまで築き上げてきた先人の苦労を忘れてはいけないと思いま
す。

会長あいさつ　　　　　佐藤　章夫 会長

●今日も新しい仲間が２名来てくださってます。酒巻雅
樹さんと佐竹燿光さんです。よろしくお願いします。

●米山奨学金の授与をさせていただきたいと思います。
チャン・ダンさんです。

●高知南から、今年度の幹事の小松さんと事務局のほう
から、今回の豪雨災害のお見舞いのメールとお電話をい
ただきました。返事も返させていただいたところであり
ます。

●出席報告の件ですが、前回の例会の最後に出席委員会
から出席率を言わずに、出席数の報告をさせていただき
ました。西ロータリークラブの定款が変更になっており
まして、メイクアップは同じ年度に行うという表現にな
りました。これまでは前後 2 週間のメイクアップという
ことで、皆さんにお願いをしてまいりましたが、出席率
を報告することができなくなってしまいましたので、こ
れからはその例会に出席された人数を報告させていただ
きたいと思います。事後報告となりました。よろしくお
願いいたします。

●昨年度の会員応募券の精算について。２回目の精算が
７月 31 日となってございますので、文書に記載がござ
いましたように、事務局へ郵送するか、ご持参をいただ
いてすみやかに精算をしていきたいと思っております。

●西ロータリーの本年度の名簿の校正が回っております
ので、自分のところに留め置くことなく、次々と回して
いただきたいなと思います。

●例会終了後、理事会を開催いたしますので、関係の方
はお残りください。

●今月のロータリーレートは 107 円です。

幹事報告　　　　　　　　遠藤　正明 幹事



〈 8 月 3 日 〉
遠藤正明幹事／酒巻さん、佐竹さんの入会を祝って
ようこそ西ロータリーへ。末長くよろしくお願いいたしま
す。

鈴木浩司さん／酒巻君と佐竹君をお迎えして
お２人の入会、心からうれしく思います。これから共に
活動していきましょう。

東海林健登さん／佐竹燿光様、酒巻雅樹様をお迎えできて
新入会員としてお２人をお迎えすることができ、本当に
うれしいです。お２人におかれましては、ずーっとロー
タリーライフをお楽しみいただければと思います。

武田岳彦さん／佐竹さん、酒巻さん、入会おめでとうご
ざいます
入会を心待ちにしていました。一緒に活動できることを
うれしく思っています。末長くよろしくお願いします。

遠藤靖彦さん／入会おめでとう？
酒巻さん、佐竹さんの入会を大変うれしく思います。ま
たロータリーでの飲み友達が増えました。これからよろ
しくお願いします。

吉田昌弘さん／西ロータリー会員券でのご利用に感謝い
たします
西ロータリーの大勢の会員の皆さまから、お肉のご利用
に感謝いたします。

出席委員会／新会員のお１人の長谷川浩一郎さんが出席
委員会に配属とのこと、大歓迎です。よろしくお願いいた
します。

ニコニコＢＯＸ

新入会員あいさつ

　株式会社レクト、酒巻と申しま
す。歴史のある西ロータリークラ
ブに入会させていただくこと、

非常に感激しております。ご指導いただきながら、ロータ
リー精神に則って、奉仕の活動をしていきたいと思ってお
ります。是非とも、よろしくお願いいたします。

　私がこのような素晴らしいロー
タリークラブに入会することはほ
ぼないと思っておりましたけれど

も、友人のご推薦のお陰で入会することができました。
大変ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

酒巻　雅樹  会員

佐竹　燿光  会員

委員会方針説明

佐藤　章夫  会長

会長方針

　第１回の時にもう既に申し上げておりまして、会報にも
載っております。それに付け加えるならば、各会の委員会
でまずお互い交流を密にして、親密になっていただきた
い。そのための飲み会は何回でも開いて結構でございま
すので、やっていただきたいということでございます。

遠藤　正明  幹事

幹事方針

　本年度幹事を仰せつかった遠藤でございます。歴史と
伝統ある西ロータリーの幹事として、真面目でありながら
も楽しい１年間になればいいかなと思っています。これま
で委員会に３度ほどお呼ばれして行ってまいりました。例
年であれば、コロナがなければ恐らく一括した委員会と
かいうのがあったんでしょうが、今回は休みがあったせい
で委員会ごとにご案内をいただいて、お伺いをいたしまし
た。１年間よろしくお願いいたします。

早川　　徹  S.A.A.

S.A.A. 方針

　今年度S.A.A.を担当させていただきます早川徹です。
今回副S.A.A.としてメンバーが、長岡さん、及川さん、
武田秀和さん、伊藤歩さんという形で担当させてもらい
ます。皆さん、よろしくお願いいたします。
　方針としては、会長方針に則りまして、例年通り会員の
皆さまによりご出席いただけるような和やかな雰囲気の
例会を開催しますということで、今日もほんとたくさんの
皆さまにご出席いただきまして、誠にありがとうございま
す。ただ、昨今の新型コロナウイルスという大きい問題が
ありますので、よく会長幹事、ホテルサイド、全て相談し
まして、感染対策も十分考慮しつつ、例会のほう執り行っ
ていきたいと思いますので、ご協力のほうよろしくお願い
申し上げます。場内の禁煙は引き続き継続させていただ
いております。よろしくお願いいたします。



海和　将浩  会計

市村　清勝  理事・副会長

新藤　幸紀 副委員長

会計方針

クラブ管理運営方針

出席委員方針

　会計管理にあたり、会費の納入につきまして、前期分
につきましては、現在帳簿と照合中でございます。もし
お忘れの方は、早急にお願いをいたします。それから後
期分につきましては、令和３年の１月31日までお願いいた
します。
　予算内での事業遂行に関しまして、予算内での事業遂
行をお願いいたしまして、支払いの申請につきましては請
求書、それから領収書につきましては遠藤幹事のほうま
でよろしくお願いをいたします。支払い、出向につきまし
ては、原則として月末締めで翌月10日頃にお支払いって
いう形にさせていただきたいと思っております。ご理解と
ご協力、よろしくお願いします。
　急がず遅すぎず、会計らしい厳格な対応でしていきた
いと思いますので、１年間どうぞよろしくお願いします。

　今年度副会長を務めさせていただきます市村でござい
ます。佐藤章夫会長と、遠藤正明幹事を支えながら、１
年間頑張ってやっていきたいと思いますので、皆さまから
のご協力をお願いいたしたいと思います。
　私の担当は、出席委員会と親睦・家族委員会、それ
からプログラム委員会と友好クラブ委員会の４委員会で
す。コロナ禍の影響をすごく受けやすい委員会ばかりであ
ります。どうしたらいいのか分からないというのが正直な
ところでありますけども、「臨機応変」という言葉を使わ
せていただきたいなと思っております。状況に応じてしっ
かりとクラブ運営をしていくということだと思います。私
ども４委員会で頑張ってこの西ロータリーが楽しくやれま
すように協力をさせていただきたいと思いますので、皆さ
まからのご協力もお願いして、私からの方針ということに
させていただきたいと思います。

　出席委員会としては、とにかく例会の出席率の向上を
第一の目標に掲げておりますので、佐藤英一委員長とま
た相談しながら、この佐藤年度を盛り上げて出席率向上
のための施策を具体的にお願いしていく段取りでござい
ます。１年間どうぞよろしくお願いいたします。

三沢　大介  委員長

親睦・家族委員方針

　今年の方針としましては、会員並びにご家族の親睦が更
に深まるようなイベントを企画していきますということで、
例年のイベントプラスアルファですね、来月９月14日に芋煮
会例会ということで、新たに親睦・家族委員会のほうで企
画しております。そちらに関しては今月中に皆さんのほうに
またご案内を出させていただきますので、多数の会員の皆
さまのご参加をお待ちしております。今年１年間会員の皆
さん、そしてご家族の皆さんが楽しめるイベントを、この 
Ｗｉｔｈコロナで、頑張ってまいりたいと思いますので、どう
ぞご協力よろしくお願いいたします。

大城　誠司  副委員長

プログラム委員方針

　コロナの影響を受けまして、卓話が開かれるかどうかと
いうとこが非常に難しい状況が続きますので、臨機応変
に皆さまから楽しいなと思われるような卓話の方をブッキ
ングできるように頑張っていきたいと思いますので、よろ
しくお願いいたします。

冨田　浩志  委員長

友好クラブ委員方針

　友好クラブは、私とあと副委員長の宇佐美さんとあと
皆さんで６人でやっております。大して仕事はございませ
ん。水面下で静かにやろうと思っております。が、と思っ
ていたら遠藤幹事から「いや、そうはさせまい」というこ
とで何かが来そうでございます。皆さんどうぞよろしくお
願いします。

東海林健登  理事・会長エレクト

会員増強委員方針

　当方の委員会は職業分類・会員選考委員会、会員増強
委員会、そしてロータリー情報委員会の３つの委員会で
あります。
　「Let's Make The Best Better 前へ！」という話の中
のテーマの中で、100名にしたいというお話があったよう
なので、今96名という数字になりましたので、あと４名と
いうことでがんばってまいりたいと思います。
　１年間皆さまのためにがんばっていく所存でございます
ので、よろしくお願いしたいと思います。



本日出席（８／３）
会員総数 出席会員数

97名 72名

半田　　稔  委員長

五十嵐　信 委員長

職業分類・会員選考委員方針

会員増強委員方針

ロータリー情報委員方針

　もともと職業分類と会員選考という２つの委員会を１つ
にまとめたのが私の会長の時だったということでございま
す。
　職業分類ですが、出席のメイクの期間が制限なくなっ
たということでありますけれども、もう１つ重大な改正が
ございまして、職業分類による入会規制というのがなくな
りました。ご存知のとおり、ロータリーはですね、当初は
１業種１人ということで始まったわけですけども、なかな
か会員が集まらないということでその要件が緩くなって、
１つの職業から５人まで、あるいは会員総数の10％まで
は同じ職業からの会員を入会させていいというふうに変
わったことが何年か前だったわけでありますけれども、今
回、その制限もなくなり、職業分類上の入会の制限は全
くなくなりました。
　従いまして、いろんな職業の方が参加して、自分が知
らない仕事のことを、いろいろ例会の場で聞いたりすると
いうことが大変ロータリーのいい点でありますので、さま
ざまな職業の方、当クラブにない職業の方をお誘いする
というのがやはり最優先で考えたいということでございま
すので、その辺のことを、職業を整理するというのが私
どもの役割でございます。
　さらに、ＩＴ化とかですね、さまざまな社会の変化で
新しい職業というのが出てくれば、その中からもぜひ入会
をお願いしたいなということで、職業分類委員会の役割
でございます。
　会員選考のほうは、これからお話あります会員増強委
員会のほうは１人でも多くの人を集めるということであり
ますけども、一応会員選考のほうはその方がロータリア
ンに相応しいかどうかということを審査するという役割で
ございまして、増強委員会で推薦された方を拒否すると
いうことはまずないと思いますので、ぜひ皆さんで入会者
を増やすよう努力したいと思います。１年間よろしくお願
いいたします。

　佐藤会長が掲げられました会員数３桁の復活を達成、
近づけられますように努めてまいります。本年度委員の皆
さまは経験豊富な方々ばかりですので、ご指導いただき
ながら当会会員全員の皆さまのご理解・ご協力をいただ
きながらがんばって活動してまいります。

　現在96名でございますが、あと４名、私も今ちょっと
この腹に温めてる人が２名おりまして、ほかの先輩方も
多数抱えていらっしゃると思いますので、100名は軽いと
（笑）ちょっと大口を叩いておりますが、なんぼでも達成
できるようにがんばります。それではよろしくお願い申し
上げます。

　方針としましては、佐藤会長のテーマが全会員に適切
に浸透するようロータリーの情報を発信、提供していくと
いうことでございます。特に今年は、『ロータリーの友』へ
の投稿を会員の皆さんに呼びかけ、事業があればその都
度「出してね」というふうなことをお願いに参りたいと思
います。それで、自分たちの「何をしているか」というこ
とを適宜紹介しまして、そういうことでございます。
　仕事としましては、「入会前の新入会員候補者に対し、
幹事と協力してオリエンテーションを行い、ロータリーの
目的、会員の特典と責務というのをご説明に会社に上が
る」というふうなことが役割にあります。次から参ります
ので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
　あと、新入会員及び経験の浅い会員とのファイアーサイ
ドミーティングを開催します。ファイアーサイドミーティン
グは、西山会、県外出身会員との親睦、情報交換のため
に西山会を開催しますが、これは一緒に開催したいと思
います。それで、事務局からはできるだけ多くこれを開催
しろというご指示がございました。６回というのはどうも
難しいので、最低２回、できれは今年は３回それを開催し
たいと思ってます。いろんな方をついでにお呼びしますの
で、ぜひご参加いただきたいと思います。ありがとうござ
いました。

久しぶりにさわやかな歌声が響きわたった。
実に３月30日の例会以来のことである。

【マスクをしながら「国歌及び蔵王を仰ぐ」斉唱】

三密コーナー

武田　博文 委員長


