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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

ロータリーに夢をもって行動しましょう！！

想像から行動へ～優しさ溢れる出会い（DEI）のクラブ～

◆点鐘：市村　清勝 会長 ◆ロータリーソング：四つのテスト
◆司会：遠藤　直樹 S.A.A. ◆会場：山形グランドホテル

第2951回例会 令和４年７月25日（月）

　新型コロナ感染が広がる中、今日の
例会はできるだけZoom例会で参加を
していただく形となりました。今月に
入ってからのコロナの感染急拡大でや
むを得ず、断腸の思いで決断をさせて
いただきました。それでも多くの方に

こうやって会場に参加をしていただけることは、微妙に嬉
しい感じがいたします。例会をできるだけリアル参加で進
めたいという考え方を出鼻でくじかれる、そんな状況です
けれども、できる限りリアル参加にこだわりながら例会を
進めてまいりたいと思っております。
　今日は最上三十三観音のことを話をしたいと思います。
先月から昨日までの３日間をかけまして、番外を入れて
34カ所を義理の兄弟夫婦と４人で回ってまいりました。
　山形県には最上、置賜、庄内と3つの三十三観音があり、
合わせて出羽百観音と呼ばれて古くから巡礼が行われてま
いりました。その中でも最上三十三観音は一番古く、およ
そ600年近く前からという歴史がございます。私たちがな
んとなく「観音様」と呼んでいるのは「観世音菩薩」という
仏様で、悩める私たちの求めに応じて何でも救ってくださ
るというありがたい菩薩様のことであります。
　今年は最上三十三観音の御開帳の年であります。本当は
12年に1回、最初の干支、子年が御開帳の年となります。
それで本当は2020年に開催をする予定でありました。コ
ロナウイルスの影響で２年間延期となって、今年14年ぶ
りに開催されることになりました。御開帳の期間は５月１
日から10月31日までとなっております。
　「御札ぶづ」と山形は言っていますけれども、御札の種
類は８種類あります。そして、まず１回目と２回目の方は
白札、３回目の方は板、４回目の方は赤、５回目黄色、６
回目青、７回目紫、８回から９回の方が銀、そして10回
以上で金札に
なります。
　 こ ち ら12
番札所の長谷
堂観音ですけ
れども、外部
いっぱいに札
が打ってあり

ます。内部も御札で埋まってる感じです。いろんな色があ
りますけれども、たまに10回以上回っている方の御札が
ありますが、その金の札というのは見つけた人が持ってき
てもいいんです。それは御利益があると言われていて、集
めている人もいます。
　それと、御朱印をいただきます。御朱印帳が大体1,500
円くらいで買えて、御朱印は300円の34加持で10,200円。
回り方は人それぞれ、近いところからでもいいかもしれま
せんけれども、できれば１番若松観音から、最後は33番
庭月観音で終わったほうがいいと思います。

　そして昨日、庭月観
音、三十三観音の最後、
満願の鐘３回を叩いて
まいりました。一緒に
いった義理の兄弟と庭
月観音の山門で記念撮
影をさせてもらいまし
た。

●「新型コロナ感染拡大防止対策ガイドラインの見直しに
ついて」というものを皆さまにFAXで送らせていただ
きました。通常例会：県の警戒レベルが１になった時、
かつクラブ内に陽性者なし。ハイブリッド例会：警戒レ
ベル2、かつクラブ内に陽性者なし。短縮例会：警戒レ
ベル2、クラブ内に陽性者があった場合。完全Zoom例
会：警戒レベル3以上、クラブ内に複数の陽性者あり。
ここが大事で、「地域内感染者の急拡大が認められる」
というところで、今回は急拡大が認められるというこ
とで完全Zoom例会に会長判断でさせていただきまし
た。この数が急激に減るということは不可能だと思い
ますので、来週も完全Zoom例会とさせていただきま
す。なお、LINE理事会におきまして、次の例会をどう
するかというものを判断させていただきますが、感染さ
れた方、もしくは家族に感染者が出て濃厚接触であると
いうことが判断の材料になりますので、私のほうにこっ
そりとご連絡をいただければありがたいと思います。
本日例会後、Zoom例会がまだできないよ、という皆
さまのためにご指導させていただきますので、必要な方
はどうぞお残りください。
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会長あいさつ

幹事報告

市村　清勝  会長

安部　弘行  幹事



職業分類・会員選考、鈴木浩司さん。会員増強、浦山潔
さん。ロータリー情報、海和さんということで最強の布陣
でメンバーがそろっております。98名から100名を目指
すということでありましたが、100名に達成しております
ので、さらに101名、102名を、各委員長さん、情報を密
にして達成していただけるよう、お願いいたします。なお
ロータリー情報につきましては、クラブ会員に有益な情報
をどんどんホームページに載せるようなことも工夫しなが
ら進めていただければと思います。よろしくお願いいたし
ます。

歴史と伝統ある山形西ロータリークラブの会員の皆さま
から、これまで書き上げられてこられた貴重な史料を確認
する機会をいただいたものと重ねて御礼申し上げます。メ
ンバー一同、見て史料の確認はもちろん、整理整頓をする
役目と自覚し、活動してまいりたいと思っております。１
年間、よろしくお願いいたします。

広報雑誌委員会の活動としては、月１
回の『ロータリーの友』の内容を例会にて
ご紹介し、皆さま方に興味を持って見て
いただこうと考えております。

また、会報委員会と連携し、ホームページが更新された
際にはその都度例会で紹介していくようにします。
もうひとつ、西クラブの活動を一般の方たちに知っても

らうために、メディアへの取材依頼やメディアSNS担当者
への情報提供をおこなっていきたいと思います。よろしく
お願いします。

委員会活動方針発表
  長澤　裕二 会員増強理事・会長エレクト　  　

  鈴木　浩司 職業分類・会員選考委員会委員長

  西谷　真一 史料管理委員会委員長　　　　 　

会長の方針として、クラブの魅力ある様々な活動を広く
一般の方々に知っていただき、クラブのさらなる活性化に
繋げていくということがあります。
情報発信ツールとしてのSNSは多岐にわたりますが、ま

ずはそれぞれのメリット・デメリットや実際に発信する際
の注意点などを理解しながら、各委員会が協力してその実
現可能性を探ってまいりたいと思います。よろしくお願い
いたします。

  後藤　章洋 クラブ広報理事　　　　　　　 　
（本日欠席の為、安部幹事が代読）

（本日欠席の為、後藤委員が代読）

  武田　秀和 広報雑誌委員会委員長 

  石山　茂利 会報委員会委員長　

副委員長に横山隆太さん、委員に遠藤
栄次郎さん、平吹和之さん、清野伸昭さ
んでございます。会長方針に従いまして、
次の３点を本年度委員会の活動方針とい

たしたいと思っております。
会員２名の純増。会員数100名を常に維持する。会員を

減らさない。退会をさせない。全会員のご協力を得て入会
候補リストを作成するということで、本年１年間やらせて
いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

  浦山　潔 会員増強委員会委員長

　職業分類の活動としまして、「充填・未充填職業分類表」
を作成し、また見直しを行うとともに、新入会員候補の職
業分類審査を適宜、理事会で協議して参ります。
　会員選考の活動としまして、クラブの細則に照らし合わ
せながら、新入会員候補の会員としての適性であるか検討
し理事会に諮ります。１年間よろしくお願いいたします。

今年度、当委員会の任務を次の3つと
します。
1．クラブ会員に有益な情報提供を行

います。また、クラブホームページに掲
載する情報を広報委員会に提供し、会員に対し閲覧を呼び
かけます。
2．新入会員・西山会の会員にロータリー活動の理解を

深めていただけるよう、しっかりサポートしていきます。
また、新入会員・西山会会員を対象としたファイヤーサイ
ドミーティングを年２回実施し、ロータリー活動の魅力や
知識を深めていただきます。
3．出席ゼロ会員に対しましても、スポンサーなどをと

おして情報の発信を行います。
以上、どうぞ宜しくお願い致します。

  海和　浩運 ロータリー情報委員会委員長

今年度の会報委員会の方針といたしまし
て、会員相互のコミュニケーションの充実
を図るため、例会、各委員会活動を分かり
やすく伝えていきます。具体的には画像を

多く取り入れ、雰囲気が分かるように会報を作っていきたい
と思っております。
また、出席向上につながるよう、休んでいる方、家族の皆

さまに、楽しく親しみを持てるように紙面組みを作っておき
ます。また事務局と連携を密にしまして本年度ホームページ
の見直しを目指して勉強していきます。ＳＮＳ等活動で会報
と連携を取り、当クラブの活動を積極的に発信し、クラブ外
でも評価していただけるような会報にしていきたいと思って
おります。１年間よろしくお願いします。



本日出席（７／ 25）
会員総数 出席会員数

100名 66名（Zoom参加者39名含む）

１．先々週に開催をさせていただきましたビアパーティ、
67名の会員の方々に多数のご出席を賜りまして盛大に開
催をさせていただきました。ありがたくも「久しぶりに
楽しかったよ」「おもしゃがったな、ご苦労さま」、そんな
お声を多数いただきまして、今後の委員会の糧となりまし
た。次は12月19日月曜日、グランドホテルでのクリスマ
ス家族会になります。その折にも委員会一同精一杯楽しい
企画と皆さまへのおもてなし、そしてクラブの親睦が図れ
るよう精一杯努めてまいりますので、今からスケジュール
の確保をお願いいたします。
２．奥様の誕生日プレゼント、今年は名称を変えまして、
「大切な方へのスペシャルギフトカタログ」ということ
で、本日、冊子としてクラブに納品がされました。皆様の
ボックスに配布をさせていただいております。お手すきの
時、もしくはお受け取りが可能でしたら皆さまでご覧いた
だきたいと思っております。なお、７月と８月の奥様の誕
生日を迎えられている方に関しましては、もうすでにお申
込みをされたいという方も多数おられると思いますので、
安部幹事のご了承をいただきまして郵送でそれぞれの会員
様のご自宅もしくは会社のほうにご郵送させていただきた
いと考えております。それ以降につきましては、基本的に
はボックスに入れておきますが、また今後の例会開催次第
によって検討してまいりたいと思います。その辺りは改め
て報告させていただきます。
　なお、こちらのカタログはすべて申込用紙あるいは申し
込み方法がきちんと書いておりますので、ご理解いただけ
るとは思いますが、何かご不明な点がありましたら私まで
ご連絡いただければご説明をさせていただき、またフォ
ローもさせていただきますので、どうぞよろしくお願いい
たします。
　カタログ作成に当たりましては16企業の会員企業様に
大変ご協力をいただきました。22商品、アイテムが掲載
されております。家族の中での、そしてクラブの中での親
睦が図れる一助となればと思いますので、どうかご活用い
ただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいた
します。

親睦・家族委員会

委員会報告

ニコニコ BOX

市村清勝会長／最上三十三観音満願成就
昨日、今御開帳中の最上三十三観音34寺を回ってまいり
ました。とてもありがたいことなのでニコニコです。

冨田浩志さん／京都祇園祭
３年ぶりに京都祇園祭の山鉾巡行が前祭と後祭で開催され
ました。当社が役員を務める山伏山も無事に巡行されまし
たのでニコニコします。

〈７月25日〉
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山形牛粕漬（340g）

商 品 番 号 YW- 13
申込FAX番号 023-642-6300

山形牛をみそと酒粕のブレンドしたものに漬け
こみました。

■お受取り方法：ご来店
〈ご来店店舗〉
佐五郎

　山形市香澄町1- 6 -10　TEL 023-631-3560

提供：有限会社佐五郎

レストラン食事券
商 品 番 号 YW- 14
申込FAX番号 023-633-3492

「山形チャイニーズ香琳」か「レストランコン
フェッティ」でご利用できます。

■お受取り方法：郵送

提供：株式会社ジョイン

山形県産米つめ合わせ
商 品 番 号 YW- 15
申込FAX番号 023-684-3126

つや姫５kg＋雪若丸５kg＋こめ油1.5ℓの組み
合わせです。

■お受取り方法：ご来店
〈ご来店店舗〉
鈴木油店「お米の国」

　山形市江南2-1-32　TEL 023-684-3008
　※山形市内に限り配達も承りますので、
　　その際は申込用紙にご記入ください。

提供：株式会社鈴木油店

「山形銘菓」と
「季節の和スイーツ」セット
商 品 番 号 YW- 16
申込FAX番号 023-622-5554

【山形銘菓】富貴豆、板かりんとう、バターどら等
の詰合せ

【季節の和スイーツ】（季節により以下のいずれか
1商品）
[　　春　] スカイベリー ® 生ふわ苺もち2個箱

もしくは　苺みるく大福4個箱
[　　夏　] 生ふわずんだもち2個箱 もしくは

大吟熟 ®COFFEE大福4個箱
[秋・冬] 生ふわ和栗もち2個箱 もしくは

芳醇シャインマスカット大福4個箱

■お受取り方法：ご来店
〈ご来店店舗〉

①老舗長榮堂 本店
　山形市印役町1-2-32　TEL 023-622-5556
②老舗長榮堂 エスパル山形店

JR山形駅エスパル山形2階
TEL 023-666-6506（店舗直通）

③老舗長榮堂 ぐっと山形店
山形市表蔵王68 山形県観光物産会館内

   TEL 023-666-7725（店舗直通）

提供：株式会社 長榮堂（老舗 長榮堂）




