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令和 2年 8月 4日（火曜日） 第 2,825回        ＜例会報告 NO.3＞    

【月間テーマ】 会員増強・新クラブ結成推進月間         新入会員卓話   横山 照康 会員 

 

SAA  渡部 堅一 副 SAA 土屋 茂樹 

⑴ 開会点鐘                                      伊藤克也会長 

 

⑵ ロータリーソング 

 

「君が代」斉唱      

 

 

 

 

 〈入会式〉 

 

  株式会社荘内銀行長井支店     

    支店長 佐藤 和幸 氏 

 

 

                 伊藤克也会長から 

                バッチを受け取る 

                佐藤和幸会員(写真右) 

 

 

〈会長バッチ授与〉 

 

 

 

        前年度の会長、 

大山友規憲直前会長(写真右)から 

        今年度の会長  

伊藤克也会長(写真左)へ 

手渡されました。 

 

 

長井ロータリークラブ会長    伊藤 克也       第２８００地区ガバナー    齋藤 榮助 

長井ロータリークラブ幹事    小笠原信吾          第 6ブロックガバナー補佐   横澤 寿彦 

例 会 日       毎週火曜日 12：15～13：15         例 会 場     タスパークホテル℡0238-88-1833 

事 務 局   長井商工会議所内  ℡0238-83-2047    会報委員  土屋 茂樹・横澤 寿彦・寒河江良一   

                                  栗田 正彦・髙橋勇喜知 



⑶ 会長挨拶                                      伊藤克也会長 

 皆さんこんにちは。 

先週の公式訪問例会には、大雨にもかかわらず、横澤寿彦ガバナー補佐

を始め多くの会員に出席を頂き無事に終了できました。心より感謝いた

します。ありがとうございました。 

 

本日は、横山照康会員の新入会

員卓話となりますので、TASのス

タッフに例会場へ残って頂き、自

己紹介をお願いしました。 

私が幹事をさせていただいた齋藤

裕之(会長)年度初めにも 同じよ

うに鴨川さんらにご挨拶を頂きました。 

例会の中止を経て、６月に再開した際は、アイリスにて例会を行い、先月

は中央会館にて例会を行ったわけですが、数か月ぶりに例会場が元のアゼリアになり、ホームな感覚です。 

 

毎回の例会に使用してきたラジカセがだいぶ老朽化してきた事と、移動例会の持ち運びを考慮して、最新式の

CDラジオを新調しました。 

 

８月の月間テーマは、会員増強となります。 

私は、この会員増強について、その文字のごとく、会員を増やす事により、クラブなり団体が力を増すという風

に解釈をしておりましたが、ロータリーにおける、他の地区やクラブの資料等を拝見しますと、今年度の目標の

１つに掲げました現会員の充実や、例会の楽しさ。又、クラブの問題点の洗い出しその対応の手段等々、このテ

ーマが 7～８月という年度の初めに設定されることにより、今年度のクラブの方向性を考えることに繋がってい

る様です。 

 

先般行われた４クラブの前年度及び今年度の会長、幹事（当クラブは副会長）出席による情報交換会は、今年

度開催予定されている、各クラブの諸行事にお互いが参加するきっかけ作りになるものと思います。こうした集

会は今までに行われなかったものですが、これも会員増強に当てはまるロータリー活動だと思います。 

色々な会員増強活動を展開して頂きたいと思います。 

 

⑷ 幹事報告                                     小笠原信吾幹事 

・２８００地区より，２０２０－２０２１矢口信哉ガバナーエレクト年 

度事業につき，事務局を開設しましたとのご案内がありました。 

・ＲＩより，ご案内が３点ございます。 

 １ 友事務所の対応時間の変更及び連絡先についてのご案内がありまし    

た。ロータリーの友についてご連絡なさる会員の方は，加藤さんに確認

の上，ご連絡ください。 

 ２ １００周年切手が発行されるとのことでした。９月１８日から購入 

できるとのことですので，ご案内いたします。 

 ３ 新入会員向け，クラブ向けの資料について，ネット配信が始まりました。

配信対象となる資料が多岐にわたりますので説明を省略いたしますが，一度，

ＨＰをご覧いただければと思います。 

・ソロプチミストよりゴルフコンペのご案内が届いております。 

  ９月９日（水）です。 

  ４名１パーティーとなりまして，個別にお声かけをさせていただきます。 

・早退届をお預かりしております。 

   井上晴雄会員，大山友規憲会員の２名でございました。         日本ロータリー100周年切手↑ 

 

⑸ 委員会報告 

親睦委員会(梅津喜博委員長)              

   8月 18日(火) PM6:00～  中央会館 

       夜の例会 国際交流ビアパーティー 

            地域おこし協力隊 



   60周年記念事業実行委員会(尾形和夫実行委員長) 

                               

       本日 8月 4日(火) 午後 6時 30分より  

場所は「きらく」に於いて 

第 1回の実行委員会を開催します。 

該当の委員の方はよろしくお願いいたします。 

 

 

   第 6ブロックガバナー補佐(横澤寿彦ガバナー補佐) 

ガバナー公式訪問で一緒にクラブを訪問しております   

他クラブの出席率は 70～80%くらいと思われます。 

訪問会場が「座敷」であったり、年次計画の発表が 

非常に簡素化されている方がいたり、そう 

いったことを今後話したいと思います。 

ガバナー月信の表紙に国宝が使われていく 

そうです。 

 

   プログラム委員会(村田剛委員長) 

    9月のプログラムについて理事会において承認されましたので報告いたします。 

    第 1週 9月 1日(火) PM0:15～ 例会場   

        ゲスト卓話 ピアニスト 斎藤 友佳 氏      

    第 2週 9月 8日(火) PM0:15～ 例会場   

        新入会員卓話 河井 智寛 会員 

    第 3週 9月 15日(火) PM0:15～ 例会場   

        ゲスト卓話 アルカディア観光局 鷲見 孝 氏 

    第 4週 9月 22日(火) 祝日休会 

    第 5週 9月 29日(火) 月末休会 

 

 

   誕生日祝い(梅津喜博親睦委員長)      

    8月ご本人誕生日 

      齋藤 慎治 会員 16日 

      大山友規憲 会員 17日 

    8月奥様・ご主人様誕生日 

      寒河江良一 会員 12日 

      齋藤 慎治 会員 27日 

 

   在籍年数表彰(大山友規憲出席委員長)   

    7月                

      渡部 堅一 会員 16年 

      渡辺 清隆 会員 14年 

      寒河江良一 会員  2年 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                     



⑹ ニコニコ BOX 

   伊藤 克也 会長 横山会員の卓話期待します         

   小笠原信吾 幹事 佐藤会員 入会おめでとうございます。 

   大山友規憲 会員 新入会員の佐藤さんを歓迎して 

   尾形 和夫 会員 本日の卓話楽しみにしております。 

   齋藤 喜内 会員 横山会員の卓話を歓迎して 

   村田  剛 会員 横山さんの卓話楽しみです。 

            佐藤さんの入会を祝って 

                                       寒河江良一委員長 

          7/28(火) ニコニコ BOX(抜けておりました) 

                 齋藤 喜内 会員 ガバナーを歓迎して 

                 栗田 正彦 会員 ガバナーを歓迎して 

 

⑺ 新入会員卓話 

 横山 照康 会員     株式会社タスパークホテル 取締役専務 (長井商工会議所専務理事)   

 

 本日は新入会員である横山照康会員に卓話をお願いしました。 

横山照康会員は，長井市役所において２５年，産業部門を担当され

ておりました。２５年の中で触れたものから，日本や世界の中にお

いて位置づけられてきた長井市の歴史（米中心経済（第一次産業中

心）～工業化の時代（第二次産業中心）～工業化の時代の終焉（第

三次産業中心）という推移）を端的に整理してくれました。そして，

外貨獲得を行うべき手段を模索すべき時代にあるとの現状が示され

ました。 

かかる現状を起点として，農業・工業・商業のそれぞれの立場を分

析した上で，それぞれの立場にある者が行うべきこと，また，地域

が行うべきことの提案がなされました。 

異業種の集まりでもある当クラブにおいて検討するにふさわしい卓話をいただきました。当クラブにふさわしい

新たな会員をお迎えし，より当クラブを盛り上げて行ければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑻ 出席状況報告  次回例会にて 

 

⑼ 閉会点鐘                                    伊藤克也会長 


