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四つのテスト  1 真実かどうか   2 みんなに公平か   3 好意と友情を深めるか   4 みんなのためになるかどうか 

令和 2年 9月 15日（火曜日） 第 2,830回        ＜例会報告 NO.8＞    

【月間テーマ】 基本的教育と識字率向上月間      ゲスト卓話   アルカディア観光局  鷲見  孝 氏  

 

SAA  渡部 堅一 副 SAA 土屋 茂樹 

ゲスト入場 

 

⑴ 開会点鐘                                      伊藤克也会長 

 

⑵ ロータリーソング「 それでこそロータリー 」 

 

ゲスト紹介 

 やまがたアルカディア観光局 

       理事 鷲見  孝 氏              

  

 

 

 

 

 

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 



食事   

                本日の食事   

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 会長挨拶                                      伊藤克也会長 

 

 皆さんこんにちは。本日は鷲見孝様をお招きしての例会となります。 

先週に引き続き、「ロータリーの友」について話を進めてまいります。

2003 年(平成 15 年)1 月に創刊５０周年を迎えるにあたり、これまでの

良い伝統を継続しながら新たな５０年のスタートに相応しい新鮮な「ロ

ータリーの友」とするべく２００１年から検討を始め翌年の７月号から

紙面を一新したそうです。B5判を A4変型判にして更に A４判にしてカ

ラー写真がきれいに出る様に用紙も変更する等、色んな絶え間ない変遷

を辿っている様です。掲載記事(コーナー)を新しくする一方で古いコー

ナーは中止する等、その構成や、インターネットとの共存等、時代の変

化に対応して来た経緯が伺えます。 

2020 年 3 月号には、長井中央 RC の梅津雄治会員の記事が約 4 ページに渡って掲載された事は記憶に新しい

ところです。現在のクイズコーナーの正解者には、山形工房のけん玉にロータリーの友のロゴマークを入れたオ

リジナル品を差し上げているという事で、長井の特産品が全国へ PRされる事は大変嬉しいことです。 

「ロータリーの友委員会」の欄には、委員長を筆頭に多くの会員の氏名が並んでおります。これは、地区のガ

バナー経験者から選出されるなどクラブの理事と同じく 3年前からその職務が予定されている等ロータリーの機

関紙もクラブと同じ選出方法にて決められていることを理解できました。会員の皆様も「ロータリーの友」を購

読する際は、そうした歴史や経緯を思い浮かべて頂きたいと思います。 

再来週の例会の休会について。 

先月（8月）の理事会にて、9月 29日の休会を決議しました。これは、私が今年度のスタート前に月末の休会

を提案したことを受けてプログラムを組んだものです。仕事を優先した上でロータリークラブの例会に出席する

という考え方から、この様な提案をしました。しかしながら、例会の休会規定に「月末休会」は存在しないとい

うご意見を頂戴しました。今月は、２回

以上の例会開催をクリアーした上で、例

年ですと地区大会や周年事業等が行われ

る時期ですので、例年通りの例会数かと

思います。 

会員の皆様にお願いとしまして、各委

員会の開催、或いは、今年度の目標とし

て掲げている創立 60 周年を見据えたメ

ークアップの推進の実践に取り組んで頂

きたいと思います。 

  

 

 

⑷ 幹事報告                                     小笠原信吾幹事 

 ・本日，第７回理事会が行われました。１０月プログラム及び６０周年記

念事業についてご承認をいただきました。 

・１０月２９日(木)に予定されていた４クラブ合同例会は延期となりました。

令和３年４月を検討しているとのことです。 

・１０月３１日(土)に予定されていた南陽臨雲ＲＣ２０周年記念式典は止

となりました。 

 

 



⑸ 委員会報告   

〇創立 60周年記念事業実行委員会 

         尾形 和夫 実行委員長 

 

 ・事業内容について 

  記念事業 記念講演・式典・祝賀会 

 ・組織について 

 ・開催時期・会場について 

 ・今後の日程について 

 

 

 

 

 〇プログラム委員会 

村田  剛 委員長 

  

 

 

 

 

 

 

10月プログラム 

 第 1週 10月  6日(火) タス例会場 ゲスト卓話 La Jom0n 熊谷 太郎 氏 

 第 2週 10月 13日(火) タス例会場  新入会員卓話     佐藤 和幸 会員 

 第 3週 10月 20日(火) タス例会場 ゲスト卓話 第 2800地区青少年奉仕委員会委員  

地区ローターアクト代表 鶴岡 RAC  板垣 沙織 氏 

  第 4週 10月 27日(火) 中央会館 夜の例会 ゲスト卓話      

㈱セブンスタッフ(会津若松市)  佐藤 喜幸 氏 

                               「コロナ禍の中で最高益の経営」 

 〇在籍年数表彰 

  9月 伊藤 克也 会員 16年 

 

  (8月分) 浅野 敏明 会員 6年 

 

  (昨年度皆出席) 齋藤 裕之 会員  

 

                                       大山友規憲委員長 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑹ ニコニコ BOX 

伊藤 克也 会員  ゲストを歓迎して。 

井上 晴雄 会員  ゲストを歓迎します 

小笠原信吾 会員  ゲストを歓迎いたしまして   

尾形 和夫 会員  ゲストを歓迎して 

齋藤 裕之 会員  ゲストを歓迎して 

村田  剛 会員  鷲見さんを歓迎して 

 

⑺  ゲスト卓話     

やまがたアルカディア観光局  理事  鷲見  孝 氏  

 

      1954年(昭和 29年) 4月生まれ 

      青山学院大学大学院 

         国際マネジメント経営科卒業 

      2017年 9月  

川西町に移住 

         株式会社長井観光 代表取締役社長に就任 

      立命館大学客員教授、青山学院大学大学院講師 

 

 やまがたアルカディア観光局 

  (長井市・南陽市・白鷹町・飯豊町によって 

設立された連携 DMO) 

 

  「日本最強のローカル」置賜。 

  体験と関係性をつくる新たな「観光」を提案 

 

  MISSION 

  東洋のアルカディアを子どもたちへ 

 

  VISION 

  日本最強のローカル 

 

  BRAND CONCEPT 

  やまがたアルカディア 

  ～新たな自分に出逢える郷山～ 

 

 

 

 地域貢献として地域を盛り上げ、地域づくりを通し地域のたくさんの方々が一体となり、地域の発展に寄与し

様々な取り組みを行っていることをお話頂きました。私たちも地域に生きる人間、経済人として、共感し、学べ

ること気づかされることが多い卓話だったのではないかと思います。 

 

 

                         伊藤克也会長謝辞 

 

⑻ 出席状況報告   

  

       本日の会員数 26名、全出席者数 20名 

 

              出席率は 76.9%です。 

 

                                       大山友規憲 委員長 

 

⑼ 閉会点鐘 


