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■ロータリーソング ：

国家斉唱

■ゲスト紹介 ： 無
■船出乾杯
出席会員全員で大道寺年度の無事を祝い乾杯をいたしました。
※ノンアルコールです。

■会長バッジ引継式 ：
前年度伊藤克也会長から大道寺信会長へ会長バッジを引き継ぎました。

■会長の時間（挨拶・報告）
： 大道寺信会長
本日は２０２１－２０２２年度長井ロータリークラブの初例会となります。こ
の 1 年間会長の大役を務めさせて頂きますので、あらためて会員の皆様のご協力
をお願い致します。
まず、静岡県熱海で発生した土石流で被害にあわれました皆様にお見舞いを申
し上げます。また大雨による被害が出たことになりますが、土石流発生時の映像
は、その恐ろしさを目の当りにし、恐ろしさを感じ、いつ起こるかわからない自
然災害に対する対応の重要さを改めて思い知らされました。
さて、クラブの新年度にスタートにあたり、まずはこの一年間会長を務めてこ
られました伊藤会長、小笠原幹事に心から感謝申し上げます。いうまでもなくコ
ロナ禍の中での活動となり、数多くの計画の変更等があり、ご苦労が多かったの
ではないかと推察し、しかし適切な判断での運営をされてこられたことに重ねて
感謝と御礼を申し上げる次第です。
そのあとを受けての活動になりますが、コロナの動向は高齢者のワクチン接種
も進み、収束の方向に向かうことが期待されていますが、変異株の感染拡大やオ
リンピック・パラリンピックの大きなイベント開催の影響の懸念等もあり、依然
として予断を許さない状況にあると言えます。感染対策の継続はもとより、気が
緩まないようにしていくことが大事であると考えますが、コロナの動向には臨機
に対応していきたいと思いますので、引き続きのご理解とご協力をお願いしま
す。
具体的な方針並びに重点目標については、すでにお示ししておりますので、
重ねて申し上げませんが、是非会員全体で取り組み、目標が達成できますよう重
ねてお願い致します。特に、創立 60 周年事業の取組が最大の目標と考えていま
すが、私クラブに入会したのが平成 27 年 1 月ですから、まだ 7 年しかたってい
ませんので、50 周年事業には参加していませんので、皆さんからのご指導、ご協
力は欠かせないと思っています。そもそもそういった経歴からして大事な 60 周
年時の会長で良いのかという小見は持っています。振り返ってみますと入会のキ
ッカケは、当時の会員であった福田和子さんから勧誘を受け、当時福田さんがや
っておられたリバティハウスでお会いした長井ロータリークラブの多くの会員
の皆さんと仲良くさせて頂いていたことからであったと思います。しかも、ロー
タリーの中身を全くと言い程知らない状況でありましたので、
正直言って会長や幹事等の役職に就く考えは全くありませんでしたが、渡邉清
隆会長時の幹事を引き受ける羽目になったことが大失敗だったかもしれません。
が、私よりも若い年代の人が、もちろん入会年数が長いことはありますが、漢字
や会長を堂々と務められている姿を見せてくれたことから、私で役が立つのであ
ればとの思いでやらせて頂くことになりました。特に、私の子供と同じ年代の斎
藤圭央会員が幹事を完璧にこなしたこと、一回り以上下の大山さんや伊藤さん、
そして小笠原さんがコロナ禍という中でこなしたこと等があったからでありま
す。年は取っていますが、気持ちは若いつもりで頑張っていきたいと思います。
具体的な、活動については理事会での十分な議論や委員会活動の充実等を行
いながら、コロナ後も見据えて”明るく、楽しい”クラブ運営を心掛けていきた
いと思いますので、重ねて 1 年間のご協力とご指導をお願いします。

■幹事報告 ： 村田剛 幹事
本年度幹事をお引き受け致しました村田です。一年間よろしくお願いします。
・２８００地区斎藤榮助ガバナーより昨年度のお礼状をいただきました。
・今年度ガバナー事務局が開設したとのご連絡をいただきました。
・ホームページリニューアルのご連絡がありました。
・会長幹事宛てにオフィシャルＬＩＮＥが出来ました。
・第４回理事会を次週行います。理事の方々はご参加下さい。
・７月２０日，水陸両用バス乗車及びビアパーティーの詳細をお手元にお配り
しております。出欠のご回答をお願いします。水陸両用バスは，ダムの水量によ
って欠航となる場合がありますので，欠航の際にはご了承ください。また，ビア
パーティーの支払については，夏旅キャンペーンを利用したいと考えておりま
す。キャンペーンに基づく補助がありますのでお得です。皆様のご参加をお待ち
しております。

■委員会報告：
大道寺信会長
・寒河江良一会員の退会に伴い，後任の高内さんから入会申込をいただきました。理事会による確認済み
です。本日，氏名公開をいたします。ご意見は７月１２日までお寄せ下さい。
■皆出席表彰及び在籍年数表彰 ： 伊藤克也会員
・皆出席会員 ７名（順不同）
横澤寿彦会員 伊藤克也会員 大道寺信会員 土屋茂樹会員
村田剛会員
尾形和夫会員 小笠原信吾会員
・在籍年数表彰 ３名

■誕生日のお祝い ： 渡部堅一親睦委員会委員
・誕生日
ご本人
奥様

２１年 栗田和彦会員
１年 河井智寬会員 横山照康会員

齋藤喜内会員 齋藤裕之会員 村田剛会員

■ニコニコ BOX： 齋藤圭央委員
（順不同）
大道寺信会長 １年間よろしくお願いします。
横澤寿彦会員 大道寺新年度スタートを祝して
井上晴雄会員 新しい会長・幹事さんにエールを贈って
手塚典雄会員 大道寺年度のスタートを祝して
齋藤喜内会員 大道寺会長の船出を祝って
遠藤伴明会員 大道寺・村田丸の船出を祝って！！
齋藤裕之会員 大道寺会長・村田幹事のスタートを祝して
渡部堅一会員 大道寺丸スタートを祝って
伊藤克也会員 大道寺年度のスタートをお祝いして。村田幹事頑張ってください
浅野敏明会員 大道寺年度スタートを祝して
土屋茂樹会員 大道寺・村田年度を祝して
小笠原信吾会員 この一年が良き一年となりますように
齋藤圭央会員 大道寺会長，村田幹事のスタートを祝して
村田剛幹事
一年間よろしくお願いします
渡邊清隆会員 大道寺年度のスタートを祝して

■活動計画Ｐart１
・会場監督 渡邊清隆ＳＡＡ
【 活動方針 】
１．例会の秩序と品位を保ち、質の向上を目指す
２．効率の良い、できるだけ時間通りの例会を行う
【 活動計画 】
１．来賓を迎える際、起立・先導・拍手等、品位あるマナーを保つ
２．終了時間を守りつつ、会の進行、ゲスト卓話等の時間の確保に努力する
３．座席のローテーションを行う中で各委員会ごとのテーブルをつくり委員会の話
もできるような配置も行う
月１回ぐらい演壇に花を飾り、例会に楽しさ華やかさ、潤いを添える

・会員増強・ 尾形和夫委員長
【 活動方針 】
１，会員相互の親睦とコミュニケーションを深め会員の融和を図る。
２，会員の役割を明確にして、その任務の重要性を認識し、退会防止に努める。
３，会員それぞれが当クラブに誇りを持ち、会員の増強に努める。
以上３項目を重点目標として「純増 1 名」を目標とします。
会員皆様のご協力をお願いします。
【 活動計画 】
１，定期的に委員会を開催する。
２，地域の情報、新入会員予定者の情報を収集する。
３，入会候補者へロータリークラブの各種情報を提供する。
４，新入会員セミナーの実施

・出席委員会 伊藤克也委員長
【 活動方針 】
例会出席は、会員の責務です。創立６０周年を迎えるにあたり会員の意識向上の
為これからの長井ロータリークラブとしての存在価値を高める為にも出席の方策と
前年度を上回る出席率の向上を目指して参ります。
今年度の重点目標を踏まえて、コロナウイルス感染防止の観点と、従来通りの出席方
法に加えて、オンラインによる例会、地区セミナーへの出席実施、ＩＴ委員会やニコ
ニコＢＯＸ委員会を始めとする各委員会と連携を図りながら、活動を展開していきま
す。他クラブへのメークアップについても検討していきたいと思います。
【 活動計画 】
１例会時の出席率の発表(地区への報告)
２オンラインによる出席の実施
３例会における在籍年数表彰の発表
４例会欠席時の連絡の徹底と、ニコニコＢＯＸの奨励
５会員への例会案内（メール配信）
・プログラム委員会 横山照康委員長
【活動方針】
これまでも例会のゲスト卓話では各分野の身近な先駆者のお話を聞くことができま
した。2021－2022 年度はコロナ禍の終息を前提に、例会を通じてさらに発想のヒン
トとなる様々な知見に触れて参りたいと思います。
【活動計画】
1． 各会員のネットワークから各分野の人材バンクを整理し、年間を通じた構成とな
るよう卓話をお願いしていく。
2． 年間を通していただいた卓話を知見のデータベースとして、その情報を幅広い仲
間と共有し、新たな交流機会に活用していく。友達の輪を広げていく。
・親睦委員会 渡部堅一委員
【 活動方針 】
会員同士の親睦をより深めるとともに，各会員の家族において当クラブ活動
にかかるご理解を得られるよう企画立案してまいります。
【 活動計画 】
1. ビアパーティー
8月
2. クリスマス例会(忘年会)
12 月
3. 新年会
1月
4. 観桜会（長井中央 RC 合同） 4 月
5. 最終例会
6月
6. 例会時における誕生日・結婚記念日の発表 毎月
・広報・ＩＴ委員会 斎藤圭央委員長
【 活動方針 】
会員の皆とロータリーの情報を共有し、行動の規範を考えて頂き、良きロータ
リアンになる事の手助けをする。
地域社会・一般方々に認知度を高め、ロータリーイメージの向上を図る。
【 活動計画 】
１，例会において「ロータリーの友」の紹介
２，ＳＮＳ等を用いた広報と周知
３，リモートを活用した各種行事等の参加や例会の開催

・会報委員会 小笠原信吾委員長
【 活動方針 】
伝統的に行われている例会等の様子を会報にまとめ，公表することによって，当クラブの活動に
関する情報を会員に限らず広くお届けする。
会報の内容は従前からのものを引き継ぐとともに，時流にあわせた形を取り入れることも検討し
たい。
【 活動計画 】
1．会報を制作するために必要な情報及び写真などを収集する。
2．会長・幹事・ニコニコＢＯＸ・卓話・出席状況報告等においては，委員会外の各会員に対し，
引き続きご協力をお願いしたい。
3. 会報の周知は，ホームページへの掲載及びメール配信を行いたい

