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■ロータリーソング ：    ４つのテスト 

             

■ゲスト紹介 ： 第６ブロックガバナー補佐 近野 永順 様 

 

 

■入会式 ： 東北電力ネットワーク株式会社 長井電力センター 所長 高内 政勝 会員 

 
 

 

 

 

■表彰式 ： 大山友規憲会員 大久保パストガバナーより大久保年度の会長職を慰労して 

       横澤寿彦会員  長井ロータリークラブよりガバナー補佐の大役を慰労して 

長井ロータリークラブ会長    大道寺  信
まこと

       第２８００地区ガバナー    矢 口 信 哉 

幹事    村 田  剛
つよし

       第 6ブロックガバナー補佐   近 野 永
ひさ

 順
ゆき

 

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    ＵＲＬ：ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｎａｇａｉ－ｒｃ．ｊｐ 

Ｅ－ｍａｉｌ：info@nagai-rc.jp  会報委員 小笠原信吾 横澤寿彦 高橋勇喜知 寒河江良一 土屋 茂樹 
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■会長の時間（挨拶・報告）： 大道寺信会長 

 

本日の例会は、先週に引き続きクラブ協議会で委員会の活動方針及び計画

について報告して頂きますので、よろしくお願いします。また、第 2800地区

ガバナー補佐の近野永順（ひさゆき）様に出席頂いております。27日のガバ

ナー公式訪問を控えていますので、ご指導、ご助言も含め宜しくお願いしま

す。 

 

さて、コロナウイルス感染状況は、東京都の感染者が増加していることか

ら、４度目の緊急事態宣言が発出されました。３度目の緊急事態宣言解除か

ら蔓延防止措置移行後わずか 3 週間余りでの発出であり、その対応について

は不満や疑問の声もでています。また、対策として出された飲食店の酒類禁

止を伴う休業要請では、休業に応じない店には金融機関からも応じるように

要請をしていくこと、さらには酒類販売業者に取引停止を行うことを要請す

るなどとしています。しかし、これには批判が相次ぎ、金融機関からの要請

については撤回を余儀なくされました。当然のことであり、酒類販売業者へ

の要請も含め信じられないような対応であると思います。合わせてオリンピ

ックの原則無観客開催については、開会まで 2 週間を切った時期での判断で

あり、遅かったとの声も多くあります。いずれにしても、なんとなくうんざ

りする暗い話ばかりが続いていますが、明るい材料としては大リーガーの「大

谷翔平」選手の連日の大活躍ではないでしょうか。 

 

その内容は、言うまでもないものですが、これまでの常識を超えたもので

あることは衆目の一致するところあると思います。今日もオールスター戦の

ホームラン競争に出ておりますし、明日はオールスターで 1 番 DH,先発ピッ

チャーの二刀流で出場すること決定したとの報道がありました。これも大リ

ーグのオールスター戦初であり、大谷のためにルールが変更されるのだそう

です。何といっても、投打両方をやる二刀流は日本でもやっておりましたが、

俗にいうリアル二刀流言われる同じ試合で両方とも行うというのは、日本で

もやりましたが、今年はこれが定番として行われるということと、すでにピ

ッチャーで 4 勝を挙げ、ホームランも打つという結果が出ていることであり

ます。今や伝説のベーブルースの再来、あるいは超えたと言われています。



また、野球の能力、実績のみならず、その人柄や行動等も大きな評価が出て

おり、日本はもとより、全米でも大ヒーバーです。 

 

今後は、後半戦でも活躍してホームラン王になることや、2 桁の勝利数を

挙げることが期待されますが、後はけがのないように祈るところであります。

一方で、ここに至った経緯は当然ながら、本人の才能、能力と努力のあるこ

とは論を待たないところですが、プロ入りからの経緯にもあると言われてお

ります。最初はドラフトでは、当初二刀流を希望し、日本でなく大リーグに

いくことを希望していたようですが、日本ハムの栗山監督が二刀流を認める

ことを表明して入団を促したことから決断し、スタートしたことにあります。

栗山監督は球団とも掛け合い、二刀流ができる環境をつくり、育ててきたこ

とで実績を積んだことが今につながる大きな一つ要因であると思います。2

つ目は大リーグに移籍時に一時ヤンキースが有力と言われていましたが、ヤ

ンキースでは二刀流ができる可能性が低いと感じて、エンゼルスを選んだと

言われています。そして、現在のエンゼルスの監督が二刀流を積極的に行う

考えを持っていたことも要因と言われています。さらには、肘と膝の手術に

より、身体的な心配も取り除いたことも大きいと思います。結果として、本

人の能力、努力が第一ですが、その能力を引き出すための環境づくり等に指

導者を含め周辺がどれだけの力を注ぐかであると思います。私たちロータリ

ーは会員の拡大が大きな課題でありますが、入会するための環境づくりや、

特に若い人の能力を引き出すような取り組みを模索して必要があるのではな

いかと考えます。 

 

以上であいさつを終わります。本日もよろしくお願いします。 

 

 

 

■幹事報告 ： 村田剛 幹事 

 

 ・日本のロータリー１００年誌が出来ました。ご案内致します。 

 ・これまで当クラブと親交がありました親和会より解散のご案内をいただきま

した。 

 

■委員会報告：  

 

 

・６０周年記念事業実行委員会 尾形和夫 委員長 

 組織図を再考いたしました。部会をまたいだ人事異動が若干あります。ご確認くだ

さい。 

 記念事業の進捗を報告いたします。一つの事業について夏休み中に目処がつきまし

た。一つの事業についても施設管理者の応諾をいただきました。 

 

 

 



 ・親睦委員会 梅津喜博 委員長 

７月２０日に予定されております水陸両用バスの旅及びビアパーティーのご案内

をいたします。ふるってご参加ください。 

 

 

・プログラム委員会 横澤寿彦 委員 

 ８月のプログラムを発表いたします。 

■ニコニコ BOX： 河井智寬委員長 

 

 

（順不同） 

・大道寺信 会長 高内会員を歓迎して 

・伊藤克也 会員 高内会員，近野ＡＧを歓迎して 

・ 梅津喜博 会員 大道寺年度のスタートを祈って 親睦活動へのご協力をお願

いします。 

・小笠原信吾会員 近野ＡＧを歓迎して  

会員のご家族がＮＨＫのど自慢のチャンピオンとなったことを祝して 

 

 

■活動計画Ｐart２ 

 ・職業奉仕委員会 土屋茂樹 委員長 

 

 

【 活動方針 】 

ロータリーでは、職業奉仕こそがロータリーの基本であり根幹であると言われ 

ております。ロータリアンが職業奉仕・奉仕の理想を理解し、職業上高い倫理基 

準を保ち、社会に奉仕する機会として、各会員が互いに学び合い、親睦へ繋がる 

活動していきたいと思います。 

また、「ロータリーの目的」の昌和、「四つのテスト」斉唱も継続して行って 

いき、四つのテスト「真実」「公平」「好意・友情」「みんなの為」を実践でき 

るよう、取り組んでいきたいと思います。 

会員の皆様にご指導をいたたきながらクラブの更なる向上のため、一年間、努 

めてまいりますので、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

【 活動計画 】 

1. 「ロータリーの目的」の唱和 

2. 「四つのテスト」の斉唱 

3. 職業奉仕セミナーへの参加 

 

 

 

 

 



 ・社会奉仕委員会 浅野敏明 委員長 

 

【 活動方針 】 

 本年度も引き続きコロナ禍における活動となりますが、ロータリーの重点分野に新

たに環境問題が取り上げられたことにより、地域社会においても国連で定めた持続可

能な開発目標ＳＤＧｓの１７目標に沿った活動を行わなければなりません。                                    

 本年度の社会奉仕活動は、持続可能な社会への奉仕活動として、ロータリークラブ

の理念である「みんなのためになるかどうか」を原点として実践していきます。                           

【 活動計画 】 

1． ＳＤＧｓに沿った長井ロータリークラブ独自の社会奉仕活動の実践 

2． ちいさな親切の会クリーン作戦への参加 

3． 未来の夢計画による寄贈物の現況の確認 

4． 桜づつみ（最上川左岸館町南地内）の維持管理への協力 

・青少年奉仕・国際奉仕委員会 大山友規憲 委員長 

 

【 活動方針 】 

１．青少年奉仕活動                            

 青少年育成はロータリー活動の根幹とも言える部分であり、次世代を担う若い人達

を育てて行く為、当クラブ独自の計画と地区の活動方針に沿った活動を行う。 

２．国際奉仕活動                             

 グローバル補助金の内容を勉強し、当クラブで活用できるものがないか検討する。

又、国際奉仕についての理解を深める為、セミナーへの積極的な参加や地区委員をお

招きしての卓話を企画する。  

【 活動計画 】 

１．青少年奉仕活動                            

 ①：長井ロータリークラブ杯英語弁論大会の継続・実施           

 ②：地区の活動方針に沿った活動を行う                  

２．国際奉仕活動                             

 ①：グローバル補助金の内容を勉強するため、国際奉仕に係るセミナーに積極的に

参加する。                              

 ②：グローバル補助金を当クラブで活用する方法を検討し、立案する。    

 ③：国際奉仕についての理解を深める為、地区委員をお招きしての卓話を企画する。 

 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学会委員会 梅津喜博 委員 

 

１．ロータリー財団 

【 活動方針 】 

コロナ禍であってもロータリー財団の活動には変わりがありません。目指すところ

は常に同じです。世界理解と平和を達成すべく地区、クラブ目標に沿って活動する。                                   

【 活動計画 】 

会員の理解を求めて年間目標の一人１５０ドル（ポリオプラス１０ドルを含む）の

寄付を達成する。そのために例会時に積極的なボックスへの寄付を募る。                                    

  

２．米山記念奨学会 

【 活動方針 】 

米山記念奨学事業は、“日本と世界を結ぶ「懸け橋」となり、ロータリー活動の良き

理解者となる人材を育成する”ことが使命ですので当クラブとしては寄付目標を達

成し米山記念奨学会に貢献すべく活動する。                  

【 活動計画 】 

例会時にボックスへの寄付を募り年間目標の１５．０００円を達成する。      

地区委員会へ卓話を依頼し事業の内容の理解を深める 

 

 

 

 



・ニコニコＢＯＸ委員会 河井智寬 委員長 

 

【 活動方針 】 

会員の自由意志による善意の寄付先としてニコニコ BOX を設置し，いただいた善意

は，クラブ活性化や奉仕活動の財源として活用する。 

 

【 活動計画 】 

1. 寄付の際に，会員や事業場のお祝い事や出来事，クラブに向けたメッセージ等を

添えていただき， 報告時に内容を披露することにより例会の盛りあげを図る。 

2. 3ヶ月毎に寄付額の報告を行う。 

 

■委員会活動計画協議 

 ・活動計画の発表をうけ，担当理事が掌握する委員会ごとに協議を行いました。 

 

 

   
 

 

 

 

■ＳＡＡより  

  本日は，クラブ演台に「ねじり花」を添えました。記念植樹

をした場所に野生していたお花です。記念事業を思い出とともに

例会をお楽しみください。 

 

 

 


