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まず、私事ですが 11 月 3 日秋の叙勲で旭日双光章を受賞するこ
とが公表されました。大変名誉なことでありますが、これもひとえにこれま
でご支援とご指導を頂いた多くの皆さんのお陰であり、心から感謝申し
上げます。今回の受章につきましたは、地方自治功労で主に議員とし
ての功績ということですので、ご承知のように議員は選挙で当選しなけ
ればなれないものであり、私個人というより応援して頂いたすべての人の
お陰で頂いたものであると言えます。最初の話があったのは、確か春ころ
だったと記憶していますが、市の担当者から受賞対象者として推薦した
いが、もし決定したら受けますか、という話がありました。たまに対象者で
断る人がいるので確認したいとの話でしたので、私は単に個人の栄誉と
いうだけでなく、これまで応援して頂いた方々に対する感謝にもなるもの
との思いで受ける考えであることを伝えました。その後、数度のやり取り
があり、10 月初旬に内定の通知を頂きました。市や県からは、公表に
なるまでは、口外はしないでほしいということでしたので、今日ロータリー
の皆さんへのお礼の挨拶となったことをご理解頂きたいと思います。公表
になってから今日まで、多くの方から御祝のお言葉を頂きましたことを重
ねて感謝申し上げます。知事からの伝達式が 24 日に予定されていま
すので、まだ手元に賞状がありませんので、実感がわかない面もあります
が、賞に恥じないようにこれからも努力していきたいと思いますので、皆
様の引き続きのご指導、ご支援を賜りますよう、よろしくお願いします。
さて、本日の卓話は遠藤伴明会員から頂くことになります。ロータリー
財団委員会としての話になるのか、詳しくは聞いていませんが、先々週
の例会でも触れました、24 日の 60 周年記念事業のピアノ寄贈につ
いて、多くの市民の方より好評の声を頂きました。会員の皆さんの所に
も届いているものと思いまますが、私の友人からは、長井駅が新しくな
り、その活用について考えていたところ、駅ピアノという話しを耳にし、市
の若手職員が考えて実施してくれたのかと思った。市の職員も大変良
い発想を出してくれたと感心していたところ、ロータリークラブが贈ったもの
と分かり、大変良いことをしてくれた、という話を頂きました。その外にも
好評を頂き、長井ロータリークラブを市民の皆様に認識して頂く機会に
もなったものと思います。
このことは、財団の補助金を使った事業にも参考になるものと思いま
す。これまでの事業の選定内容は、どちらかというと市でほしいものはな
にか、不足しているものは何かを、市に打診して決定するという傾向が
強かったと思います、また、ロータリーの本年度地区方針でも、今後
SDGｓの目標を重視したものを行うということが出されています。そこ
で、これからの事業の在り方は、市民の皆さんが思っていることを、もっと
リサーチし、市民目線での社会貢献事業の選定を行っていくことが必
要ではないかと思います。次年度の財団の補助金申請の段取りもして
いかなければならない時期にもありますので、大いに意見交換してこれ
からのロータリー活動につながるものとなることを期待したいと思います。
本日の卓話と直接関係ない話となったかもしれませんが、遠藤会員
の話を楽しみにしながらお聞きしたいと思いますので、存分に思い語って
頂きたいと思います。
私事に時間を割いての挨拶となったことにお詫びして本日の挨拶とし
ます。
大道寺 信 会長
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幹事報告
・在宅勤務延長のお知らせ 国際ロー
タリー事務局より。
・ロータリーの友事務局より連絡方法
を継続するお願いがありました。
・１１月１６日に理事会を開催しま
す。
村田 剛 幹事

各種報告

ニコニコＢＯＸ
２０２１－２０２２

・秋の叙勲において旭日双光章を授章し
ました。皆様のご指導とご支援の賜物で
あり，心から感謝いたします。
大道寺 信 会長
・遠藤さんの卓話楽しみにしています。
尾形 和夫 会員
・遠藤伴明会員への感謝をこめて
伊藤 克也 会員
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齋藤慎治会員，佐藤隆径会員，
尾形和夫会員，土屋茂樹会員，
梅津喜博会員，遠藤伴明会員，
横澤寿彦会員，齋藤裕之会員，
大道寺信会員，横山照康会員
おめでとうございました。
会 SAA

より

・ウメモドキという植物をご存知でし
ょうか。種が熟すとはじけます。はじ
けた種が梅の花の形になるので，
梅擬きと名付けられました。
・本日はツルウメモドキをお持ちしま
した。最上川の堤防のあたりに咲い
ております。
SAA 渡邊 清隆
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今年度、ロータリー財団・米山記念奨学会委員会委員長を仰せつかり
ました遠藤です。
11 月はロータリー財団月間ですので、財団のお話をします。また、財団
の話と財団とは関係ありませんが、私の仕事、調剤薬局の現状について話
をさせて頂きます。
ロータリー財団は、1917 年のアトランタ大会で「世界でよいことをしよう」
というビジョンが発表され、1928 年のミネアポリス国際大会で「ロータリー財
団」と正式に命名されスタートしました。財団は国際ロータリーの一部ではな
く、慈善活動を目的とする公共慈善団体であり管理委員会によって管理さ
れています。
会員卓話
遠藤 伴明 会員
２０２１－２０２２
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そしてロータリー財団には使命があります。その使命とは、ロータリアンが
人々の健康状態を改善し、質の高い教育を提供し、環境保全に取り組
み、貧困をなくすことを通じて、世界理解、親善、平和を構築できるよう支
援すること。という使命です。分かりやすいところではポリオを根絶するための
活動などがあります。そのために我々は年間一人 150 ドルを目標に寄付を
するよう努力しています。内訳は 100 ドルが年間の会費より、残りの 50 ド
ルは個人の任意に頼り地区を通して寄付するよう目標を掲げていますが、な
かなか難しいのが現実です。世の中には、特にお金持ちには別にロータリー
に入らなくても寄付が必要と思えば個人で寄付をするという考えがあるのも
事実です。しかし我々ロータリアンの寄付は同じ額を寄付したとしても個人の
寄付とは大きく違うと私は思います。グローバル補助金、地区補助金などを
活用し地元に対し奉仕活動や人道支援を行えますし、何よりもロータリアン
やローターアクターがつながり、協力し計画的かつ着実で、長期的な成果を
生み出していることです。そのためにも皆さんの寄付が大事ですので、宜しく
お願いします。
次に調剤薬局の現状ですが、コロナの話題で大きく取り上げられていませ
んが、今世の中では薬が不足しています。特にジェネリックといわれる薬が非
常に不足しています。原因は昨年富山県にある小林化工という製薬メーカ
ーの不祥事が始まりです。皆さんも今まで飲んでいた薬のメーカーが変わるこ
とがあるかもしれませんが、需要に対して供給が追いつかないのが原因です
のでご理解を頂きもうしばらく我慢をお願いしなければならないかもしれん。よ
ろしくお願いします。
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本日の出席率
７６．００％

※次回例会の
場所はアイリスで
す。
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次回例会

１１月１６日(火)
12：15～
ゲスト卓話
長井市デジタル推進室
室長 小倉 圭 様

