例会日 2012 年 7 月 4 日

例会場 天童ホテル

会長挨拶
武山 茂 会長
皆さんこんにちは、私はロータ
リークラブに入会して２４年に成
ります。押野宏さんや伊藤繁さん
が２度も来て下さいましてクラブ
に入会致しました。
以来２４年間とても楽しいを過
ごさせて頂きました。
幹事二回やってＲＣの役目も終わりと思っていまし
たが突然の指名により会長をやらせて頂きます。
このクラブに欠点は無いか？盲点が只一つ。ある
時に一つ気付いたこと、７０才以上の年齢の塊、昭
和１９年生まれの塊、昭和２３年の塊、次は昭和２８
年の塊と来るはずでしたがそれが出来ておりませ
ん。
２３年組が元気なのでバランスが保たれているので
すが・・・・会員の世代の流れを繋げて行きたい、そ
んな気持ちから今年度の会長テーマを 繋げる組織
を創ろう にしました。これから続く新関弥一郎ガバ
ナー年度、当クラブの３０周年へと、若い世代の会
員増強と共に当クラブの良さ繋げて行きたいと思い
ます。他にも繋げて行きたい事は、先輩の皆さんが
創ってきた我がクラブの元気さと外への発信力、一
人ひとりのクラブへの愛着、仲間への思いやり、親
睦と楽しい行事と奉仕の共有、社会に貢献出来る
奉仕の実践で在ります。
出席率の向上を加え今年度の活動目標 ６項目
としました。先輩の方々が創り上げて来た素晴しい
天童東ＲＣを、さらに一歩進めて明日に繋げる組織
造りに邁進いたします。一年間のご協力をお願い申
し上げ所信の挨拶とします。
幹事報告 土屋 政浩 幹事
1．ガバナーエレクト事務所よりガバ
ナー事務所への変更のお知らせ
が届いております。
2．ガバナー事務所より「新世代奉
仕セミナー開催」のご案内が届い
ております。
3．ガバナー事務所（細谷年度）より、「祈り」の応援へ
のお願いが届いております。
4．本日例会終了後、ロビーにて理事役員会を開催し
ます。
出席報告 後藤 重雄 委員長
本日会員 50 名(48 名) 出席者 41 名 出席率 85.40％

通算 1302 回

本年度 1 回

★本日のプログラム★
『クラブ協議会』 武山茂 会長、土屋政浩 幹事
ＳＡＡ 水戸部陽一 例会場の気品を保つように努力し特
に講師例会時の欠席者を少なくする。例会時の司会は副
ＳＡＡにお願いして、ゲスト・ビジターの接待と欠席者の減
少に務める。今年もコーヒータイムの実施行う。
クラブ管理運営委員会 村山光男 当委員会は、当クラブ
の運営に当たる重要な委員会の集まりと認識しておりま
す。例会プログラムは会員の士気高揚に大きく影響しバラ
ンスのとれた例会を行う出席率向上に心がけ欠席者のメイ
クアップ要請を行う、会員同士が親しく交流できる親睦例
会を目指す。会報は見やすく、読みやすくを心がけ紙とホ
ームページで。記録広報は年次計画・報告書を作成し、
市民にも情報を公開しロータリー活動を理解してもらう。
会員増強・研修委員会 横尾 博 全会員の協力によって
若手会員の増強に務めると共に、クラブの活性化を通して
退会防止につなげ一人でも多くの会員を目指します。若
手会員増員 3 名目標、新入会員セミナーの開催。
職業奉仕委員会 相馬勝博 自分の職業において、職業
奉仕とは何かを問い直し、社員及び顧客満足度の向上に
よる企業の繁栄につなげてもらう。
社会奉仕委員会 工藤一夫 全員が社会に貢献出来る
事業を目指そう。地区と共に東日本災害支援を行うひまわ
り園生との継続事業を、新たな視線での活動を探りともに
実践して行く。社会鍋を継続し目的を明確にし効果を上
げる工夫をする。地域社会のニーズを探り活動に生かして
行く。
国際奉仕委員会 米野幸治 国際視野を広め、国際間の
相互理解と親善を推進する。浄水器の贈呈を本年も継続
し身の丈に合った程度で考える。震災被災地の復興には
時間とお金が掛ります。この先、他クラブとマッチンググラ
ントで支援出来ないか、勉強する。
新世代奉仕委員会 橋本重幸 時代を担う若い世代の健
全な育成と活動を支援し新世代の基本的ニーズである、
健康人間の価値、教育、自己開発を認識し、将来への準
備を促し養成することの趣旨と重要性を理解する。
Ｒ財団・米山奨学会委員会 村山与四郎 Ｒ財団及び米
山奨学会の使命と理解を深め財政の支援を推進する。Ｒ
財団米山月間に理解を深め多くの会員より寄付をお願い
したい。
＜委員会報告＞
★前年度会長
志田 泰久 直前会長
前年度、皆出席表彰のロータリーマネーの有効期限
が間違っておりました。２３年１２月→２４年１２月に
訂正願います。
★
高橋 繁夫 社会奉仕委員会委員
第３９回日本臨床整形外科学会が１０月６〜８日に
山形市を中心に開催されます。

スマイル （平成 24 年 7 月 4 日例会） 紹介：分銅昭夫君
武山

茂

2012〜2013 年度 1 年間宜しくお願いします。 ⑤
〃
高橋ガバナー補佐を歓迎致します。7 月 13 日誕生日 ②
土屋 政浩 今年 1 年間、よろしく願います。 水
高橋寛人 AG 天童東ＲＣさんに教えて頂きに参りました。宜しくお願いします。 水
志田 泰久 武山会長船出おめでとう御座います。土屋幹事と思いっ切り活動して下さい。
高橋寛人ガバナー補佐を歓迎します。 奥様誕生日
水⑤
横尾
博
武山・土屋丸の船出を祝して。
水
〃
高橋ガバナー補佐の来訪を歓迎します。
野川 桂一 武山・土屋丸、船出おめでとう。ロータリーを楽しんでね。
〃
会報委員長退任に当たり １）メール発信する事が出来るようになった。
自分のメールアドレスを発見することができ、教えて頂いた横尾・瀬野両氏に感謝
新関弥一郎 昨日の山新一面、小沢一郎の左写真に孫 3 人がのりました。
矢萩 武昭 新関弥一郎大先輩ガバナーエレクト就任心からお祝い申し上げます。
〃
武山会長年度のスタートを心からお祝い申し上げます。
③
〃
高橋繁夫先生、第 39 回日本臨床整形外科学会山形研修会会長就任おめでとう。
押野
宏
武山会長ついでに新関ガバナーエレクト頑張ってください。
③
水戸部陽一 武山会長ようやく始まりますね、土屋幹事共々活躍して下さい。高橋 AG を歓迎 ③
鞍掛 彰秀 武山新会長の 1 年間のご健康を祈ります。
②
高橋 繁夫 武山年度の船出を祝します。
〃
第 39 回日本臨床整形外科学会（紅花の里山形研修会）が山形市を中心に
10 月 6〜8 日に開催します。
伊藤
繁
武山・土屋丸本日就航。
分銅 昭夫 武山・土屋丸一年間頑張って下さい、親睦・スマイル委員長をよろしく。
村山与四郎 武山・土屋丸の船出を祝して。
斎藤 栄一 武山・土屋丸の順調な船出を祝い申し上げます。
佐藤
豊
武山さん土屋さん活躍を期待しております。7 月 30 日で 61 歳です。
②
古瀬 正勝 武山丸の船出おめでとう。一年間の航海長い様で短いですよ！万々歳の船出を！
山口
孝
武山・土屋丸の船出を祝って。それと私事ですが昨年に続いて今年も一年間
めざわりなカメラマンを務めますのでよろしく！
斉藤 幸雄 祝 武山会長・土屋幹事一年間ご苦労様です。
柴崎 勝義 武山会長・土屋幹事の船出を祝って。
メタボリック・Ｔ 先日のゴルフ・バ‑ディ 3 ヶ×500 同伴競技者のＦ君 1 ヶ計 2000 円
原田 正夫 新年度に入り副ＳＡＡを務めます。大変不慣れですが皆様のご協力よろしく。
瀬野 芳雄 武山・土屋年度の出発に拍手を。
水
工藤 一夫 新武山年度 社会奉仕委員会よろしくおねがいします。
水
阿部 米位 武山年度のスタ−トです期待します本年度も天童東ＲＣを楽しませて頂きます。水
赤塚 弘実 武山年度、プログラム委員会よろしくお願いします。
今田 治雄 武山会長・土屋幹事一年間ご指導宜しくお願いします。ご苦労様です。
水
野川 晶弘 不慣れな委員長ですが一年間よろしくお願いします。
水

