
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 

❇通常例会「旬な話題」卓話 

「～指定管理者となって～その後の”天童高原”」 
「ＮＰＯ天童高原」 理事長・工藤一夫氏  

事務局長・緑 三郎氏 
 

工藤一夫理事長の卓話 ① 

「指定管理者となって～その後の 

天童高原～」4 月 1 日より指定管 

理者として業務がスタートしたわけ 

ですが、スキー場のゲレンデの片 

づけやリフトの搬器の撤収や整備、 

ロッジの解体に伴う備品の整理や 

保管等々の作業が大変でした。しかし 5 月 1 日から

のキャンプ場の開業にあわせ、「憩いのステージ（白

樺）」のオープンにこぎつけ、早速来てくれたキャン

パーの方々に感謝されました。5月25日の「634の松

交流イベント（夏山開き）（憩いのステージオープン

記念）」もいろいろな催し企画もでき、参加者の皆さ

んより楽しんでいただきました。「わらび取り体験」「ベ

テランガイドと行く新緑ウォーク」そして牧草地の刈

取りや、遊歩道整備、キャンプ場整備等々の業務に

も精を出して行ってまいりました。夏休みに入ると保

育園や学童、育成会、ほかサークルのキャンプ場利

用や体験学習の対応で大変でした。新たに企画し

た「アドベンチャー・デー」 

「自由研究教室」「夏の星空観賞」も好評でした。遠

くは盛岡や仙台の方からも登山やキャンプに来てい

ただき、景観の素晴らしさ、トイレが綺麗になったこと

や売店ができたこと、子供たちの遊び場があること

など、喜んでいただくことができたと感じております。

また、5 月の中旬に開きましたホームページのアクセ

スもたくさんいただき、本日で26300一日平均200に

なっており、天童高原を知っていただくのに役立って

おります。 

9 月以降についても、様々な体験型利用の申し込み

が来ております。高校生の修学旅行での体験活動

や、他県よりのそば打ち体験、震災被災者支援の芋

煮会等々です。総力を挙げて対応し、利用していた

だくよう努めたいと考えています。 

これからスキーシーズンを迎えるに当たり、いろいろ

な準備や、地域交流センター（ロッジ）の開所で大

変ですが頑張ります。今後の事業にも是非皆様のご

協力をお願い申し上げます。 

会長挨拶  村山光男 会長 

 皆さん、こんにちは。連日のテレビ、 

新聞報道ニュースで広島市の大規模 

な土砂災害を目にする度に、被災者の 

ことを思うと何とも気の毒としか思いよう 

がありません。死者 66 名、行方不明者 

21 名になったと発表がありました。安倍晋三首相も被災

地を視察して「激甚災害」に指定する方針を表明された

ようです。地区ロータリークラブとしても広島土砂災害で

甚大な被害を受けた被災者のために救援金の協力体

制をとってはいかがでしょうかと考えるところであります。 

 本日は遠い国、タイのバンコックより我がクラブと友好

クラブであるスリーウォンＲＣから山田廣志さんご夫婦が

訪問されました。皆さん方にご紹介を致します。ご存知の

ように 2005 年～2006 年の阿部米位会長時代にタイの子

ども達へキレイな水を提供しようと浄水器をスリーウォン

ＲＣと共同で贈呈したのが始まりであります。あれから毎

年の様にタイを訪問しては浄水器を送り続けて 10 年目

を迎えます。これは天童東ロータリークラブの誇れる長期

展望に立った国際支援奉仕事業であるとクラブ全員が

自負するところではないかと思っております。私も平成 24

年 2月にタイを訪問した際は山田さんには大変お世話に

なったこともあり改めて感謝を申し上げます。 

 さて、本日は天童東ロータリークラブ創立以来の第一

号名誉会員に決定された野川桂一さんを招いておりま

す。野川桂一さんはご存知のように、1984 年 4 月に創立

した天童東ロータリークラブ会員 25 名の初代会長として

尽力され、翌年の 1985 年 10 月には国際ロータリー第

1653 番目の認証順位を頂き認証状の伝達式を挙行さ

れました。以来 30 年間、当クラブに多大なる功績を収め

るなか、2003 年には国際ロータリー第 2800 地区のガバ

ナーを務められ我々にロータリーの夢と希望を与えてくれ

ました。このことを讃え、天童東ロータリークラブ定款第 7

条「会員身分第 6節」の名誉会員に推選され先般の理

事役員会によって正式に野川桂一さんを名誉会員に認

定することに承認致したところであります。 後ほど野川さ

んには当クラブより名誉会員第1号の認証書と10年分の

会食券を贈呈致しますので、今後とも健康で長生きされ

ロータリーに食事に来て下さることを希望致します。 

 最後になりますが、本日の例会講師は会員であります

工藤一夫さんと緑三郎さんよりＮＰＯ天童高原の理事長

と事務局長の立場で「特定非営利活動法人」の現況を

お話しして頂きたいと存じますので宜しくお願い致しま

す。 

通算例会 1396回 本年：07回

例会日：2014年 8月 27日 

例会場：天童ホテル 

クラブ会報委員長 武山 茂 

知り合いを広めることによって 奉仕の機会を

国際ﾛｰﾀﾘｰ認証番号 1653番 
認証加盟日 1985年 4月 11日 第 2800地区第 3 ﾌﾞﾛｯｸ 
例会日 毎週水曜 12時 30分~13時 30分 会場：天童ﾎﾃﾙ 

2 0 1 4 - 2 0 1 5  会 長  村 山 光 男  幹 事  古 瀬 正 勝

地区目標 

奉仕の機会を国際奉仕と職業奉仕に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  今田治雄 委員長 

本日会員５0名（48名）・出席者41名・出席率85.42％

※前々回出席率と共に後日に行います。 

本日のプログラム 
❇通常例会「旬な話題」卓話～続き② 

「～指定管理者となって～その後の”天童高原”」 

 

天童高原芝桜構想の夢 

事務局長  緑 三郎 

私は天童高原スキー場のゲレンデを 

芝桜でいっぱいにしたらどんなに素晴 

らしいだろう。県内は勿論県外からも 

何万人いや何十万人もの観光客が 

来るのではないかという夢があります。 

山形には世界的にも有名な蔵王 

スキー場があります。グリーンシーズン 

には坊平高原があります。アスリートの高地トレーニングを

目的としたナショナルトレーニングセンターやクロスカント

リーなどで一歩も十歩も先んじていて、天童高原で真似

をしても適う者ではない。そこで近辺では見られない芝桜

の大パノラマを夢見たわけです。有名な観光地は山梨

県の８０万株の芝桜が見られる「富士芝桜まつり」です。野

川桂一さんが今年見てきたようですが、平地の為全体を

見渡す為の高いステージが造られているようです。天童

高原の場合はゲレンデなので全部見渡せます。幸いこの

天童高原芝桜構想に賛同してくれる企業も出てきて実現

の可能性が見えてきました。市民の株分け運動や企業の

協賛などを頂きながら、毎年少しずつ進んで行きたいと

考えております。 

委員会報告とその他の出来事 

※委員会報告 

 ○ゴルフ愛好会 

   村山光男会長杯 9 月 27 日 AM7：20 開始 

 

  ※その他の出来事 

  ○本日のビジター  

   ・バンコク スリウォンロータリークラブの山田ご

夫妻 案内役の阿部米位さんご苦労様でした。

   ・天童ロータリークラブ 鈴木修次（現会長） 

  ○本日のセレモニー 

   ・野川桂一氏が６月の新旧理事会で、我がクラ

ブ初の『クラブ名誉会員』に推薦されておりまし

た。７月１日より確定しておりましたが、認証書と

プレゼントの会食券の作成が遅くなり本日の認

証書授与式となりました。野川桂一名誉会員に

おかれましては、今後とも我がクラブの例会と

会合に気軽に参加されるよう、会員一同お待ち

しております。 

スマイル (平成 26 年 8 月 27 日) 

 紹介：半澤清彦委員 

 天童高原 
   相馬勝博 工藤さん、緑さん卓話楽しみです。 

   山口 孝 工藤さん、緑さん卓話ご苦労様です。 

   永山和敏 工藤さん、緑さん卓話楽しみです。 

   鈴木修次 工藤さん、緑さんの卓話に感謝 

   緑 三郎  天童高原の PR をさせて頂きます。 

   工藤一夫  久ぶりにｽﾋﾟｰﾁさせて頂きます。 

    志田泰久 工藤理事長・緑事務局長本日の卓話宜

しくお願いします。 

名誉会員 

  野川桂一 お招きありがしました。孫達が帰りホッ 

トしました「どこもEUは寒くビールは旨か

った」というレホートです。 5 口 

 佐藤 豊 野川PGお久しぶりです。時々来て下さい。

 水戸部陽一 野川桂一先輩にお会い出来嬉です。 

          また来週も会いましょう。 

  阿部米位 野川 PGの名誉会員第１号おめでとうご

ざいます。 

 武山茂   野川 PG 名誉会員就任おめでとうござい

ます。また宜しくです。  

山田さんを歓迎 

 村山会長 友好クラブの山田さんを歓迎、あの節は

お世話様です。 

 工藤一夫 山田さんご夫妻大歓迎いたします。2 口目

 水戸部陽一 ｽﾘｰｳｫﾝRCの山田さんを歓迎。 2口目

  志田泰久  ｽﾘｰｳｫﾝ RCの山田さんを歓迎。 2 口目

  阿部米位  ｽﾘｰｳｫﾝ RCの山田さんを歓迎。 2 口目

  今田治雄  ｽﾘｰｳｫﾝ RC の山田さん訪問に感謝 

 高橋繁夫  浄水器贈呈式ではｽﾘｰｳｫﾝ RC さんに 

         3 回お世話になりました。 

 斉藤幸雄  山田さん天童にようこそ、訪問時はお世

話様。 

 新関彌一郎 山田さんを歓迎して。 下記 2 口 

その他 

 伊藤則雄 今日は講習会の為早退します。22 日の雹

害大変でした。当社でも損害受け大変で

すが、車は任せてください。 

 新関彌一郎 女性薬剤師が相手を探しています。23

～33 才のｲｹﾒﾝ独身男性を紹介下さい。

赤塚弘実 ①日頃の皆様へ感謝を込めて！ 

       ②NPO 天童高原-工藤・緑両氏の頑張りに 

       ③ソング副ﾘｰﾀﾞｰ 永山さんに感謝して 

       ④連日の 30 度を超す天気に感謝して 

       ⑤早退します。   5 口 

幹事報告   古瀬正勝 幹事 

1、９月 21日インターシティミーティング、

担当は尾花沢 当日天童市役所前 

バス AM11：15 分出発です。 

2、米山梅吉 賛助会員 W3,000 

 


