知り合いを広めることによって 奉仕の機会を

地区目標
奉仕の機会を国際奉仕と職業奉仕に

通算例会 1399 回 本年：10 回
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

会長挨拶 村山光男 会長
皆さん、こんにちは。実りの秋となり、新米
がスーパーに並び始めました。2014 年産
米の作柄は上々で昨年並み以上の収穫
で農協が農家から買い取る新米価格は
昨年より 1 割以上も下がり、小売りで流通するコシヒカリは
5ｋｇ税込で 1800 円前後と聞いております。高齢化と人口
減で更に食べる量も人も減って 13 年産米の多くが余って
いるのも価格下落に拍車をかけているようです。このこと
は農家の収入に直結する問題でもあり、あまり喜べない
部分でもあります。
また、高齢化の状況が１４日に総務省から公表されまし
た。65 歳以上の高齢者人口が 3.296 万人、75 歳以上の
後期高齢者が 1.590 万人と言う事で、4 人に 1 人が 65 歳
以上、8 人に 1 人が 75 歳以上というのが日本の人口年
令構成になっており、いずれも過去最高ということになりま
す。これも団塊の世代の我々1948 年、49 年生まれが 65
歳になったのが一因であると言えます。高齢者の 1 人世
帯も 552 万世帯に達しています。50 年後も人口 1 億を維
持する地方創生を進める政府も長期ビジョンを年内には
まとめようとしています。政府がこのまま放置して手をこま
ねいていれば、約半数の市町村が消滅する可能性があ
るというショッキングな試算が出たところであります。少子
高齢化は実に深刻な問題であり事態であります。
さて、天童東ロータリークラブ創立 30 周年記念の重点
事業項目のひとつでありますイタリア・マロスティカ地区
のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの友好盟約の親善訪問団の結成メン
バーと日程を先日の理事役員会に上程しまして大筋を
説明したところでございます。ここで改めて 8 名の訪問団
のメンバーを発表させて頂きます。会長ｴﾚｸﾄの米野幸
治さん、パスト会長の村山与四郎さんと武山茂さん、ﾛｰ
ﾀﾘｰ財団委員長の赤塚弘実さん、広報委員並びに市議
会議員の矢萩武昭さん、そして 30 年前の 1985 年マロス
ティカ初代訪問団長押野宏さんの私設秘書である特命
全権委員の野沢純子さんと会田悠理さんの女性 2 人か
らなる構成メンバーがこの度の訪問団であります。
訪問期間は 10 月 4 日〜12 日までの延べ９日間の日程
であります。ｱﾘﾀﾘｱのミラノ直行便で約 13 時間の飛行時
間となりﾍﾞﾆｽ､ﾏﾛｽﾃｨｶとロータリーの例会場のあるバ
ッサーノデルグラッパにそれぞれ滞在します。10 月 7 日
〜10 日までの 4 日間は現地のロータリークラブとの交流
を深めます。9 日の木曜日夜 8 時からは、公式訪問例会
となり盛大な歓迎例会パーティーとなる予定であります。
最後になりますが、東根温泉の青松館において本日午
後 6 時 30 分より第 3 ブロック内の池田ガバナーの公式歓
迎会があり、幹事の古瀬さん共々出席して参ります。

例会日：2014 年 9 月 17 日
例会場：天童ホテル
クラブ会報委員長 武山 茂

本日のプログラム
＊通常例会

「庭園管理士とミニ庭園の魅力について」
講師 庭園管理士 阿部敏昭氏
講師紹介
プログラム委員会 志田委員長
昭和２０年生まれ ミニ庭園工房
植敏を運営しており、楽しい趣味
の世界に誘ってくれるでしょう。私
達のなじみの建勲神社武者行列
の指導・育成にもあたっています。

阿部敏昭氏講話
庭の得ることにより、自然の
息吹・安らぎ・生理的な欲望
の満足・防災にも繋がる。
<土> 窒素・リン酸・カリの三要素が必要
PH6.5 最適
露地植えと鉢植えがあるがいずれも通気性と排
水性が重要。
植え付けの時期は光・通風・乾湿のあるとき。
落葉樹…落葉した頃
常緑樹…発芽前か成長の止まって
いるとき
手入れ、水かけは、噴霧器で一日一回ごみを洗い
落とすことも目的
紅葉の原因
葉に糖が集まることから紅葉する。
寒暖の差があるほどきれい
舞鶴山のもみじ 植栽後百年以上経つ
盆栽は裏表があるが、ミニ庭園は四方から鑑賞でき
ます
石のいきおい…形・色・大きさ
石の重み …年代の積み重ね
石のサビ …鉄分を含む・物静かな趣
野生の樹木は大きくなると自然に樹形が整います。庭
植えする樹木は限られた場所で育てる為、手を加えて
大きさや姿を整える必要があります。樹形を整える事
を「整枝」、整枝をするために枝を切る事を「剪定」とい
います。

幹事報告
古瀬正勝 幹事
1、 天童３クラブ合同芋煮会の
案内が届いております。
日時：１０月１０日(金)
場所：滝の湯ホテル受付 18：00
開会 18：30 出欠を FAX で
送りますので事務局へ返信を！
2、 ガバナー事務所より地区大会
の案内が届いております。
日時 １０月２５日(土)に鶴岡で開催。出欠 FAX
返事を宜しくお願いします。
3、ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ連盟より支援の御願が届いております。
４、２１日(日)の尾花沢で行われる「ｲﾝﾀｰｼﾃｨｰミーテ
ィング」でﾊﾞｽで参加の方、AM １２：００ と成りますので
時間をお忘れないで下さい。

スマイル

歓迎 村山光男

（平成２６年９月１７日例会）
紹介：永山和敏君
本日のゲスト、阿部敏昭さんを心よ
り歓迎申し上げます。

米野幸治

阿部敏昭様、「ミニ庭園の魅力に
ついて」の卓話、楽しみです。

新関弥一郎 阿部さん、お話楽しみです。
押野 宏
庭園管理士の阿部さん、卓話楽し
みです。

緑 三郎

委員会報告とその他の出来事

同窓生の阿部さん、今日はありがと
うございます。

分銅昭夫

※委員会報告
○本日の委員会報告はなし

同級生の阿部先生、久しぶり、ご
教授よろしく。

古瀬正勝

※その他の出来事
○本日の司会〜 乙高昭市 副 SAA
○職業宣言文の斉唱〜伊藤則雄さん
○ソングタクト〜赤塚弘実委員長・鞍掛彰秀委員
○プログラム 講師への謝辞 鞍掛彰秀副会長

同窓生の阿部さん、卓話楽しみだ
す。

志田泰久

庭園管理士・阿部さんの卓話を
楽しみにします。

鎌倉景昭

阿部さん、今日はご苦労さまで
す。たのしみにしています。

永山和敏

阿部敏昭さん、卓話ごくろう様で
す。よろしくお願いします。

感謝 乙高昭一

２回続けて休みをいただきました。
司会進行役を国井さん原田さんに
務めていただき、ありがとうござい
ました。

訂正

前回例会（９月１０日）のスマイル紹介者が半澤
清彦さんとなっていますが、永山和敏さんが当日

出席報告 後藤重雄 委員
本日会員５0 名（48 名）・出席者３７名・出席率 77.08％
※前々回出席率を６２.５０％ に修正致します。

の紹介者でした。お詫びして訂正いたします。

