知り合いを広めることによって 奉仕の機会を
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例会日：2014 年 12 月 17 日
通常例会
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 H26,12,17
会長挨拶 村山光男 会長
２０１４ １２．17 第 22 回 天童東ＲＣ通常例会
皆さん、こんにちは。連日、厳しい寒
さが続いております。お体には充分気
を配って頂きたいと存じます。
本日のゲストは、天童西ＲＣ所属の
第 2800 地区社会奉仕委員長 阿部
栄一郎さんです。ようこそいらっしゃい
ました。後ほど地区の社会奉仕活動について卓話を頂
きたいと思います、宜しくお願い致します。
先日の Xmas 家族会でもお話しを申し上げましたが、
先般の諮問委員会に於きまして 2017 年〜2018 年度の
会長予定者に赤塚弘美さんが指名され、12 月 3 日の理
事役員会に於いて満場一致で承認されました事をご報
告致します。ご期待とご健闘をお祈り申し上げます。
我がクラブの創立 30 周年記念式典日も 4 ヶ月後に迫
っており、分銅実行委員長が中心になり先日の 15 日、月
曜日に、第 2 回目の正副委員長並びに各部会長の打ち
合わせ会議を行いました。実行内容がまとまり次第、皆
様方に発表させて頂きますが、前段に各専門部会ごと
の部会開催のご案内がありますので、ご協力のほど宜し
くお願い致します。
さて、昨日、パキスタンの学校襲撃で 141 人の子ども
が殺害されたというニュースが本日ありましたが、12 月 10
日のノーベル賞の日本人物理学者 3 人の他に世界の注
目を集めたのが、ノーベル平和賞に輝いたパキスタンの
マララ・ユスフザイさん 17 才でした。史上最年少受賞者
となった彼女は、教育の充実を世界に訴えるもので女性
の教育を否定するパキスタンの武装勢力に銃撃され、
重体に陥った体験を演説したものであります。その内容
に感動させられました。
パキスタンの少女たちは学校に行くことを禁じられ、ム
チに打たれ、罪なき人が殺され全てが悪夢に変わり、次
の決心をしたそうです。「彼女には二つの選択肢がありま
した。一つは声を上げず殺されるのを待つか、もう一つは
声を上げて殺されることです。私は後者を選びました。」
とありました。なんと勇気のある行動でしょうか。
彼女が国連で叫んだことはもう一つあります。それは
「一人の子ども、一人の教師、一本のペン、一冊の本で
世界を変えられる」…と。
これはロータリーにも通じる平等、正義、平和をもたらす
識字率向上に貢献するロータリー活動の実践的目的に
見えてきました。政治家や世界の指導者だけでなく私た
ちロータリアンの使命、ミッションでもあるような訴えであり
ました。マララさんは今回の事件で声明を発表しました。
「私たちは決してテロには屈しません」と。

❇通常例会〜卓話 (担当：社会奉仕委員会)
「第２８００地区の社会奉仕活動について」
地区社会奉仕委員長
阿部栄一郎氏（天童西ＲＣ）
地区の社会奉仕委員会活動は①東日本
大震災復興支援の継続、②地区補助金を
活用しての社会奉仕活動の推進です。去
年から「未来の夢計画」として地区資金の
使い方も若干緩やかになってきました。
③地区内での社会奉仕活動の在り方と実践の研究を今年度は
やっております。 東日本大震災復興支援については昨年度も
新関ガバナーが県内に避難している方を中心に支援しましょう
ということで活動してきました。今年度も池田ガバナーは県内に
避難している方を対象にして支援をしていくことを考えていま
す。１１月末現在では、県内に４６１０人が避難しています。当初、
１３０００人ぐらいでしたが、現在では４６００人程度です。天童市に
もまだ３０７人が避難しています。今年度も、各クラブに復興支
援事業をお願いしています。復興支援事業の補助金申請は現
在８クラブから出ています。山形東・西・南クラブ、東根中央クラ
ブ、天童西クラブ、酒田スワンクラブ、鶴岡東クラブ、米沢上杉
クラブの８クラブです。その支援事業の内容は次のようになって
います。山形東クラブでは石巻での復興支援後の経過観察訪
問、山形南クラブは石巻災害復興支援協議会での話し合い、
山形西クラブでは石巻の仮設団地の方々を馬見ヶ崎での芋煮
会に招待、東根中央クラブは被災地東松島市での苗木の植樹
計画があり、鶴岡東クラブは鶴岡市に避難している８８所帯に灯
油券を配布した。米沢上杉クラブでは福島原発被災者フォー
ラムを開催した。天童西クラブは国際交流クリスマス会に今年
初めて避難者を招待しました。酒田スワンクラブはふれあいクリ
スマス例会の開催に当たり避難者を招待する計画です。６件が
終了しております。資金的にもまだ、若干の余裕があります。天
童東クラブの皆さんもこれから支援の方向で動いてもらえれば
非常にありがたい。
天童西クラブの国際交流クリスマス会の内容を紹介します。１
２月１４日に開催。全体で１６０名参加。被災者は２４名参加。当
初、避難者をどのように招待するかということを悩んだ。避難者
の名簿もありませんでした。そこで、天童市社会福祉協議会に
相談し、同協議会から避難者の皆さんにお誘いの話かけがあっ
た。これを今後とも続けるかは、まだ、未定です。将来は参加人
数が３０名、４０名と増えていくのかなとは思っています。
次に地区資金を活用しての未来のゆめ計画をお話します。こ
れは地区会員の皆さんが３年前にＲ財団に寄付した資金の２
５％が使える制度です。この金額は約４０，０００ドルです。為替レ
ートにもよるが約４００万円前後が使えます。使途は前よりも縛り
がなくなっており、使いやすくなっています。天童東クラブの皆さ
んにも申請をお願いしたい。申請していただければ大概は通り
ます。
今年度の各クラブの申請状況についてお話します。３５件の申
請があり、３３件を承認しています。年度をまたぐ申請となるた
め、来年度使いたいクラブは今年度、来年の３月までに申請を
してください。遅れれば間に合わなくなる。来年度の会長米野さ
んよろしくお願いします。遅れないで申請していただければいい
事業ができるのではないかと思います。 (↓つづく )

幹事報告

古瀬正勝 幹事

1 ｸﾘｽﾏｽ家族会、90 名の参加を頂き
ありがとうございます。
2, 新春賀詞交歓会 1 月 5 日、参加希
望の方は事務局瀬野さんへ。
3, 2800 地区ガバナー事務所より年末・年始休業のお知らせ
2014 年 12 月 27 日(土)〜2015 年度 1 月 5 日迄
4 年次総会(12/24)は、五大委員長の発表となります。
5 例会終了後、臨時理事･役員会を行いますのでﾛﾋﾞｰに
お集まりください。
6 本日より大雪の予報ですので、車の運転充分注意して
下さい。

委員会報告とその他の出来事
※委員会報告
○３０周年実行委員会 分銅昭夫委員長
１２月１５日実行委員会部会長会議を開催
＊市への貢献
舞鶴山公園の整備（もみじか桜の木を植樹）
＊マロスティカ RC との友好クラブ締結 式典にて調印
＊祝賀会で津軽三味線コンサートをする
○社会奉仕委員会 佐藤栄治委員長
先週のクリスマス家族会で社会鍋を実施、５２，０００
円頂きました。 有効に利用させていただきます。
※その他の報告〜
○宣言文の唱和 〜斉藤幸雄
○タクト
〜永山和敏
○謝辞
〜鞍掛彰秀副会長
○米山奨学会の表彰がありました。
瀬野芳雄･･功労者 M40 斎藤栄一･･功労者 M20
伊藤則雄･･功労者 10

出席報告 今田治雄 委員長
本日会員５0 名（49 名）・出席者 36 名・出席率 73.47％
※前々回出席率を 75.51％に修正致します。

次に 震災復興資金がございますが拠出している割に意外と
関心がない。１会員の負担金額がわかりますか。実は１人５０００
円ずつ出している。１６００名いるので８００万円集まる。これをまる
まる使うわけではないが意外と関心がない。この支援金を使っ
て新関年度は山形被害者支援共同ネットワークを立ち上げまし
た。県内のボアランティア団体とその地域のＲＣが共同して支
援をしようというというものです。これは県庁の中にある暮らし安
心局内被害者復興支援室と連携しての活動です。貴クラブの
志田さんにがんばってやっていただいた事業であるこのネットワ
ークに新関年度に１２件の申請があり色々な事業を実施した。
天童西クラブの支援は震災後１年経過してからアイビーという
ボランテア団体との連携で仮設住宅に収納棚を製作しました。
また、汚泥の除去作業もおこなってきました。これらの事業はキ
ャッシュフォーワークの仕組みを使っています。この手法は災害
時に被災者を復興支援事業に雇用し賃金を支払うことにより被
災地の円滑な復興と被災者自立支援につなげる事業です。２０
０４年、インドネシアのスマトラ沖地震の時にも使われ成果を上
げました。ただたんにお金や物資を提供するのではなく、被災
者の方々にも体を動かしてもらい、その対価として被災者に賃
金を支払うものです。
以上地区の社会奉仕はこのようなことをやっています。地域
のニーズをくみ取り、地区資金を活用して取り組んで頂きたい。
今年度の地区補助金の申請は来年の３月末が締切となる。是
非、来年の会長さんは考えて頂きたい。

スマイル(平成 26 年 12 月 17 日)
スマイル発表〜永山和敏委員
阿部米位 阿部社会奉仕委員長を歓迎
します
志田泰久 阿部栄一郎社会奉仕委員長、
本日の卓話よろしくお願います
佐藤栄治 阿部地区委員長本日の卓話よ
ろしくお願いします
鎌倉景昭 結婚記念日 いつもお世話に
なっております、お花有難う
緑 三郎 12/20 天童高原好き-丈オ−プン準備万全整いまし
た
斎藤栄一 地区社会奉仕委員長。阿部栄一郎さんを歓迎致し
ます
斎藤幸雄 阿部委員長を歓迎します、雪の中御苦労さまです
相馬勝博 地区社会奉仕委員長卓話楽しみにしています
佐藤豊
モンテデオＪ1 昇格来年楽しみです
ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ天皇肺準優勝、素晴らしい活躍でした。
分銅昭夫 /15 ３０周年実行委員会、記念事業の審議をして頂
きました
山口隆
阿部栄一郎委員長の卓話楽しみです 同級生です
高橋久雄 衆議院選挙の立会人をしました朝６時より夜９時まで
村山光男 阿部栄一郎社会奉仕委員長を第歓迎致します
新関弥一郎 モンゴルで勝った帽子とってもあったかいと今日わ
かりました
水戸部陽一 阿部栄一郎地区社会奉仕委員長を歓迎します
古瀬正勝 阿部地区委員長卓話よろしく、今日から大雪充分
注意してください
米野幸治 阿部委員長雨の中御苦労さまです、卓話よろしく
お願いします
五百沢繁 会員誕生日 お花有難うございます

