
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 

天童ロータリークラブ年次総会 

“五大奉仕委員長を中心に報告” 
   

クラブ管理運営委員会～鞍掛彰秀委員長 

＊プログラム委員会・志田泰久委員長 

例会のプログラムを担当し、上半期、本日で２４回目の例会

を迎えています。１２月３日の理事会で、すでに、２月４日まで

の２８回の例会プログラムが承認され、活動は順調に推移し

ています。下半期も、楽しく、意義ある例会となるようなプログ

ラムを目指しますので、ご協力をよろしくお願い致します。 

＊出席委員会・今田治雄委員長 

  ○出席率の向上と無断欠勤をなくす 

  ○毎回の例会出席者の確認、ﾒｰｸｶｰﾄ確認、出席率 

  ○担当が月別の出席率の確認、上半期の出席率を公表ﾞ 

＊親睦・スマイル委員会・村山征彦委員長 

  ８／８～三クラブ（新庄・東根中央・天童東）合同ﾋﾞｱﾊﾟｰ

ﾃ- 記念講演・湯村章男先生 

  10/10～天童三クラブ合同芋煮会 

  11/07～3 ｸﾗﾌﾞゴルフコンペ 新庄ｱｰﾃﾞﾝ GC 

  11/12～100 ドル例会「究極の卵かけご飯」 

  11/26～三クラブ（新庄・東根中央・天童東）合同例会 

     新庄東山焼き「ゆめみの宿･観松館」で例会 

  12/10～ｸﾘｽﾏｽ家族会・ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ、参加総勢 89 名 

  ○下期は、合同新年会、三クラブ（新庄・東根中央・天童

東） 合同観桜会、ﾌｨﾅｰﾚ例会を企画 

＊クラブ会報委員会・武山茂委員長 

  ○作成上のミスは多いが、目標どうりの担当分担を推進中

  ○前半は会報ｽﾀｲﾙの定着で精一杯、後半は内容充実 

  ○1/7 に例会担当～斎藤栄一委員の卓話 

＊記録・広報・雑誌委員会～原田正夫委員長 

  ○ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰの一環として、ﾛｰﾀﾘｰの友の情報を流す 

  ○本来は二か月に一回の情報発信が必要なので、しっか

りとこなしていきたい。 

 

会員増強・研修委員会～米野幸治委員長 

＊8/20 会員増強の担当例会でﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞを行い 

  沢山の情報リストを頂いた。この度きらやか銀行の 福富 

  礼儀氏が反対がなければ入会となります。 

  2/18 の担当例会で講師例会を予定しています。 

 

職業奉仕委員会～（分銅昭夫委員） 

＊○通常例会にて「職業宣言文」の朗読を行ってます。 

  ○9/6 地区の「職業奉仕ｾﾐﾅｰ」に参加 

  ○10/15 職業奉仕月間に当クラブ会員企業の「半澤鶏

卵」さんを訪問した。 

 

社会奉仕委員会～佐藤栄治委員長 

＊○7/16 天童高原の「ﾛｰﾀﾘｰの森」の整備を行う。 

○12/10 ｸﾘｽﾏｽ家族会を実施、寄付金￥52,000 円 

  ○12/17 担当例会に、地区社会奉仕委員長の 

    阿部栄一郎氏を講師としてお招きした。（↓つづく） 

通算例会 1412回  

本年：23回 

例会日：2014年 12月 24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

会長挨拶  村山光男会長 平成 26 年 12 月 24 日

第 23 回例会クラブ年次総会 

 皆さん、こんにちは。今日はクラブ 

年次総会であります。 

村山年度前半を振り返る時期が訪 

れたということになります。無我夢中 

でやっているうちに半年が過ぎてし 

まったのかと疑問を抱くようなことも 

あります。実感としては実に短く感じるところであります。

長くは決して感じることはありません。 

 3 月のＰＥＴＳに始まり、地区協議会、各奉仕グループ

セミナーの参加があり、自クラブの毎週の例会あいさつ

の原稿作成とスピーチ。50 名会員を預り背負うというこ

とは実に重い責任を感じると共に、なんと有意義なこと

ではないかとプラス思考に思えることがあります。それ

はなぜか？自問自答してみれば、ひとつはロータリーを

改めて勉強することが出来る、勉強させられるという環

境、立場ができること。もうひとつは、ロータリーを通じて

多くの人との出会いがあり語らいがあり、発見があること

です。 

このことは何を意味するかと言うと、４つのテストが常

に自分の心の中に自然と存在するようになり、職業人と

しての倫理原則が少なからず理解出来るような気持に

なって実践しなければならないと強く意識するようにな

ったということだったのです。 

しかしこれは、東クラブの多くの先輩達がこれまで

延々と努力して 30 年間に築かれた信頼と友情の

証となる石垣があればこそと思っております。及ば

ずながら私も私たちも一つの石となり東クラブの石

垣に積み上げが出来ればと思っております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

出席報告   今田治雄 委員長 

本日会員５0 名（49 名）・出席者 35 名・出席率 71.43％ 

※前々回出席率を：：：％⇒83.67％に修正致します。 

スマイル  （平成２６年１2 月 24 日例会） 紹介：永山和敏君 

 

 村山光男 ６カ月有難う、あと６カ月間もよろしくお願いします 
 伊藤 繁 金婚です 
 乙高昭市 スマイルが少ないとの事でしたので、今年も残り半分よろしく 
 阿部米位 鎌倉宮司に本暦頂きました、本年の運勢が楽しみです、有難う 
 工藤一夫 12/19 会員誕生日 
   天童高原スキ－場へ皆様おいで下さい 
 新関弥一郎 来年もよろしくお願いします 
 古瀬正勝 年次総会よろしくお願いします、残り６カ月よろしく協力お願いします 
 永山和敏 １年間」お世話様でした、又ソング、並びにスマイル発表今日まで 
   きました、もう少しありますので、がんばります 
 鞍掛彰秀 年次総会よろしくお願いします 

幹事報告   古瀬正勝 幹事 

 

1、 新春賀詞交歓会 1月 5日(月)PM5:30 
天童ホテルにて 

2、 三クラブ合同新年会 1月 14 日(水) 
受付開始 PM5:30 天童ホテル 

3、 社団法人天童生年会議所より OB 会員合同新年会 
の案内届いています。 

4、 山形県社会福祉協議会より、賛助会費納入の知らせ 
5、 福富礼儀氏の入会審議が 12 月 17 日の理事・役員会
で行われ、皆様のﾊｶﾞｷ審査の上 1/7 に最終審議 

6、 1 月 21 日と 2 月 4 日の例会が交換に成ります。 
7、 今年も残す所７日となりました。体には充分注意して 
1 月 7 日の例会で元気にお会いしましょう。 

 

 

委員会報告 と その他 H26 年 12 月 24 日 
1、出席委員会 今田治雄委員長 

本日、上半期の例会出欠を提示しました。間違ってお

られる方は出席委員会まで一報願います。 

2、会報委員会 武山茂委員長 

今日の発表者は、発表項目を武山までファックスか 

メールで送ってください。会報に使います。 

3、新関 PGA 

差し上げたストラップのベルトにつける部分に不具合が

あり、リコールします。 

希望者は申し出ください。 

○次年度・米野年度の理事・役員が発表に成りました 

 

   

 ○下期は、3/11 に担当例会、五月にひまわり園生との花
    いっぱい活動を予定してます。 
 
国際奉仕委員会～野川晶弘委員長 
＊今年度上半期の活動内容を報告いたします。 

 今年度は活動方針のひとつであります「タイの浄水器贈呈

プロジェクト」を支援するために、グローバル補助金制度の

申請を行いました。新関のパストガバナーお力添えもあり、

みごと補助金が適応になりました。 

  9 月 10 日の担当例会ではその経緯を武山委員から報告

していただきました。 

 

青少年奉仕委員会～相馬勝博 

＊○9/3 担当例会で、地区青少年奉仕委員長の 佐藤孝子  

   氏をお招きして卓話を頂いた。 

  ○11/8 地区青少年奉仕ｾﾐﾅｰに会長・幹事・エレクト 

   と共に参加した。 

 

ロータリー財団・米山奨学会委員会～赤塚弘実委員長 

＊○11/19 地区 R財団・佐藤豊彦委員長と和田 實 財団

奉仕プロジェクト小委員長を招いて卓話を頂いた。 

  ○10/1 地区 松村米山委員長とモンゴルからの奨学生 

    ムンフﾄﾞﾙさんを招いて卓話を頂いた。 

  ○10 月米山寄付金 24 名 3,300 ドル ￥349,800 円 

  ○11 月 R財団寄付金 30 名 ￥340,000 円 

 

ＳＡＡ～白鳥 功 委員長 

＊○例会の進行を乙高昭市副ＳＡＡに担当してもらい素晴ら

しい進行となっております。欠席時は前國井和行副SAA

   にお願いしております。 

  ○コーヒータイムも例会を和やかに楽しくしている。 

○ソングは永山和敏氏のタクトで盛り上がっております。 

 

会計～佐藤 豊 委員長 

＊前期会費は全員早い内に納入でした。1 月は後期会費の 

  納入時期ですので前期同様早めの納付をお願いします。

 

30 周年記念実行委員会～分銅昭夫実行委員長 

＊来年 4月 26 日の記念式典、実行委員会の正副委員・部

会長の打ち合わせを 6/18、12/15 の二回行いました。 

  記念事業として 

① 舞鶴山公園整備～モミジか桜の植樹 
② マロステェカ RC との友好クラブ締結の調印の確認 
③ 祝賀会で津軽三味線のコンサート 
以上のことを各部会で計画中です


