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

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

天童 3 ｸﾗﾌﾞ合同例会・新年会 平成 27 年 01 月 14 日
＊主幹担当ホストクラブ/天童東 RC
参加クラブ /天童 RC /天童西 RC
ホストクラブ会長あいさつ 天童東 RC 会長 村山光男
皆さん、新年明けましておめでとうござい
ます。健やかな新年をお迎えになられたこ
とと、心よりお慶びを申し上げる次第でござ
います。
本日は恒例の 3 ｸﾗﾌﾞ合同の例会、そして、新年会でご
ざいます。ご来賓として山本天童市長を初めとする皆様
方をお迎えするなか、天童ｸﾗﾌﾞ会員の皆様、そして天童
西クラブの会員の皆様方のご出席を心より歓迎を申し上
げます。ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞを代表致しまして厚く御礼を申し上げる
次第でございます。 また、昨年末には天童に大変うれし
い喜びの出来事がございました。ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形が、県
民の念願でありましたＪ1 昇格の達成と天皇杯準優勝とい
う快挙を成し遂げ、ﾎｰﾑﾀｳﾝ天童市民の皆が感動を新
たにしたところでございます。
さて、一方ロータリーに目を向ければ鶴岡地区大会での
竹腰ＲＩ会長代理のスピーチが甦ります。それは「ロータリ
ーの人生とは自分のために何をしたかではなく、人のため
に何をしたかであり、そのことを良く知っているからこそ、私
たちはロータリアンになれるのであって、ロータリアンであ
り続けることが出来るのであります。」ということでした。正に
歴史に残る名言であり、共鳴するところでございます。こ
のことは我がクラブの年頭指針に加えさせて頂きました。
更に、我が東クラブは本年度、お陰様をもちまして創立
30 周年の記念すべき年を迎えることになりました。来る 4
月 26 日には 30 周年記念式典が予定されております。今、
その準備を分銅実行委員長が中心になり、鋭意プレゼン
を組んでいるところでございます。3 クラブ全登録となって
おりますので宜しくお願い致します。
その前段として、昨年 10 月に、天童市と姉妹都市でありま
すイタリア・マロスティカのＲＣ、BASSANO DEL
GRAPPA CASTELI ロータリークラブと友好クラブの盟
約を結んで参ったところでございます。
最後になりますが、新関ガバナー年度の「グローバル補
助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」であります「タイの子供たちにキレイな水
を」をテーマにした総額 3 万ドルの浄水器設置事業の申
請でありますが、ﾛｰﾀﾘｰ財団に目出度くその申請が承認
され、タイの小学校 20 校に設置することが決定いたしまし
た。よって実施国提唱者であるタイのﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞと来る
３月 9 日に現地に赴き、その贈呈式に臨むことになりました
ことを皆様方へご報告を申し上げます。
その贈呈式にぜひ参加してみたい方は東クラブまでお
申込み下さい。大歓迎いたします。

通算例会 1414 回
本年：25 回
例会日：2015 年 01 月 14 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
３クラブ合同例会(合同新年会)
2015 年 01 月 14 日 PM 17：30 登録
場所：天童ホテル 担当：天童東 RC
次 第
第１部 「合同例会」 PM 18：00
＊司会
天童東 RC 副幹事
斉藤幸雄
○開会点鐘
天童東 RC 会長
村山光男
○ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 天童東 RC ｿﾝｸﾞ
鞍掛彰秀
○会長挨拶
天童東 RC 会長
村山光男
及び来賓紹介
○来賓あいさつ 2800 地区直前 PG
○幹事報告
天童東 RC 幹事
天童 RC
幹事

新関彌一郎
古瀬正勝
佐々木孝宏

新春講演 講師 「天童市長 山本信治 様 」
○演題
「新春放談」
○謝辞
天童東 RC 副会長
鞍掛彰秀
○閉会点鐘
天童東 RC 会長
村山光男
第２部 合同新年会
＊司会
天童東 RC 親睦委員 半澤清彦
○開会の言葉 天童東 RC 会長ｴﾚｸﾄ 米野幸治
○会長挨拶
天童東 RC 会長
村山光男
○乾杯の発声 天童 RC 会長
鈴木修次

幹事報告
1、 天童東 RC 古瀬正勝
＊地区より米山奨学生の世話クラブ募集が有りました。
＊タイの浄水器・贈呈式の参加者を募集しております。
2、 天童 RC
佐々木孝宏
2/20 に東京東江戸川 RC の「石橋正男」を迎えて公開
例会を開催致します。皆様の参加をご案内致します。
3、天童西 RC

報告なし

出席報告
＊＊＊＊ 委員
本日会員５１名（５０名）・出席者**名・出席率****％
※前々回出席率を含め次回に発表致します。

卓話（平成２７年１月１４日例会）
「天童市長新春放談」
天童市長
山本信治氏
皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろ
しくお願いします。ご挨拶程度になるかもしれないが、
今考えていることをお話ししたい。
市長になって６年が経過し７年目に入ります。山本市
政の根幹である第６次総合計画も残り２年となります。
この総合計画を今年と来年の２年の中で仕上げていく
ことになります。
２６年は年明け早々大変悲しい事が有りました。市内
中学校の生徒の新幹線での死亡事故です。１年ほどたっ
てやっと第三者委員会が発足することになりました。先
日は３回目の委員会が終わったところです。それぞれの
分野のスペシャリストの先生方に集まって頂き今後は
スピード観をもって調査が進んでいくだろうと思って
います。これらの調査結果を踏まえ、子どもたちのため
に、今後二度とこのようなことがないような体制を作っ
ていきたい。それには、学校、行政、家庭、地域が連携
しながら進めていくことが必要です。
一昨年、断水がありました。地球温暖化その他の異常
気象によりこのような自然災害が起こっており、経済的
な損失も莫大な額となっています。自然災害を未然に防
ぐことはなかなか困難ですが、行政としては常に緊張感
を持って危機管理に当たりたい。
ふるさと納税制度のおける当市への寄付の額が昨日
までで４億９千８百万円となっています。５億円達成は
間違いないと思います。この制度の運用においては職員
が様々な知恵を出して進めてきました。自然災害が思わ
ぬチャンスとなりました。すなわち、ひょう害のあった
ラフランスを寄付者へのお返しの品としたところ全国
的に大ブレークしました。発想の転換の必要性を身をも
って体験したこととなりました。また、インターネット
の検索において上位でランクらされるにはどうすべき
かなど様々な工夫がありました。これらは若い職員が一
丸となってがんばったたまものです。
現在、わが国では人口減少が懸念され、出生率２．０
７が維持できなければ１億人の人口維持も大変厳しい
状況にあります。天童市は６２,０００人の人口です。出
生率は１．５２程度なので当市も人口減少の危機にさら
されていると言えます。人口を増やすには、雇用の確保
や街の魅力を引き上げ、若い人たちの定住促進をいかに
はかるかが重要課題です。若い人たちが当市を積極的に
定住地として選択していただくには、たくましい健やか
な子どもが育つような子どもの教育環境の整備をする
こ最も大切であると考えております。
今年１年間皆様方の市政に対するご支援、ご協力をお
願い致します。

