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

会長挨拶

村山光男会長 平成 27 年 02 月 25 日

皆さん、こんにちは。街の白い雪も少しずつ消え去り、
日増しに雪融けが加速しているようでございます。
先ず、本日のゲストの方をご紹介申し上げます。山形
西 RC 所属で、新関ガバナー年度におけるクラブ管理運
営委員長の坂部登さんです。
地区セミナーでは大変お世話になりました。また、先に御
礼を申し上げますが「モンテディオ J１昇格ポスター」の寄
贈をしていただきましてありがとうございました。天童の全
事業所にポスターを貼らさせて頂きました。重ねて坂部
さんには感謝を申し上げます。後ほど、モンテに関する
卓話をいただきたいと存じます。何卒よろしくお願いを致
します。
先日のことでありますが、我がクラブ
に続けて 2 件の訃報の知らせが入りま
したことは皆様ご存知の通りであります。
ご報告させていただきます。
先週の 21 日（土）は元会員の柴崎勝
義さん享年 71 才の告別式がセレモニーホール天童であ
りました。ロータリー在籍年数 23 年間という長きに亘り共
に奉仕活動を続け分かち合った仲間であり、クラブを代
表してご霊前に敬弔の辞を述べさせて頂きました。多く
のメンバーからもご参列会葬いただきありがとうございまし
た。また、新会員の福富礼儀（ひろよし）さんのお父様の
告別式も昨日の 24 日（火）に南陽市内の「ナウエルホー
ル南陽」で執り行われまして、幹事の古瀬さん共々、参
列して参りました。改めまして、柴崎勝義さんと福富一夫
さんのご冥福をお祈り申し上げさせて頂きます。
さて、先日の 2 月 20 日に天童 RC の公開例会に出席
要請がありましたので、メイクアップ方々、会長エレクトの
米野さん、副会長の鞍掛さん、山口孝さん後藤重雄さん
と 5 人で出席を致して参りました。
ゲストの卓話者は 2580 地区、東京東江戸川 RC 会員
で「ロータリーの友」地区代表委員の石橋正男さん。テー
マは「ロータリーの発展を陰から支えた先人群像」と題し
たもので 30 分＋30 分の前後 2 部構成で 1 時間ほどの卓
話を頂きました。81 才のご高齢にも拘らず雄弁にして言
語明瞭。話の筋が途中で途切れる場面もありましたが整
理出来た部分のお話を申し上げたかったのですが、本
日は時間の都合上、次回例会日に内容をご紹介いたし
ます。
講師紹介〜赤塚弘実君

謝辞 〜 鞍掛彰秀君

通算例会 1419 回
本年：30 回
例会日：2015 年 02 月 25 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
R 財団･米山奨学委員会担当〜卓話
「『祝モンテ』自費でﾎﾟｽﾀｰ印刷・配布」
講師：坂部印刷 代表取締役 坂部 登 氏
私はモンテのにわかファンです。ポスターを作ったいきさつ
と、まったくだらしない天童の皆さんに一言申し上げたいとの思
いで参りました。１２月７日にモンテ運営会社社長高橋 節ちゃ
ん（高校の同窓生）にメールをしました。バタバタして忙しい中、
帰りの電車の中から返信メールをいただきました。そこで「私に
は何かできないかなー」との思いがありました。翌日天童市に参
りましたらなんと何も貼ってありませんでした。翌日ぐらいはお祭
りさわぎになっているのではと期待していました。３日目からＪ１昇
格祝いの垂れ幕が作成されておりました。天童市の皆さんはホ
ームグランドでありながら何もなさっていない。皆さんは、きっと
モンテは負けると思っていたんだろうなと思っていました。私に
は何かしなければとの思いがありました。ただ、商標権もありま
すので、モンテ運営会社にこのロゴを使わせてほしいとの要請
をしたところ、会社からは拒否されました。ひらがなか漢字で書
いてくれとのことでした。ただ是非とも使いたかったので再度要
請したところ、来年賛助会員になるのであればいいとのことで
使用許可をいただきました。
昨年は、山形県ではデストネーションキャンペーンなど
様々なイベントがありましたが今年は何もない。そこで、モンテ
のＪ１昇格を機に商店街活性化の起爆剤にならないものかと考
えたところでした。ちょうどわが社も創業１３０周年ということで社
員に何かできないかと問いかけました。「じゃー、ポスターを作
ろう」ということになりました。モンテの了解
も得て、ポスターを作成した後、モンテか
らの申し出もあり、モンテには２０００枚の
ポスター持っていきました。いろいろな方
面にお配りいただいたようです。当社とし
ては、お金を出すわけでもない、余った紙
に印刷をするだけです。こうやって、ポスターを作ったわけで
す。山形市内の商店街にも配りました。銀行関係、上山商工
会、天童商工会議所にも配布をしました。
天童商工会議所の安喰専務（高校の同窓生）からは、年末
の配布物と一緒に、会員企業に３００枚配って頂きました。当初
は５０００枚印刷しましたが、足りなくなり、追加３０００枚を印刷し
ました。山形新聞でも記事として掲載していただきました。新聞
記事の効果もあり問い合わせが殺到しました。「取りに来ていた
だけるなら差し上げます」とお話ししたところモンテファンが多
数来社され一人につき２〜３枚を配りしました。ポスターの右下
に、ひかえめに「１３０周年寄贈坂部印刷」と書き込みました。当
社の広告効果も２〜３百万円程はあったのではと思っています。
商工会議所の新年会などでも「坂部、おまえ、うまいことやった
な」との声掛けもいただきました。
ポスター配布のため天童商工会議所訪問時、安喰専務に
は「天童市はまったく情けない。ホームとして天童が手を挙げて
いるにもかかわらず、モンテの試合に対する配慮が足りない」と
の苦言を呈しました。例えば、天童駅から競技会場に行くシャト
ルバスを出したり、
（以下につづく）

幹事報告

古瀬正勝 幹事

1、 国際ﾛｰﾀﾘｰ 2800 地区事務所より、2014〜2015 年度 「ﾛ

2、
3、

３、

４、

５、
６、
７、
８、
９、

ｰﾀﾘｰﾃﾞｰ・ﾋﾞﾃﾞｵｺﾝﾃｽﾄ」応募のお願いが届いておりま
す。案件は最長３分位、日本語の作品には英語の字幕を
付ける。あらかじめﾕｰﾁｭｰﾌﾞにｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞする。
第 6 師団神町駐屯地創立記念行事等
の案内が、川崎師団長より届いています。
期間：４月 19 日(日) 場所：神町駐屯地
午前 10：00〜
2800 地区ゴルフ大会の変更について、
当初４月 2４日と予定しておりましたが 5 月 9 日(土)に変更
に成ります。
週報提出のお願いで、提出先の記入漏れがあり再度送
付に成ってます。提出先は池田ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所 郵送又
はﾒｰﾙにて、3 月 16 日(月)迄
地区より、2015 年 3 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは 1 ドル 118 円
30 周年式典のご案内が式典部会より届いています。
例会終了後、第 5 回 30 周年実行委員会を開催します。
3 月の例会の変更 3/18 と 3/25 を交換させて頂きます。
ｶﾘｵ･ｻﾙﾊﾞﾄｰﾚさんより 30 周年記念式典に参加しますと
の連絡が届いています。

委員会報告 H２７年０2 月 25 日
＊職業奉仕委員会 国井和行委員長
３月４日 移動例会山形県県警本部庁舎見学の案内
出欠および交通手段の回答お願いします。
当日はバス利用、現地集合のそれぞれ時間に遅れない
ようにお願いします。
○11：00 見学開始（約１時間）
○天童ホテルに戻り食事の予定

スマイル
村山征彦
白鳥功
志田泰久
赤塚弘実
水戸部陽一
新関弥一郎
斎藤栄一
米野幸治
村山光男
鈴木修治

（上記よりつづく）
そのバスも信号ノンストップで競技場に入ることができるようにと
か、自家用車で来る観客のため交通混雑を避ける配慮をすべ
きではと申し上げました。昨年、サザンのコンサートがあり、宮城
県の利府町に行きました。ところが、帰りの車が交通渋滞に巻き
込まれたとの記憶がありません。１５,０００人観客の移動が実にス
ムーズにいっていました。これはただ事ではない。何か、配慮が
あるはずだと思いました。Ｊ１昇格後、天童にも７,０００人から１０,０
００人位の観客が来ると思います。その際の交通手段は自家用
車、バス、電車です。競技終了後、天童駅に着いた観客に天
童駅から山形駅までの臨時列車を出していただければ、山形
で飲めるのではないでしょうか。もちろん、天童でも飲めるわけ
ですが。そういう意味で電車の利用ができることは大変望ましい
ことです。新幹線も試合時間に合わせた時刻にしてもらい、天
童駅で停車してもらうことなどもいいことです。そのほか、旅行企
画もモンテ観戦と山形観光の一泊２日ツアーなどがあればと思
います。いろいろなヒントがいっぱいあります。相乗効果もたくさ
んあります。安喰専務には何故こういうことをしないのかと申しあ
げました。もちろん、私が申し上げたようなことはすでに企画され
ているとは思いますが。
３月７日、アウェーでベアガルタ仙台との第１節の試合がありま
す。第２節はアウェーで浦和レッズと対戦します。第３節がホー
ムで川崎フロンターレと組まれています。３月１８日にはホームで
ナビスコカップがあります。
天童市はふるさと納税で全国７位の実績があります。その資金
を、モンテの強化策に使えないか。天童市としても是非、検討
してほしいと思っております。

講師紹介〜米野幸治
出席報告
後藤重雄 委員
本日会員５1 名（義務者 50 名）・出席者４1 名
・出席率 82.00％
※前々回出席率を：：：％⇒89.80％に
修正致します。
前々回出席率休会のため修正ありません

（平成２７年０2 月 25 日例会） 紹介：村山征彦 委員長

白内障手術
結婚記念日、きれいな花有難うございました
坂部登さんモンテへのあつい思いを語ってください、楽しみです
鈴木天童 RC 会長、修ちゃん歓迎します
坂部さん大歓迎です、よろしくお願いします
坂部さんを歓迎します
坂部さん、お話楽しみです
坂部さん天童東 RC へようこそおいでくださいまいた、卓話楽しみです
坂部さんの卓話楽しみにしております
大変ご多忙のところ坂部さんの卓話をいただけること嬉しく存じます
感謝を申し上げましす
2/20（金）天童クラブの例会に村山会長を始めとする 5 名の皆様より参加戴き
有難うございました、感謝申しあげます

