
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
社会福祉法人「みらい」 

地域密着型 特別養護老人ホーム 

「きらめきの里」の紹介 

講師～志田泰久 会員 

              担当～プログラム委員会 

 

この度、社会福祉法人「みらい」を設立し、天童市の山

口地区に地域密着型特別養護老人ホームを中心とした

『総合福祉施設』を建設することになりました。 

 この社会福祉法人には 6人の理事者 

と 2 人の監事がいますが、理事長に私、 

理事にうちの施設長と、東クラブからは、 

新関彌一郎さん、村山征彦さん、監事 

に斎藤栄一 さん、他、山口地区から 

地元の方 3人が入っています。 

社会福祉法人は、皆さんの一般的な会社で言うと、上

場会社のようなものかと思われます。私たちの業界での一

つの目標であります。が、実は、私にとっては、この会社を

作ることで、私なりの後継者問題を解決したつもりなので

す。公の会社を作り、あとを継ぐ若い人たちに会社を譲る

考えです。そんな意味を持った社会福祉法人なのです。 

 3年前の4月の明け方に、突然、社会法人を作る夢を見

ました。その夢の実現を目指して、その5月31日、森谷仙

一郎県議と市長を訪問し、介護施設の空白地帯である北

東部に特別養護老人ホームをとお願いをしました。 

その願いが叶って、昨年 11 月に 天童市第 6次総合計

画・第 6期介護事業計画で天童市の北東部に介護施設

設置が決定されたのです。私の会社「サポートハウス・ファ

ミリー」が事業者として選任され、この度の社会福祉法人

設立へと進んだわけです。今年の 3月 20 日に終了した 3

月市議会で承認され、地権者、山口地区区長会、地区

民の皆さんなどへの説明会を4回開催し、6月7日に田麦

野で最後の説明会を実施する予定です。 

 前置きはこれくらいにして、これから、パワーポイントで施

設をご紹介しますが、施設名の「きらめきの里」は、地元山

口地区のシンボル・水晶山の水晶のきらめきをイメージし

ています。また、施設を利用した皆さんにもう一度きらめい

て頂きたいとの願いも込められています。 

着工は７月下旬、完成は27年度内の来年３月末の予定で

すが、残念ながら少しずれ込みそうです。皆さんの応援と

ご協力をよろしくお願い致します。 

通算例会 1431回  

本年：42回 

例会日：2015年 06月 03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 27 年 06 月 03 日 

第 42回例会 
皆さん、こんにちは。連日、暑い日が続いております。 

村山・古瀬年度も早いもので今年度 

の残りは通常例会が 2回と、移動例 

会が 30 周年記念式典感謝の集いと 

最終日の 6月 24 日フィナーレ例会だ 

けとなりました。次年度の米野・齋藤丸 

に羅針盤は引き継がれて新たな航海 

となります。本年同様に変わらぬご支 

援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 本日のプログラムは内部講師ということで会員のプログラ

ム委員長であります志田泰久さんです。来年 3月末オープ

ンを予定している特別養護老人ホームきらめきの里の経営

管理と運営母体である社会福祉法人「みらい」の理事長に

就任しました。志田さんがその展望の一端をお話し申し上

げますので未来の自分を見つめてお聞きください。参考に

なることも多いと思います。 

 さて…。先日の5月23日は第2800地区第3ブロック内の

新旧会長・幹事会にガバナー補佐出席のもと 46 名が集

い、東根温泉の青松館で行われました。北は新庄から南は

天童まで。エリア内 12 クラブ（296 名会員）の本年度と次年

度の会長・幹事が一同に会して第 3 ブロック内の共通する

活動報告と計画を発表するものであります。 

 話し合われた内容で我がクラブに関係する重要な役割が

ひとつありました。2016～2017 年の鞍掛会長年度には輪番

制により第 3 ブロック南部地区担当のガバナー補佐を我が

クラブより選出しなければなりません。過去には緑三郎さん

と村山征彦さんがその任務に就いたことがございます。パス

ト会長であれば自薦他薦どちらでも大歓迎致します。該当

者は心の準備をお願い致します。 

幹事報告   古瀬正勝 幹事 

 

（１） 天童三クラブ合同親睦ゴルフ大会が 

6 月４日天童カントリークラブで開催。 

（２） 村山美術展覧会への案内が届いてい 

ます。6/29～7/5 天童ﾀｰﾐﾅﾙ ﾊﾟﾙﾃ。 

（３） 河北RC創立 30 周年式典の案内 

日時～６月 27 日 

（４） 山辺RC例会場変更のお知らせ、新しい例会場はＪＡやま

がた山辺支店 第二研修室 

（５） 山形県みどり推進機構より「緑の募金」実施について、お礼

の手紙が届いています。 

（６） 2010～2011 年度 2800 地区ガバナー 塚原初男様（鶴岡

RC）が 6月 1日に逝去されました。葬儀 6月 6日(土)13：00

場所～壮運堂あけぼの会館(小国町大字あけぼの二丁目 7-3)

※本日の例会の流れ 

１ 今年度 42 回 通算 1431 回例会 

２ 司会者 乙高昭市 

３ 職業宣言文朗読 小関芳重(社会奉) 

４ ソング 「 国 歌-君が代 」 

      ソングリーダー 永山和敏 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

出席報告  伊藤敏明 委員 

本日会員５２名（５１名）・出席者４2 名 

・出席率 82.35％ 

※前々回出席率を：：：％⇒ ：：：％  

修正変更はありません。前回分 

 
スマイル （平成２７年０６月０３日例会） 紹介：親睦･スマイル 半澤清彦 委員 

 

（卓話に対して） 

志田 泰久  本日私の話を聞いていただきます 

村山 光男  志田泰久さんの老人ホーム計画の発展を祈ります 

         今日のスピーチ宜しくお願いします 

古瀬 正勝  本日の志田さんの卓話よろしくお願いします 益々ご活躍を 

米野 幸治  志田さん養護老人ホームの卓話楽しみにしています 

斉藤 幸雄  志田さん卓話ご苦労様 期待しております 

武山 茂   志田さんの「みらい・きらめきの里」のお話楽しみにしてました 

鞍掛 景彰  志田さん卓話ご苦労様です よろしくお願いします 

         志田さん今日楽しみにしています 

村山与四郎  志田さんスピーチご苦労様です なんかありましたら宜しく 

高橋 繁夫  志田さん本日は「きらめきの里」を中心とした話楽しみです 

阿部 米位  志田さん理事長就任お祝い申し上げます こらめきの里期待 

斉藤 栄一  「きらめきの里」着々と準備されている 大成功を祈念します 

福富 礼儀  志田さん！社会福祉法人「みらい」の事業計画お慶びします 

（お礼） 

佐藤 栄治  先週の花いっぱい運動皆様の協力のおかげで無事終わりました 

（その他） 

志田 泰久  塚原初男PGが６月１日ご逝去 塚原さんは新関年度で一番 応援してくれました 昨夜新関直前Gと通

夜に参列 ご冥福を 

野川 桂一  おともだちと会いたくなりました 

（記念日） 

山口 孝   企業創立記念日 

今田 治雄  結婚記念日 美しいお花有難うございます 

半澤 清彦  結婚記念日 いつも美しいお花ありがとうございます 

委員会報告  H２７年０6 月 03 日 
 

（１）出席委員会（今田治雄委員長） 

今年度出席表を皆様のテーブルにおいております。間違

いがあれば出席委員会まで申し出てください。最終例会

で出席優秀な方を表彰させて頂きます。 

（２）親睦委員会（村山征彦委員長） 

３０周年感謝の集いが６月１０日午後６時３０分から天童ホ

テルで開催されます。またフィナーレ例会は６月２４日、午

後６時３０分からアンジェリーナで開催されます。奥様が

参加される場合、会費は３０００円です。出欠の返事を忘

れずお願いします。 

（３）斎藤幸雄次年度幹事 

本日例会終了後次年度役員会を２階ﾛﾋﾞｰで行います。

（４）記録委員会（原田正夫委員長） 

年次報告書作成段階に入っています。原稿の締め切り

は６月３０日です。 

（４）社会奉仕委員会（佐藤栄治委員長） 

５月２７日の花いっぱい運動参加ありがとうございました。

無事成功裏に終わることができました。 

幹事報告 つづき 

（7） 今月10日(水)は、30周年感謝の集い、24日(ﾌｨﾅｰﾚ例会)

   詳しくは村山征彦親睦委員長より説明があります。 

（8） 「安全・安心なまちづくり」市民大会の開催。日時 6月 6 日

   (土)午前 10 時より 福祉センターにて行われます。 

（9） 織田信長公祭の開催についての案内が届いています。 

   日時 7 月 4 日 

（10）2015～2016 年度 クラブ奉仕グループセミナーの開催の 

   案内、日時 7月４日(土)12：30～17：00 場所ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ

（11）2015～2016 年度 東日本大震災の避難者支援等の事業 

   について、企画書提出期限 6 月 30 日(火) 申請金額は 

   各クラブ 30 万を申請上限とします。 

 


