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 06 月 17 日
第 44 回例会

皆さん、こんにちは。本日はお陰様をもちまして
天童東ロータリークラブの事業報告例会日を迎
えることが出来ました。残すところ、本年度もあと
1 回のフィナーレ例会だけとなりました。振り返れ
ば昨年 7 月 2 日のクラブ総会での会長所信表
明を皮切りに村山年度がスタート致しました。本
年度例会は通算 45 回を数えて幕を閉じることになります。
今日まで人生の先輩である幹事の古瀬正勝さんには絶大なる支えを
いただき、微力ながら会長職の任を少なからず全うできたのではなか
ろうかと自戒しつつ思うところであります。更に直前パストガバナーの
新関弥一郎さん、理事者役員の皆様、各委員長並びに委員会の皆
様方メンバーには大変力強いご協力とご支援を賜りました。一方、事
務局の瀬野純子さんも決して忘れてはならない我々メンバーを陰な
がら支えてくれた貴重な存在でありました。本当にありがとうございまし
た。次年度も宜しくお願いします。無事に 1 年間を終えることが出来る
のも親愛なる会員メンバー全員の絶え間ぬロータリーに対する情熱と
奉仕の学びと実践があればこそと確信致しております。心より感謝と
御礼を申し上げます。
さて、本年度事業の総括検証に至っては、IR ケリーC･K ホアン会
長、池田徳博ガバナーの年度方針、目標全てをクリアーすることはで
きませんでしたが、出来たものと言えば、ロータリーを輝かせ新しいア
プローチで会員増強して下さいとの要望には応えることが出来まし
た。全会員の結束によりお陰様で福富礼儀（ヒロヨシ）さん、水戸部秀
一さん、三瓶誠さんの 3 名を増強することが出来ました。ご入会され
た 3 名の皆様を心より歓迎を申し上げます。更に本日の例会前の臨
時理事会で会長、幹事の推薦により、新たに管工事業の 1 名が理事
会承認を得まして間もなく皆さん方に入会審査の案内ハガキが幹事
より届きますので宜しくお願い致します。次年度 7 月スタートには 53 名
の会員総数となる予定であります。
国際奉仕事業ではグローバル補助金プロジェクトにエントリーしまして
30,000 ドルの補助金支給を受けることが出来ましてタイの子ども達と
40,000 人の村民にキレイな水を提供する浄水器 20 台を設置寄贈と
なりました。
クラブ管理事業では地区内のクラブ会報コンテストで編集構成力の
高さが認められ、最優秀賞に輝きました。中心的な役割を担って下さ
った武山クラブ会報委員長そして委員会メンバー皆様方に改めて感
謝を申し上げます。
一方、当クラブ内の事業活動に目を向ければ対外的な行事が多岐
に亘り会員皆様方には大いなる協力をいただき、なんとか大汗をかき
ながら消化することが出来ました。関係者には大変頭の下がる思いで
す。平身低頭ただ感謝するのみであります。先ず、市内 3 クラブの合
同新年会の主管と市外 3 クラブ、新庄、東根中央との合同例会開催
で会員交流と親睦を深め合って他クラブとの友情を分かち合うことが
出来ました。
更に 30 周年記念事業に伴うイタリア、バッサーノ・デル・グラッパ・カ
ステーリ RC との友好クラブ調印式親善訪問、イタリア人学生 2 名の
ホームスティ受入れ、200 名近い参加者による 30 周年記念式典が厳
粛な中にも華やいだ雰囲気の中で挙行出来ましたことは当クラブの
人材力の質の高さを物語っていると自負するところでございます。職
業倫理を確立しようと毎週の例会時には職業宣誓文を朗読し会員に
周知徹底を図ったのは池田ガバナーの言う人格陶冶に叶ったもので
あり、引き続き米野年度においても実行されることはロータリアンには
不可欠なものと思うところであります。
(下へつづく)

通算例会 1433 回
本年：44 回
例会日：2015 年 06 月 17 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
「事業報告例会」
担当〜会長・幹事

☆クラブ管理運営委員会〜鞍掛彰秀
1） プログラム委員会（志田泰久委員長）
・４５回の例会が無事終了したことに感謝
・ロータリー月間を活用しロータリーを学んだ
・各委員会に担当例会を、知恵を絞って持って頂いた
2） 出席委員会（今田治雄委員長）
・２月４日担当例会として新関茂天童市副市長に卓話を
お願いした
・毎回、出席者・ﾒｲｸｶｰﾄﾞ確認・出席率計算報告を行う
・最終例会にて出席優秀会員を表彰予定
3） 親睦・スマイル委員会（村山征彦委員長）
下半期の事業報告
・１月１４日 市内３ｸﾗﾌﾞ合同新年会（主管：天童東 RC）
山本市長講演
・４月１３日 新庄・東根中央 RC と合同観桜会
（たびやかた嵐湯）
・４月２６日 天童東 RC 創立３０周年記念式典
参加者１８３名
・６月１０日
〃
感謝の集い
・６月２４日 フィナーレ例会予定
4） 会報委員会（武山茂委員長）
・会報の質を落とさず、かつ各委員の負担にならないよう
に、分業体制を進めることができた
・１月２７日担当卓話 斎藤栄一氏「相続税の増税に備える」
・地区の優秀賞が勲章です
5） 記録・広報・雑誌委員会（原田正夫委員長）
・年次計画書、年次報告書を作成し会員へ配布した
☆会員増強･研修委員会〜米野幸治委員長
◉担当例会〜H26 年 8 月 20 日-会員増強ﾃｰﾌﾞﾙﾐｰﾃｨ
ﾝｸﾞ、野川名誉会員のﾘｽﾄを利用、福富礼儀が入会
◉担当例会〜H27 年 2 月 18 日-FR 教育臨床研究所の
花輪敏男氏の「大人の発達障害について」
☆職業奉仕委員会〜國井和行委員長
◉通常例会で「職業宣言文」の朗読を行う
◉H26,09,06 地区「職業奉仕ｾﾐﾅｰ」へ参加
◉H26,10,15 職業奉仕月間で、当ｸﾗﾌﾞ会員企業の
「半澤鶏卵」さんを訪問
◉H27,03,04 山形県警察本部庁舎の通信指令課
交通管制ｾﾝﾀｰを見学
☆社会奉仕委員会〜佐藤栄治委員長
◉H26,07,16 天童高原ﾛｰﾀﾘｰの森整備
◉H26,12,10 ｸﾘｽﾏｽ家族会で社会鍋実施、寄付\52000
◉H26,10,17 担当例会〜地区社会奉仕委員長阿部栄一郎氏
「第 2800 地区の社会奉仕活動について」 （下記へ）

（上記よりつづく）
功を成すものもあれば、また反省もありました。ひとつはイタリア人学
生 2 名のホームスティ受入れでは予定滞在日数を半ばにして上京す
るというアクシデントがあり、人選において甘さがあり反省せざるを得
ないものがありましたこと深くお詫びを申し上げなければなりません。
人物審査基準の徹底と派遣時の教育研修とオリエンテーションの相
互理解を深め合い本人の意識を高める必要性があることに気づかさ
れました。海外交流の難しさを勉強させられました。
最後になりますが、クラブの重点目標に掲げた（2）の「さくらんぼロー
ターアクト設立に力を注ぎ若者に夢と希望を与えよう」は残念ながらそ
の力は及ばず計画は頓挫をきたしてしまいました。これは新関パスト
ガバナーの肝いりであり第 3 ブロック南部地区内に設立を計画された
もので今後の方向性は関係者との話し合いにより結論が出されると思
います。
以上、長くなりましたが、この一年間の活動にお力添いを頂き、重ね
て御礼と感謝を申し上げます。会員の皆様には大変お世話になりまし
た。お陰様で会長をやらせていただき人よりちょっと汗をかき、ロータリ
ーを勉強させてもらうことが脳の活性化につながり少し若返ることが出
来ました。貴重な経験をさせていただき皆様に感謝を申し上げます。
最後から 2 番目の会長挨拶とさせていただきます。Muchas gracias
por todo Poreso, mi vida es mi Rotariano

※本日の例会の流れ
１ 今年度 44 回 通算 1433 回例会
２ 司会者 乙高昭市
３ 職業宣言文朗読 國井和行(職業奉仕)
４ ソング 「我らの生業」
ソングタクト 永山和敏

新関パーストガバナー ブラジル国際大会参加報告
去年から国際大会参加の思いが
ありました。各観光地を巡ると２週
間ほどかかります。夫婦にとっては
最後の長旅と思っていました。
ブラジルへの正規のルートは申し
込んだ時点で満席になっていました。
このためフランクフルト経由でリオデジャネイロに向かいま
した。ＪＡＬのポイントがありこのような経路となりました。
さて、リオに入って１日市内見学しました。リオといえばカー
ニバル、道路の両側にスタンドがあり、スタンドの間の車
道をｶｰﾆﾊﾞﾙが進むようになっていました。ｻﾝﾊﾟｳﾛでも
同じ様なｶｰﾆﾊﾞﾙがあり、今回は、そちらを見てきました。
開会式ではＲＩ会長は手をたたかせるばかりで、話の内容
よりそのことの方が印象に残りました。開会式は３時間かか
ります。１時間がセレモニーで、後は色々な出し物があり、
今回はブラジル的な出し物がほとんどでした。まるでサー
カスを見るような感じでした。参加したのは開会式と閉会
式のみでした。その間はイグアナの滝を見に行ってきまし
た。とてつもなくでっかい滝でした。日本の滝とは比較にも
なりません。その次はペルーのマチピチに行きました。そ
の規模は行ってみないととわかりません。１００年ぐらいかけ
て作られた町です。城壁の中を歩いてきました。ペルーの
飛行場は海抜３０００メートルのところにあります。空気のあ
りがたさをひしひしと感じました。ナスカの地上絵も見てき
ました。５時間かけて行って、見る時間は５分です。帰りは
ドイツで１日すごして帰って来ました。来年の世界大会は
韓国です。世界大会の雰囲気を味わうためにもみんなで
一緒に行きませんか。

（上記より）
◉H27,03,11 担当例会「天童市における災害の心構え」
講師〜天童市消防本部消防課課長補・佐新関知己氏
◉H27,05,27 「ひまわり園生との花いっぱい運動」
☆国際奉仕委員会〜野川晶弘委員長
◉活動内容
今年度も「タイの子供たちへきれいな水を」浄水器贈
呈プロジェクトを継続的に支援しました。今年度は特にグ
ローバル補助金制度の活用を考え、申請しみごと受理さ
れました。申請に尽力された武山委員の活動が実を結び
ました。また、当クラブが○○年にわたって活動してきた
成果が認められたものと、改めて喜びを感じる次第です。
この補助金で３万ドル以上の資金が得られ、浄水器にして
２０台贈呈することができました。この活動は９月１０日の例
会で武山委員から報告していただきました。
次に、今年度もタイ訪問団が結成され３月７日から１１日ま
で現地を訪問しております。参加者は新関パストガバナ
ー、武山委員、今田さん、阿部米位さんの４名です。ご苦
労様でした。贈呈式は３月９日、タイ、東北部アムナートチ
ャルーン県で行われました。この活動は３月２５日の例会で
新関パストガバナーにより報告をいただきました。
この１年、活動に携わっていただいた方々にお礼申し上
げます。ありがとうございました。
☆青少年奉仕委員会〜相馬勝博委員長
◉H26,09,03 担当例会〜「青少年奉仕委員会について」
講師：地区青少年奉仕委員長 佐藤孝子氏 を招く
◉H26,11,08 地区青少年奉仕セミナーに参加
◉H27,05,16 ﾛｰﾀｰｱｸﾄ第 24 回年次大会(米沢)に参加
「第 2800 地区の社会奉仕活動について」 （下記へ）
☆ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山奨学会委員会〜赤塚弘實委員長
◉R 財団〜11/19 に地区 R 財団-佐藤豊彦委員長、及び
和田 實 財団奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ小委員長を招いて
財団の歴史と補助金のお話を頂く。
◉米山奨学会〜10/01 担当例会に松村米山委員長と
モンゴルからの奨学生、ムンフドルさんから卓話
◉H27,05,16 ﾛｰﾀｰｱｸﾄ第 24 回年次大会(米沢)に参加
◉10 月は米山月間、寄付〜24 名 3,300 ﾄﾞﾙ（\349,800 円）
◉11 月は R 財団、寄付〜30 名で \340,000 円
＊ご協力ありがとうございました。
☆ＳＡＡ〜白鳥 功 委員長
◉例会の司会は乙高昭市副ＳＡＡが担当、國井和行さん
に協力を頂きスムーズ進行が出来ました。
◉今年度もｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝの場として、ｺｰﾋｰﾀｲﾑを行う。
◉永山和敏ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰに毎回タクトを執って頂きました。
◉今年も例会運営、その他記念事業も村山会長の下す
べて円滑でした。
☆創立 30 周年記念実行委員会〜分銅昭夫実行委員長
◉H27,04,26 創立 30 周年記念式典を当天童ﾎﾃﾙで盛
大に開催しました。記念事業として
① ﾏﾛｽﾃｶ B.D.G カステーリ RC との友好クラブ締結
② ﾀｲの小学校に浄水器 20 器贈呈のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金
③ 舞鶴山公園に記念植樹寄贈（目録）
実行委員会は昨年の 6 月 18 日第一回を立上げ、式典
まで 8 回の実行委員会を行いました。用意周到でしたの
で素晴らしい式典が出来ました。会員各位のご協力に感
謝いたします。
☆会計〜佐藤 豊 会計の代理で古瀬正勝幹事が報告
◉会費の納入から出金ともにスムーズに行われております
皆様のご協力に感謝いたします。

※会長報告
天童ホテルの玄関口のロータリークラブのプレートが設
立当初の２５３地区の表示になっていましたが、天童ホテ
ル様の協力により「２８００地区」になおすことができました。

出席報告 伊藤敏明 委員
本日会員５２名（５１名）・出席者４0 名
・出席率 78.43％
※前々回出席率を：：：％⇒ 88.24％
修正に修正致します。

スマイル
(感謝)
村山 光男
古瀬 正勝
白鳥 功
水戸部陽一
米野 幸治
赤塚 弘美
押野 宏
分銅 昭夫
斉藤 幸雄
水戸部秀一
伊藤 則雄
原田 正夫
野川 晶弘
永山 和敏
乙高 昭
武山 茂
佐藤 栄治
志田 泰久
三瓶 誠
工藤 一夫
福富 礼儀
(お祝い)
米野 幸治
村山 征彦
土屋
(その他)
新関弥一郎

幹事報告

古瀬正勝 幹事

（１） 白鷹ロータリークラブより、50 周年記念
式典のお礼が届いております。
（２） 今日の臨時理事・役員会で新入会員
が承認されましたので報告いたします。
高橋英治氏 黒沢建設工業・東根営
業所所長、自宅は尾花沢 詳しくは後日
（３） ６月ガバナー月信に、当クラブの 30 周年記念式典・祝賀会
が写真入りで紹介されております。記念誌部会の武山さん
が掲載原稿を作成致しました。ご苦労様でした。
（４） 本日は事業報告例会です。各五大奉仕委員長と担当委員
長の方は、発表を宜しくお願いします。
※ まとめに私ごとになりますが、昨年５月 26 日に県立中央病
院で入院・手術を行い１年になりました。11 日に定期検診の
結果を聞き、外科の先生より「後は大丈夫、無罪放免」と言
われ大変嬉しく思いました。今後とも宜しくお願いします。

（平成２７年０６月１７日例会） 紹介：親睦･スマイル委員会 村山征彦委員長

一年間のお付き合い大変有難うございました 次年度の米野会長と斉藤幹事にも変わらぬご支援を
村山年度の幹事１年間務めさせていただきました 皆さんのご協力に感謝
村山会長古瀬幹事すべて大成功ご苦労様でした
村山会長古瀬幹事お疲れ様でした
村山会長古瀬幹事１年間ご苦労様 素晴らしい年度でした
村山・古瀬年度ご苦労様でした
会長幹事ご苦労様でした
村山会長古瀬幹事一年間ご苦労様でした
村山会長古瀬幹事一年間ご苦労様でした次年度は幹事をやらせていただきます
村山会長ご苦労様でした
一年間ロータリーを無事過ごせたことに感謝
記録広報雑誌委員長として 1 年間本当に有難うございます
国際奉仕委員長 1 年間皆様にお世話になりました
１年間お世話になりました 次年度の活動もがんばります
結婚記念日 副 SAA としてもありがとう
例会あと２回会報もあと２回です 会報委員会の皆様有難う
1 年間社会奉仕活動に協力いただきありがとうございます
「あれから４０年」結婚記念のお花ありがとう
結婚記念日 はじめてお花をいただきました
奥様誕生日 企業創立記念日 また１年間始まりますね
結婚記念日 きれいなあじさいありがとう 6/9 きらやか会をｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅで開催 出席有難うございます
天童ホテルのリニューアルオープンおめでとう 工事にアユミ産業手伝わせ頂き感謝 推薦いただいた
白鳥さんにも感謝
天童 H リニューアルオープン ３０周年感謝の集い フィナーレ例会 スマイル協力ありがとう 当分この
担当ならぬ様（1 万円）
天童 H リニューアルを祝して
サンパウロ国際大会に参加してきました 来年は韓国です

