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会長挨拶  赤塚 弘実 会長  

 

この度、天童東ロータリークラブ会長を仰せつかりました、赤塚です。 

一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

我がロータリークラブは、歴史と伝統の中で 33周年を迎えました。 

その道のりは、先輩方の奉仕の実践の積み重ねでありました。振り返ると、 

自分の職業を通して奉仕する、職業奉仕。地域の人々への、社会奉仕。海外への人道支援の、 

国際奉仕。そしてクラブ組織内へのクラブ奉仕など、実践を通して、自己の人格を磨き，高め、

友情を育んで参りました。特に、天童ひまわり園生との花いっぱい運動、東日本大震災支援事業

の社会奉仕事業や、タイ・バンコクへの人道支援の国際奉仕事業は、地区内事業でも大きな役割

として高い評価を得ており、継続事業の大切さを感じております。そして、これまでの様々な活

動は多くの地域・市民の方々から大きな支持を頂いていると思っております。これからも天童東

ロータリークラブの良き伝統を守り、より活発な運営に邁進してまいります。 

私は入会 23年になりますが、それは、家族・家庭であり、職業・仕事であり、生まれ育った 

 地域であると思います。そこには必ずや心の豊かさ、潤いが必要ではないかと思います。 

  まさに、そこにロータリークラブがあり、入会して良かった。事業に参加して感動した。例  

 会に来てためになった。と思うロータリークラブに情熱を持って、そして感動を求めて一年間

努めてまいりたいと考えております。そして、会員と一緒に爽やかな風を吹かそうではありま

せんか、一年間宜しくお願い致します。 

 

第 3ブロックガバナー補佐挨拶    東海林松男 氏 

（天童西ＲＣ） 

 

  地区目標 ：美しい心、ロータリアンの矜持 

～修養、友情、情熱、奉仕、平和、感動～ 

 

８つの重点事業と 6つの重点目標 

各クラブの会長さん初め会員の皆様も鈴木ガバナーの思いを汲んで頂き事業を実行して頂き

ますようお願いいたします。お酒を飲みながらロータリーを語ることが大好きなガバナーのよう

です。難しい人と思うこともありますが飲んで話をすると人柄が分かってくるとおもいます、ガ

バナーの思いを理解してご協力をお願いします。私もガバナー補佐として頑張ります。一年間  

宜しくお願いいたします。 

 

 



幹事報告  相馬 勝博 幹事  

 

1. 山形東ＲＣより、創立 30周年記念式典の案内届く。 

日時 平成 29年９月９日（土）14：00～ 場所：ホテルキャッスル 

2. 「第 70回村山美術総合展覧会」のお礼状届く。 

3. 長谷川直前ガバナーより、任期満了のお礼状届く。 

4. ガバナー事務所より会員増強個人表彰者推薦のお願い届く。 

5. 財務省山形財務事務所より、財政・経済・金融・国有財産等のテーマで講師派遣案内届く。 

6. ガバナー事務所より「第 14回日韓親善会議」開催の案内会長宛に届く。 

7. ガバナー事務所より「ＲＩＬＡ2017in山形報告書」が届く。 

8. 天童市旧東村山郡役所資料館山口館長より「天童が生んだ人物展」と湯村章男氏講演案内届く。 

9. 天童もみじライオンズクラブより事務所移転のお知らせ届く。 

10.山形西ＲＣ創立 60周年記念誌が届く。             

 

 

本日のプログラム/クラブ協議会 2017-2018 

 

各委員会より事業報告 

 

ＳＡＡ 斎藤栄一委員長 

 例会はロータリーの本質である「親睦から奉仕へ」と導く重要な役割 

 友好的でリラックスした例会に努める。 

 

クラブ管理運営委員会 古瀬正勝委員長 

 クラブの充実・活発な活動と運営に努める。 

  

プログラム委員会   志田泰久委員長 

  自己を高めるためのプログラムを企画し、例会を有意義なものにする。 

 

出席委員会      永山和敏委員長 

  例会を盛り上げる為に、出席率向上に努める。 

  

親睦・スマイル委員会 半澤清彦委員長 

  親睦を深めて楽しいクラブを目指します。 

  

クラブ会報委員会   今田治雄委員長 

  例会内容が紙面から伝わるような会報作りに努める。 

  

記録・広報・雑誌委員会 伊藤則雄委員長 

  年次計画・報告書を活動記録作成のための保存・資料つくり。ロータリーの友 

  ガバナー月信への投稿 

 

 



 

会員増強・研修委員会 佐藤 豊委員長 

             会員増強と退会防止に力を注ぐ 

              

                職業奉仕委員会 土屋政浩委員長 

                 職業奉仕の在り方勉強する一年 

                 会員各位の会社の繁栄を願う。 

 

             

社会奉仕委員会  佐藤 栄治委員長 

             地域社会のニーズを調査、奉仕プログラム 

             プロジェクトを提案し活動を充実に。 

              

 

                国際奉仕委員会 村山光男委員長 

                 国際奉仕の実践行動で奉仕の心 

                 を伝え、人生に変化をもたらす 

                 勇気と情熱 

 

              

            青少年奉仕委員会 野川晶弘委員長 

             青少年の育成と交流の機会を設ける。 

 

 

             ロータリー財団・米山奨学会委員会 

                       斎藤幸雄委員長 

Ｒ財団・米山奨学会の活動に理解を 

深めて頂き、今年度Ｒ財団 150㌦／人、 

米山 15,000/人をお願いします。 

 

 

            会 計  武山 茂 

              

出席報告  永山和敏委員長 

本日会員 48名 出席者 39名 

               出席率 86.7％（義務出席者 45名） 

               前々回出席率 79.6％に修正いたします。 

 

委員会報告 

     

会員増強・研修委員会  佐藤 豊委員長 

７月 22日のモンテディオ山形応援例会の出欠の確認をお願い致します。 

 



 

 

7月誕生日 

  半澤清彦さん・武山茂さん・土屋政浩さん・佐藤 豊さん 

誕生日おめでとうございます。ソフトドリンクで乾杯 

 

 

スマイル報告      報告者 半澤清彦 親睦スマイル委員長 

 

・赤塚 弘実  今年一年宜しくお願い致します。 

・相馬 勝博  東海林ガバナー補佐、本日はよろしくお願いします。 

        会員の皆様には本年度御協力を宜しくお願い致します。 

・東海林松男  ガバナー補佐としての初訪問です。一年間よろしくお願いします。 

・野川 桂一様 「新会長の役目は新会員 10名カクトクすることだ」何の役にも立ちませんが 

        応援しております。がんばってね 

・鞍掛 彰秀  赤塚新会長・相馬新幹事のご出発、心よりお祝い申し上げます。 

        東海林ガバナー補佐一年間よろしくお願いします。 

・新関彌一郎  赤塚会長と相馬幹事に乾盃 

・斎藤 栄一  第 2800 地区第 3 ブロックガバナー補佐東海林松男様クラブ訪問ありがとう  

ございます。ご指導よろしくお願いします。 

        赤塚・相馬丸の輝かしい船出をお祝い申し上げます本年度宜しくお願いします。 

・村山与四郎  赤塚・相馬丸の船出をお祝いして。 

・阿部 米位  赤塚会長のお話楽しみです。一年間宜しくお願い致します。 

・武山  茂   赤塚・相馬丸の船出をお祝いします。 

        Ｓ25.7.13生まれ 乾杯ありがとうございます。 

・古瀬 正勝  赤塚・相馬丸の船出おめでとうございます 365日世界一周の船出 

無事帰港する様に 

・志田 泰久  赤塚・相馬丸の船出をお祝いします。東海林松男ガバナー補佐を歓迎します。 

・工藤 一夫  新年度おめでとうございます。東海林ガバナー補佐ようこそ 

・ 緑  三郎  赤塚会長・相馬幹事の門出を祝して 

・分銅 昭夫  新年度会長・幹事頑張って下さい。東海林ガバナー補佐よろしくお願いします。 

        野川さんお久しぶりです。 

・高橋 繁夫  赤塚会長・相馬幹事一年間楽しみです。 

・佐藤  豊   新会長・幹事の活躍を祈ります。東海林ガバナー補佐歓迎いたします。 

・野川 晶弘  赤塚・相馬丸の船出をお祝いしてスマイルします。私達、委員長はどこかの党 

        の大臣みたいにならないよう言動には注意します。 

東海林ガバナー補佐ご苦労様です。 

・斎藤 幸雄  赤塚会長・相馬幹事一年間よろしく。 

東海林ガバナー補佐、天童東クラブへようこそ 

・村山 光男  赤塚船長・相馬幹事の 365日を祝福申し上げます。 

・山口  孝   赤塚会長を一生懸命応援しますので使って下さい。 

・伊藤 則雄  赤塚・相馬丸の船出おめでとうございます。 

 



 

 

・土屋 政浩  東海林さんを歓迎します。ご苦労様です。 

・髙橋 英治  赤塚会長・相馬幹事宜しくお願い致します。 

・佐藤 栄治  東海林ガバナー補佐お疲れ様です。今年度社会奉仕委員長になります。 

        皆様のご協力をお願いします。 

・三瓶  誠   新年赤塚会長・相馬幹事一年間宜しくお願い致します。 

・原田 正夫  赤塚会長・相馬幹事一年間よろしくお願いします。東海林ガバナー補佐を 

歓迎します。 

・国井 和行  赤塚会長・相馬幹事の門出を祝して 

・永山 和敏  新年度よろしくお願いします。 

・ 緑  英樹  赤塚丸の船出おめでとうございます、応援しております。 

・半澤 清彦  赤塚・相馬丸のもと、親睦・スマイル委員長を努力させていただきます。宜し

くお願い致します。誕生お祝いありがとうございます。 

 


