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2017-2018  「さわやかな風をあなたから  

クラブテーマ   つくろう奉仕の物語 情熱と感動を求めて」   会長 赤塚弘實 

会長/赤塚弘實・幹事/相馬勝博・クラブ会報委員長今田治雄  職業 製 氷 業 

通常例会 1 536 回・本年度第 9 回 例会日 2017 年 9 月 6 日 会場/天童ホテル 

司会 / 三瓶 誠    ソング / 君が代   タクト / 鞍掛彰秀 

 

 

会長挨拶   赤塚 弘實 会長 

 

 

  皆さんこんにちは、本日の例会、ゲストをご紹介致します。 

 国際ロータリー2800地区第 3ブロックガバナー補佐 東海林 

松男さん（天童西クラブ）山形県立天童高等学校ダンス部顧問 

本間先生です。昨年開催された全国高等学校ダンスドリル冬季 

大会ヒップホップ部門で、全国第 2 位の偉業を成し遂げました。本日の卓話を頂きます、   

宜しくお願い致します。 

  さて 今日 新しく私どもロータリークラブに入会されました 4名の方々です。加藤さん・

佐藤さん・荒井さん、そして本日出張のため欠席しておりますが加藤さんです。後ほど 推

薦者の方々から、紹介があろうかと思います。会員の皆さん、これから仲間として宜しくお

願いします。 

  本日の会長挨拶ですが、会員の方から『ロータリーの話』も入れてと、希望に答えて、私

なりの 話しをさせて頂きます。ロータリーはなぜ例会出席を奨励するのか？例会はロータ

リーの理念に共鳴した心から出来る仲間と、純粋な親睦を楽しむ事が出来ます。会員は平等、

対等で仕事上の取引関係や、先輩、後輩の関係は多少ありますが、クラブの内では 持ち込

まないのがルールと言われております。又、ロータリーには 職業分類制度があり、同一職

業は五名又は、10%以内とされ会員の職業の多様性が確保されています。利害関係のない幅

広い異業種の会員と、事実上の発想の交換が出来るのも、例会の楽しみの一つで、あると思

います。 

日本のロータリー創始者米山梅吉氏は、例会は『人生の道場』であると表現しています。 

そこで、ロータリーのサービス理念の真髄を学び、ロータリアンとして自己研鑽を行う事が

出来る場として、例会はもっとも特徴表現出来る場所だと思います。 

  今日入会されました四名の皆さん、職業上の仕事で、あるいは地域や家庭の生活では経験の

出来ない、心の豊かさを天童東ロータリークラブで学んでいただき、多くのメンバーと知り

合い活発な、ロータリーライフを楽しんでください。新入会員の皆さんの活躍を期待して会

長挨拶と致します。 

 

 



 

  

本日来訪者 

「第 2800地区第 3ブロックガバナー補佐 東海林松男氏」 

     

今日は 27日公式訪問例会について打ち合わせにきました。 

鈴木ガバナーは気取らない方ですし、夜の例会ですので気楽に 

会員の皆さんガバナーと話し合ってください。私も参加いたします。 

 

本日の卓話 

「天童高校・全国ダンスドリル冬季大会準優勝の話」 

               天童高校教員 本間正史 先生 

 

ダンス部の紹介 

 2009年創部、2012年 4月部に昇格 

 実 績：全日本チアダンス選手権全国大会 HIP HOP部門一般・高校編成 第 2位 

 コーチ：加藤聖さん、天童市でダンススタジオ Beat Surfを運営、山商出身 

 大会以外の活動：インターハイ開会式での演技・天童市夏祭り 

 先生自己紹介 

 酒田市生まれ本間正史：現天童高校国語教師 

 山形南高・北高を経て天高に 11年目です。 

   大会画像 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ダンス部の魅力 

 ☆自己表現力が身につく ☆協調性が身に付く ☆健康になる 

☆一生付き合っていける ☆大きな大会に出場する経験ができる 

 

 

幹事報告   相馬 勝博 幹事 

 

1. 国際ロータリー第 2800地区ガバナーエレクト事務所より、2017-2018年度上林直樹ガバ

ナーエレクト事務所開設のお知らせが届いています。 



 

  

 

  ９月誕生日 

   分銅昭夫さん 原田正夫さん 押野 宏さん 斎藤栄一さん 古瀬正勝さん 

誕生日おめでとうございます。 （ソフトドリンクで乾杯） 

 

   新入会員紹介   

   

   氏  名 加藤 亨  

        昭和 27年 5月 4日生（65才） 

            元県立高校教員 

職業分類  教育公務員 

   自宅住所 天童市五日町二丁目 2番 32号 

   推 薦 者 赤塚弘実・志田泰久 

 

   氏  名 佐藤 英伸  

            昭和 47年 1月 21日生（45才） 

         (株)大黒屋 代表取締役 

職業分類  酒類販売 

   事業所住所 天童市南小畑二丁目１番２号 

   自宅住所 天童市五日町一丁目３番２号 

推 薦 者 赤塚弘実・押野 宏 

 

   氏  名  荒井 裕之  

        昭和 42年 12月 24日生（49才） 

       （有）渡部電工社 専務取締役 

職業分類  総合設備 

   事業所住所 天童市大字山口 1424-4 

   自宅住所 天童市東芳賀三丁目 13番 14号 

推 薦 者 赤塚弘実・押野 宏 

 

 

委員会報告 

       プログラム委員会  志田泰久委員長 

     9月 20日のプログラムを変更いたします。20日は「新入会員自己紹介スピーチ」とな

ります。 

    

商工会議所設立 25周年記念実行委員  村山光男 氏 

     来る、10月 13日（金）午後 3時より滝の湯にて石原良純氏の記念講演会。 

     引き続き、午後 5 時から会員交流会があります。会費 5000 円先着順となりますので  

申し込みは商工会議所事務局まで。 

  



   

 

 

出席報告  永山和敏委員長 

本日会員 52名 出席者 39名 出席率 83.0％ 前々回出席率 95.3％に修正いたします。 

義務出席者 47名 

 

 

 

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  天童高校の本間先生宜しくお願いします。 

        4名の新入会員の皆様ありがとうございます。 

・相馬 勝博  新入会員の皆様、大歓迎します。 

        本間先生本日は卓話よろしくお願いいたします。 

   ・新関彌一郎  新しい会員を大歓迎いたします。 

   ・東海林松男様 公式訪問の打ち合わせに来ました。よろしくお願いします。 

・鞍掛 彰秀  赤塚会長、日頃のご健闘に感謝して。 

   ・押野  宏   今日（9 月）で 73 才になります。中 3 の時に分銅さん・古瀬さんと同じ

クラスで 9月生まれです。皆さんもジジィと呼ばれています。・・・分銅

さんは別です。新入会員４名の方を歓迎して。 

   ・村山 征彦  新会員の皆さんよろしくお願いします。 

・ 緑  三郎  新会員の皆さん大歓迎です。 

・斎藤 栄一  新入会の皆様ご入会おめでとうございます。 と会員誕生日 

   ・水戸部陽一  大黒屋の社長様と皆様の入会おめでとうございます。 

   ・志田 泰久  新入会員の皆さん天童東ロータリークラブにようこそ大歓迎します。 

   ・村山与四郎  新入会員を大歓迎です。 

・古瀬 正勝  9月 24日で満 73才になります。残りの人生たのしく。 

        新井さん・加藤さん・佐藤さん・加藤さん入会おめでとうございます。  

   ・瀬野 芳雄  新入会員を歓迎致します。 

   ・佐藤  豊   新井さん加藤さん佐藤さん加藤さん 4名の新会員の方を大歓迎します。 

   ・伊藤 則雄  新入会員さんを大歓迎します。 

   ・山口  孝   新井さん加藤さん佐藤さん入会おめでとうございます。又佐藤さんは  

息子と同級生ですのでよろしく！ 

   ・乙高 昭市  新入会員の皆さん入会を大歓迎します。 

   ・原田 正夫  9月 6日会員誕生日と結婚記念日です。 

・益田 秀紀  新しい会員が入会され、とても心強いです、どうぞ宜しくお願いします。 

   ・半澤 清彦  新入会員の皆さん入会大歓迎致します。 


