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皆さんこんにちは！ 

  先日の日曜日  天童東 RC会長杯コンペが開催されました。 

天候も台風の影響で心配されましたが、和気藹々と成績はとも 

かく楽しくプレーされ表彰式に出席して参りました。後ほど、 

成績発表があろうかと思いますが 私はゴルフに対する恐怖心が 

薄れました。是非 機会があれば参加したいと思います。 

村山さん 準優勝おめでとうございます。 

  さて、16 日に地区のロータリー財団のセミナーが開催されました。財団への寄付の募集の

お願いから、使い方に至るまでの説明でありました。昼過ぎからのセミナーだったので 周

りのロータリアンの方々も 睡魔との闘いに負けた方々が沢山おりました。しかしセミナー

の最後にグローバル補助金の推進について と題して 我がクラブの武山さんが『タイにきれ

いな水を 子供達に』の取り組みについて 事例発表がありました。これまでの経過や 飲み

水への 浄水器寄贈  そして国際奉仕の人道支援に至るまで 武山さんの思いが溢れ 心が洗

われるスピーチに眠気も吹き飛び万雷の拍手を受けておりました。さすが東ロータリーだと 

感じたひと時でした。 

   来週は ガバナー公式訪問の例会です。例年と違いフォーラムがあり、夜の懇親会付きの

例会になります。せっかくの機会ですのでガバナーに様々質問して見てはいかがでしょうか。 

  本日の例会は新入会員の自己紹介スピーチです。どうぞ 自慢話 あるいは 自己 PR して頂

き 早くメンバーの方々と 馴染みになってほしいと思います。 

 

新入会員紹介                 

  

  氏  名 加藤 幸男 

       昭和 19年７月 12日生（73才） 

       (株)天童木工 専務取締役 

  職業分類 家具製造 

   事業所住所  天童市乱川一丁目 3番 10号 

自宅住所 天童市交り江三丁目 4番 2号 

   推 薦 者 赤塚弘実・相馬勝博 



本日の卓話 

「新入会員自己紹介」 

志田 泰久 プログラム委員委員長 

  今日は今回入会なられました 5人の内 3名より自己紹介 

スピーチお願いしました。 

  次回は 10月 11日に 2名か 3名の方にスピーチお願いします。 

 

 益田 秀紀 新会員 

   先月に新会員として入会させて頂きました益田秀紀と申します。昭和 45年生まれで 

   45歳になります。皆さんから「もう慣れたか？」と、お声をかけて頂いておりますが 

  大先輩が多く毎週緊張する日々が続いております。昨年天童東ＲＣの皆さんには〝きらめ 

きの里″の見学にお出でいただきましたが、まさか自分が入会することになるとは夢にも 

  思いませんでした。 

   出身地は西置賜の小国町、新潟県との県境になります。学生 

  時代に山形に出てくることになり、アルバイトで天童に来ること 

  になったのが 20歳の時ですので、もう 27年になります。小国町 

  は皆さんもご存知の通り県内有数の豪雪地帯ですが、こちらにで 

  てきて困ったことは除雪の際に「雪掃き」と未だに言えないこと 

  です。あちらでは「雪堀り」と言いまして、まだ慣れることがで 

きません。 

 趣味と言えば、週末になると日帰り温泉に家内と出かけることが唯一の息抜きでしょう

か。蔵王温泉の近くに住んでいますので、蔵王の公衆浴場に出かけることが多く、天童温

泉にお世話になったことがないことが残念です。 

 私の職歴は当法人理事長の志田と一緒の部分が多いのですが、学生時代を考えるとまさ

か自分が「福祉」に関わることになるとは夢にも思いませんでした。当時は介護保険制度

も始まっておらず、「福祉」に関わろうとしている友人たちは理想をもっており、自分だ

けは職業に関わってはいけないなと強く思った事がありましたが、すでに 20 年近く福祉

の仕事についている事を考えると人生とは思うように行かないものだと痛感しています。   

 RC には素晴らしい大先輩方がたくさんにいらっしゃり、「その皆さんに成長させて頂い

たんだ」と言う話を 10 数年聞かされてきたことがあり、この度の入会は非常に身の引き

締まるお思いでいます。是非、今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。 

 

 加藤 亨 新会員 

昭和 27年生れの 65歳。天童市五日町居住。結婚 39年目。 

旧姓今野。妻(駄菓子屋『んだごんぱ』と天童南部小補助教員）。 

娘は豊田市・江戸川区・野々市市（金沢市隣接）に。孫６人。 

母 92歳で週 6日のディサービスを受け、あとの親 3名は鬼籍に。 

住居は、天童市大字山元→江戸川区葛西→江東区豊洲→江東区 

南砂→鶴岡市日吉町→天童市五日町→？ 

教育公務員として、鶴岡工定(3)→山形商(7)→山形南(11)→ 

天童(6)→山形中央(8)→山形南(2)→寒河江(1)と奉職。専門は世界史。 

趣味は、切手(大学で郵便切手研究会に所属し主に通常切手）・古銭(山形貨幣研究会に所

属し主に江戸期の地方銀貨）・オールドノリタケ・ミニカー・カタログ・雑貨の収集、朝 



 

の舞鶴山散歩。絵画・音楽・映画・骨董・建築・旧車等々の鑑賞。車の運転。街歩きと名

所旧跡・デパート巡り。碑(いしぶみ)探査。二十四節気毎のギャラリー展開。学生時代よ

りの株式投資。興味関心のある事象は、近現代史。特に朝鮮史・支那史。皇室制度・靖国

問題・南京虐  殺・創氏改名・徴用工やいわゆる慰安婦等々の事項。関連してＷＧＩＰ

に係わること。また日本言語と比較言語学。スポーツは、中学での陸上・スキーのみ。但

し部顧問として、バスケットボール(鶴岡工・山形商)・山岳(山形商・山形南)・スキー(山

形南)・吹奏楽(山形南)・水泳(山形南)・陸上(天童)・ハンドボール(山形中央)・卓球(寒

河江)を担当。 

病歴は、虫垂切除と胆嚢摘出・上腸間膜動脈解離症。現在血糖値・コレステロール高し。 

生活信条は、“Never Give Up.”と“まぁ、いいか。” 

残りの人生を“ちょい悪ジジイ”で過ごすことがモットーです。 

  

    佐藤 英伸 新会員              

    天童市五日町一丁目 

    昭和 47年 1月 21日生（45才） 

    山形商業高等学校卒 

    家族構成 父・母・妻・娘（5才）・自分の 5人家族 

    ルーツ 祖父の代に天童市原町から五日町に越してきた 

（銀行跡地との話） 

    株式会社大黒屋（種類販売業）経営 

    趣味は子育て、史跡探訪（城跡など） 

     現在興味のあること、来年、明治維新より 150年という節目にあたり、天童市の 

    史跡・人物に注目してみたい。 

     仕事について、酒類販売を主力に、ガラス表面を加工するエッチングの仕事も 

    手掛けています。 

 

幹事報告   乙高 昭市 副幹事 

 

1. 天童ＲＣより三クラブ合同芋煮会例会の案内が届く。 

     日時：10月 20日（金）ＰＭ6：00～ 

     場所:ほほえみの宿 滝の湯 

   ２.国際ロータリー第 2800地区第 3ブロックより親睦ゴルフコンペ開催の案内届く。 

    日時：10月 29日（日） 

    場所：大石田ゴルフクラブ 

       参加申し込みは斎藤幸雄さんにお願いします。 

3. 山形東ＲＣより創立 30周年記念式典への出席お礼が届く。 

4. 山形県社会福祉協議会より「たすけあい」9月号が届いています。 

5. 国際ロータリー第 2800地区より地区大会の案内届く。 

  日時 11月 11日（土）～12日（日） 

  場所 寒河江市民文化会館 

6. 来週のガバナー公式訪問例会、時間変更 6時よりネクタイ着用のこと 

 



委員会報告 

         米山奨学会委員会  斎藤幸雄委員長 

    米山財団設立 50周年記念グッズ販売の案内。ネクタイ・スカーフ・ハンカチ など 

    ゴルフ愛好会より 

    9月 17日（日）会長杯開催 11名参加 

優勝は野川晶弘さん（本人もビックリ）準優勝 村山征彦さん 

   

出席報告  永山和敏委員長 

本日会員 52名 出席者 42名 出席率 89.4％ 前々回出席率 89.4％に修正いたします。 

義務出席者 47名 

 

 

 

スマイル報告    報告者 原田正夫 親睦・スマイル委員  

 

 

・赤塚 弘実  新入会員の 3名の皆さんのスピーチに期待して 

        天童木工加藤専務さんを大歓迎致します。よろしくお願いします。 

   ・新関彌一郎  地区財団セミナーで武山さんが素晴らしい講演をしました。 

有難うございます。 

・鞍掛 彰秀  先週、天童クラブ「ロータリーの友」の卓話してきました大好評でした。 

   ・志田 泰久  益田さん加藤さん佐藤さん新会員の皆さんスピーチ宜しくお願いします。 

   ・村山 征彦  先日の会長杯コンペ準優勝でした。おいしい商品有難うございました。 

           野川君優勝おめでとうございました。 

     

・高橋 繁夫  益田さん加藤さん佐藤さん御入会おめでとうございます。 

ロータリーを楽しんで下さい。 

   ・武山  茂   益田さん加藤さん佐藤さん本日のお話大変楽しみにしておりました。 

・ 山口  孝    加藤幸男さん入会おめでとう御座います本日 3名のスピーチ楽しみです。 

   ・半澤 清彦  先週の 100 万ドル例会のご参加有難う御座いました。生卵・スモッチの

お買い上げ有難う御座いました。売上の一部をスマイルさせていただき

ます。しみったれですので 1000円です。 

・髙橋 英治  半澤委員長日経新聞掲載おめでとう御座いました。卵美味しかったです。 

・益田 秀紀  本日スピーチをさせて頂きます。上手な話ではありませんがお聞きくだ 

さい。 

    ・加藤   亨   3回目の参加です。態度と胃は小さいのでこれからも宜しくお願いします。 

・佐藤 英伸  新入会員の佐藤です。本日、自己紹介スピーチをさせて頂きますのでよろ  

しくお願いします。・・・と、会長から書けと言われました。 


