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皆さん、こんにちは 気温が上がったり下がったりですが、体調は
いかがでしょうか。
さて、48 回衆議院選挙が公示になりました。今回の選挙、政権の
選択と言われてもどこが、どう違うのか、中身がどうもはっきりと
こないと感ずるのは私だけではない様です。
政治家の権力闘争は結構ですが今、何が問われているのか私達もこの選挙を通して、考え
て見る必要があるのではないでしょうか。例えば、政党の離合集散あっちに行ったり、こ
っちに来たりという 政治ドラマ 或いは 18 歳選挙権により、初めて一票を投じる高校生は、
何を信じて投票すれば良いのか 分からなくなってしまう…。どこが勝ったか、負けたかよ
りこの国をどうしょうとするのかが、私は大切な事ではないかと思います。
さて、時代の流れはとても早く技術の進歩により、私達の生活そのものに大きく影響し
ております。例えばこのスマートフォンすごい進歩で進んでおり便利でしかも早く、情報が
得ることが出来ます。1) その場で出来るカメラ、メール、2) アプリによって無限大にある
例えば、日本語を外国語に翻訳出来る事 や 分からなくとも分かったふりができる。3) 管
理 GPS 機能で動体管理が出来る、これを付けて歳を重ねると徘徊しても大丈夫まさに想像
出来ない事が実現した素晴らしい技術だと思います。しかし、これについて行けない方もい
らっしゃる様です。分からない方は 阿部さんや 加藤亨さんに聞いて見て下さい。もっと知
りたい方は 分からない事が無い新関さんが宜しいかもしれません。

本日の卓話
「新入会員自己紹介」
志田 泰久

プログラム委員会委員長

今日は前回同様に入会なられました方より自己紹介スピーチをお願いします。
最初に荒井さん・加藤さん・金さんの順でお願いします。

荒井

裕之

新会員

生まれは、1967 年（昭和 42 年）12 月 24 日 山形市
年齢 49 歳
勤務先 （有）渡部電工社 通称 なべでん
資格 エネルギー管理士
第一種、第二種電気工事士
1 級施工管理技士 電気工事
1 級施工管理技士 管工事
私が目指せる「ロータリアン像」を、先ずはさがして
みたいと思っております。宜しくお願い致します。
加藤

幸雄

新会員

私くしは、（株）天童木工専務取締役の加藤幸雄と申します。
出身地は、宮城県仙台市岩切洞ノ口という東北本線岩切駅から
徒歩 5 分位の所です。年齢は昭和 19 年 7 月生まれの 73 才です。
趣味が少ない中で今でも続けているのを唯一あげると詩吟が
あります。（岳精流）約 20 年間習っていますが中々上手に吟
ずることが出来ません。
会社に入社したのが昭和 44 年 4 月で勤続 48 年になりました。
入社してから転勤することなく 48 年間天童市民でいられたのは製造部門に勤務する人を
除くと稀なケースだと思っています。当社は昭和 15 年 6 月の創業で、旧天童町他 10 ケ村
の大工・建具・指物の業者が集まり、天童木工家具建具組合を結成したのが始まりです。
会社組織になったのが昭和 17 年で（有）天童木工製作所・昭和 23 年株式会社に変更
（資本金 200 万）現在の資本金は３億円です。会社の概要を記しますと本社・工場と東北
支店が天童市で東京支店が浜松町にあり、大阪支店が大阪府西区その他福岡と名古屋に
営業所があります。従業員は約 330 人です。販売は東京・大阪支店を中心に全国展開して
おります。製造は家具部門と自動車部門の別れており売上で見ると家具 76％自動車 24％
の割合となっています。自動車はレクサスの木製ハンドルを製作しております。
最近の話題を述べますと第 6 回ものづくり大賞（内閣総理大臣賞）を受賞したこと又
国際大会の卓球台の脚部を製作したことで話題としてマスコミで取り上げられました。
東ロータリークラブに入会させて頂きまして、今回で 3 回目の出席で何もわかりません
ので何卒宜しくお願い致します。

金

星

新会員

この度、天童東ロータリークラブに入会させていただいた
金星（キンセイ）（ジンシン-中国語発音）と申します。1963 年
（昭和 38 年）3 月 30 日中国大連生まれ、1988 年 原子物理学科
大学院を卒業しました。（超電導関連）

電力関連会社に勤める時、近畿大学に名古屋大学博士号を取得した先生との出会いの縁
があり、1993 年 10 月大学の教師を目指す為、日本に留学しました。電気通信大学研究科で
２年間勉強した後、恩師の大学にまだ空席がないことで、日本で就職することにしました。
日本で、自動車塗料中間体を製造する会社の研究所で働き、のちにソフトウェアを開発
する会社に転職して、各種システム開発に従事していました。最近 15 年間は中堅規模の３
社の情報システム部署を立ち上げ、会社で必要なシステム全般の導入運用を担当しました。
東日本大震災の翌年 2012 年 3 月医薬品製造会社の繋がりで、前から日新製薬と情報交換を
行う縁があり、荒谷工場完全電子化を目指す日新製薬にお世話になることになりました。
もともと、人と自然との出会いが好きなこともあり、天童で 5 年間仕事と生活して山形が
好きになりました。今まで、自然と一番近い町天童で好きなことができ、人の為になること
が出来れば幸せと思い法人を天童に移しました。
好きなゴルフを通して、人々の健康寿命を延ばす仕事が出来れば幸いです。
好奇心を持ち続ける、人間関係を広く深くする、足るを知ることで面白く生きたいところ
です。新入会の小生を今後もご指導のほど宜しくお願い致します。

幹事報告

相馬

勝博

幹事

1. 天童三クラブ合同芋煮会参加の会員は、下記までご集合下さい。
日時：10 月 20 日（金）ＰＭ6：00～
場所：ほほえみの宿 滝の湯
2. ガバナーエレクト事務所より、次年度地区役員として、当クラブより 2 名の推薦依頼が
届いております。
① 会員増強委員会公共イメージ推薦小委員会委員長に鞍掛彰秀氏
② 社会奉仕委員会委員長に武山茂氏
3. 天童商工会議所より、賀詞交歓会の協賛と名義使用のお願いが届いております。
4. 天童青年会議所より第 38 回全国中学生選抜将棋選手権大会へのお礼状届く。
5. ガバナー事務所より第 3 ブロックＩＭの案内が届いております。
日時：11 月 26 日（日）ＰＭ １：00～
場所：式典 ほほえみの宿 滝の湯
懇親会 ホテル王将

委員会報告
ロータリー財団・米山奨学会委員会

斎藤

幸雄

委員長

今月（10 月）米山奨学会月間ですので特別寄付のお願い。
社会奉仕委員会

佐藤

栄治

委員長

移動例会のお知らせ
11 月 1 日「東日本大震災復興支援祈念桜植樹」
「天童東ロータリークラブ創立 30 周年記念植樹」を 11 時 30 分より行います。
出欠の案内をＦＡＸしますので必ず返信お願いします。

国際奉仕委員会

村山

光男

委員長

1. 姉妹都市イタリア・マロスティカ 30 周年記念して来年 3 月 19 日を目処に 8 日間の
日程で訪問団を結成致します。更にイタリアの友好ロータリークラブであるバッサ－
ノ・デル・グラッパ・カステーリＲＣにも表敬訪問し友好を深めます。募集人数は最
小 10 名となっておりますので早めにご応募ください。
2. 2 月はタイ・バンコクスリーウオンＲＣとの浄水器贈呈プログラムを組んでおり、訪問
致しますので、こちらも会員の皆さんの参加をお待ち申し上げます。
親睦スマイル委員会

半澤

清彦

委員長

新入会員の方は親睦スマイル委員会に配属なります。スマイル発表もあります。本日の
分銅さんの発表を参考にスマイル発表を宜しくお願い致します。
鞍掛

彰秀

医師

インフルエンザ ワクチンみんな受けましょう！（1 人\3500）市の助成 10/15～1/31 まで
「ドクターアドバイスで今日も元気！」に会員の櫻井秀一郎先生がラジオ出演中です。
（耳鼻科よもやま話）金曜日までです。
出席報告
永山和敏委員長
本日会員 53 名 出席者 43 名 出席率 91.5％
義務出席者 47 名

スマイル報告
・赤塚

弘実

・相馬

勝博

・新関彌一郎
・志田 泰久

報告者

前々回出席率 83％に修正いたします。

分銅昭夫 親睦・スマイル副委員長

今日の山形新聞の経済面に当社のオリジナルアイス
が載りました。来月会員の皆さんに試食していただきます。
荒井さん・加藤さん・金さんバンバン自己アピールしてくださいね。

・鞍掛

彰秀

・村山
・荒井

征彦
裕之

新入会員スピーチ楽しみです。
新入会員の皆さん荒井さん・加藤さん・金さん・自己紹介スピーチ
よろしくお願いします。
市福祉協議会より感謝状を頂きました。永年の健康講和が良かったと
楽市楽座、大いに楽しませて頂きました。
盗作。ユリノミクス 3 本の矢「あやふ矢」「うやむ矢」「もやも矢」
本日、自己紹介させて頂きます。宜しくお願い致します。

・ 金
・武山
・分銅

星
茂
昭夫

斎藤栄一先生、結婚記念日おめでとうございます。
所用の為、早退します。本日のお話聞けなくて残念です。
スマイル発表しました。

