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ロータリー：変化をもたらす

「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・幹事/相馬勝博・クラブ会報委員長今田治雄
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ここ数日の雪の影響で 全国各地に様々な災害や事故などが出て
おります。皆さんの仕事や生活の上で問題はありませんか？そして、
体調崩しておりませんか？インフルエンザが流行りワクチン（薬）
不足で大変と聞いております。
さて今日は上半期の中間報告例会になります。ロータリーの活動について各委員会の役員
の方から発表して頂く年次総会です。SAA 五大委員長会計の皆さん宜しくお願い致します。
今年の鈴木ガバナーのスローガンに 『美しい心 ロータリーの矜持』自分の能力を信じ
て 抱く誇り、あるいはプライドが大切だと言っております。また、「ロータリーを学び、
好きになり、活かし 広めるリーダーを育てよう！」と私ども 会長に指導されています。
事業の一つに 一人一本の木を植えよう！そして 例会では 感動的なスピーチで会長挨拶
をするようにと言われておりますが毎回の会長挨拶本当に大変です。私の場合ですが 日曜
日の朝に考えて、水曜日の朝に書きます。そして、例会の次 木曜日に今田委員長にメール
を送るパターンです。会報委員会 本当にありがとうございます。今田委員長ご苦労様です。
感動的なスピーチとはいかないと思いますが、自己修練の場として今日は今年の夏に
ありましたことをお話致します。20 代半ばの女性の闘病生活のお話です。ある日の朝、舌に
できものがあり 専門のお医者さんに診てもらったら 舌がんとの診断…。始めは取り除くと
すぐに治りますとの事でしたが 半年後に、リンパに転移しその後肺に移ってしまったそう
です。一年半年間の入院生活 まさに大変な闘病生活だったと思います。最後に主治医の先
生から「後、余命わずかです 食べたいものがあったら 何でも」と言われ ご両親が聞いた
所 なんと 「かき氷」が食べたいとの事だったそうです。それを聞いた知り合いの方が、う
ちに見えて息子に相談したそうです、後から聞いたことですが 病室まで器材を運び 先生の
許可を得て ご両親立ち会いのもと食べさせてあげたそうです。
「美味しい、美味しい」と言
っていたそうです。そして、数日後 手厚い看護 家族の思いも通じず お亡くなりになった
そうです。後から聞いたことですが、両親様から「娘も大変喜んでると思います。ありがと
うございました。」と感謝の言葉を頂き 私も目頭が熱くなったことがありました。
ロータリーの目的の一つに『ロータリアン一人一人が個人として、また事業および社会
生活において、日々、奉仕の理念を実践すること。』と奨励しています。皆さん 良く考えて
ロータリーを 楽しみましょぅ！

幹事報告

相馬

勝博

幹事

1. １月 10 日の例会場が、天童ホテルからアンジェリーナに
変更となります。
2. 天童青年会議所より、2018 年度 OB・会員合同新年会の
案内が届いております。
日時：1 月 24 日（水）19 時より
本日のプログラム

場所：ほほえみの宿 滝の湯

「年次総会」

ＳＡＡ
斎藤 栄一
1.活動報告
⑴ 7 月～12 月の例会の司会は副ＳＡＡの三瓶 誠が担当しました。
⑵ コーヒータイムは今年度も継続して実施しています。
⑶ 例会での私語は進行の妨げになるようなことは今のところありません。
⑷ 今年度の初めての試みとして、第１例会時にその月に誕生日を迎える会員のお祝い
をしています。会員からも好評であり、会の雰囲気を和らげる役割を果しています。
２.後半の予定
担当例会 平成 30 年 2 月 21 日（水）
卓話「舞鶴山の歴史」講師

野口一雄様（大学非常勤講師・元山形北高等学校校長）

クラブ管理運営委員会 古瀬正勝委員長
今年もあと２週間ちょっと残す事となります、
１年は早いものです。
プログラム委員会 志田委員長
今年度は前期、本日を含めて 23 回の例会を企画しました。赤塚会長の重点項目に従い、
プログラムの充実を図り、例会出席を高めるため、そして例会に出席して良かった、た
めになったという会員の感想を得ることに全力を注いでいます。後半 24 回、皆様のご協
力をよろしくお願い致します。
出席委員会 永山委員長
出席率の向上 40 名以上の出席目標を掲げてまいりましたが平均 80％で問題点として
移動例会の出席率が低い、毎月例会時に移動例会予定を発表して出席向上に務めた。
フィナーレ例会時に優良出席会員の表彰を行う。
親睦スマイル委員会 半澤委員長
会員の親睦を図る為の行事を企画しました。
8/2 アンジェリーナにてビアパーティーを外で行い盛り上がった。
9/13 南部公民館にて 100 万ドル例会「卵かけごはん」を美味しくいただいた。
10/20 三クラブ合同芋煮会が天童ロータリークラブ担当で行われました。
これからも親睦を深める為、色々な企画を行って参りますので宜しく協力お願いします。

後半は 12/20 クリスマス家族会 1/17 三クラブ合同新年会（東 RC 担当）4/25 観桜会
6/27 フィナーレ例会となっております。
記録・広報・雑誌委員会 伊藤（則）委員長
年次計画書、報告書、クラブ活動記録の作成に務めます。
クラブ会報委員会

今田委員長

例会の様子、内容を見やすく、読みやすく伝わるよう、会報作りを行って来ました。
今後も会報は次回例会時に会員の皆様に配布をして見てもらえる様努力致します。
後半は前半同様に行い 3 月と 5 月に例会担当を行います。皆様の協力宜しくお願いいた
します。
会員増強・研修委員会 佐藤 豊委員長
8/30 会員増強についてテーブルミーティング各テーブルに置いて
天童東 RC メンバーにふさわしい方のリストアップを話し合ってもらい
発表してもらいました。この名簿を活用して会員増強に役立てたい。
これからの委員会活動 2 月頃 3 年未満の新入会員を対象に研修会を
行う予定です。

職業奉仕委員会 土屋政浩委員長
月初めの例会にて職業宣言文を朗読を行い、後半も行います。
担当例会を来年 1/31 日と 5 月か 6 月に行う予定です。

社会奉仕委員会 佐藤栄治委員長
目標：地域社会のニーズを調査し、有益な社会奉仕プログラムや
プロジェクトを提 案・実践しロータリー活動を充実させます。
11/1 天童舞鶴山駐車場にて東日本大震災復興祈念植樹・天童東 RC 創立 30 周年記念植樹
を行い、来賓 2 名・避難者 12 名・会員 38 名合計 52 名の方より参加頂きました。今後の
予定としては 12/20 クリスマス家族会にて社会鍋実施 3/7 担当例会 5/30 ひまわり園事業
例会、ＲＩ会長・鈴木ガバナーのメセージにあるように来春一人一本の植樹と東日本大震
災避難者の方とバーベキューを企画計画しております。
国際奉仕委員会 村山光男委員長
上期活動報告並び下期の予定事業
主な活動 11 月 8 日担当例会 語学コーディネーター三宅美知子氏による
「アルゼンチンの日本人学校」卓話 今後の活動予定は国際貢献の実践
行動グローバル補助金プロジェクト事業「タイの子供たちにキレイな水を」 DDF を
ロータリー財団に申請中ですが、ほぼ 9 割方申請内容が認可され現地タイ国内の小学校
へ浄水器贈呈式が実施の運びとなります、訪問予定日は 2 月 21 日前後頃です。イタリア

姉妹都市と友好クラブ親善訪問を 3 月 13 日を出発予定日と致します。

青少年奉仕委員会 野川晶弘委員長
9 月 6 日に担当例会卓話、
講師：県立天童高校、ダンス部顧問・本間正史先生
ダンス部の紹介・映像・ダンス部活動で目指しているもので卓話頂く
2009 年創部、2012 年 4 月部に昇格、実績は全日本チアダンス選手権
全国大会 HIPHOP 部門一般・高校生編成 2 位となりました。大会以外の活動：インターハ
イ開会式での演技天童夏祭りなど、ダンス部の魅力：自己表現が身につく・協調性が身
につく・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こと。

ロータリー財団・米山奨学会委員会 斎藤幸雄委員長
7/8 米山奨学会 9/16 ロータリー財団各セミナーに出席して参り
ました。10 月米山奨学月間、11 月ロータリー財団月間に合わせ、
地区目標達成に向け、会員の皆様に特別寄付のお願いを致しました。
担当例会 10/25 地区米山奨学学友委員会大久保章宏委員長より「人と世界を結ぶ人づ
くり、米山記念奨学学友事業」について卓話を頂きました。11/22 ロータリー財団委員
会補助金奉仕プロジェクト委員の武山茂地区社会奉仕委員長より、地区補助金、グロー
バル補助金についてお話をして頂きました。
会

計 武山 茂
本会計は例年より 10 万プラスで推移してきております。
30 周年事業予算 65 万中さくら植樹・プレート代で 43 万、
残 22 万は公式訪問夜の例会分で±0 です。特別会計は例年
通りでスマイル入れ 30 万円代です。今年度繰越金が 4 項目で
38 万しかなかったので下期のスマイル宜しくお願いします。

委員会報告
親睦・スマイル委員会
半澤清彦委員長
次回例会はアンジェリーナにてクリスマス家族会です。
6：30 開会です。宜しくお願いします。
ロータリー財団・米山奨学会委員会 斎藤幸雄委員長
先日再度ロータリー財団への「特別寄付のお願い」の書面をファックス致しました。
12 月 13 日で締切です。よろしくお願い致します。
出席報告
永山和敏委員長
本日会員 53 名 出席者 44 名 出席率 91.7％
義務出席者 48 名

前々回出席率 91.7％に修正いたします。

スマイル報告
・赤塚 弘実
・相馬 勝博
・新関彌一郎
・村山 征彦
・伊藤 敏明
・高橋 繁夫
・三瓶

誠
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亨

報告者

緑 英樹

親睦・スマイル委員

本日は上半期総括の年次総会発表者の方々宜しくお願いします。
各委員長の方々本日の中間報告宜しくお願いします。
ほぼ正しい五大奉仕中間報告をお願いします。
奥様誕生日 67 才結婚記念日 44 年良く持った。そろそろかな？
会長・幹事殿半期ご苦労様です。
結婚記念日、綺麗なお花有難う御座いました。よく調べたら金婚でした。
ヤボ用でしばらく例会欠席しました。本日は新雪と共に心は
フレッシュです。
12 月 1 日 48 才の誕生日でした。誕生日に親不知を抜いて日々食生活を苦
しんでいます。
ロータリーに誘われ新たな出会いに感謝しています。ところで私は亮で
も享でもなく亨です。よろしくお願いします。

