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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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新年明けましておめでとうございます。新しい年を迎えまして、
会員の皆様には 益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
今年も宜しくお願い致します。
今日からロータリークラブの運営も 後半に入る訳ですが昨年は
平均出席率 90％台と高くなんとクリスマス家族会は 皆さんの協力
を得まして出席 100％ 達成となりました。風邪など体調を崩して
すぐに帰られた方、早めに仕事を終えて出席して頂いた方々 本当にご協力ありがとうござ
いました。所信で申し上げました通り 魅力ある、ためになる例会を目指して プログラム
委員会と協力しながら 努めて参りますので 宜しくお願い致します。
本日のゲストはクリスマス家族会で素晴らしいフラダンスを披露して頂きました。 田中
恵さんです。ご紹介するまでもなく 2016 年度 国民的美魔女コンテストで見事 グランプ
リに輝いた フラダンス教室の先生です。今日は『夢に向かってフラダンスにかける思い』
のテーマで卓話を頂きます。田中さん 宜しくお願い致します。私との出会いは田中さんの
お父さんが私の高校の先輩 そして恵さんは私の大学の後輩と言う縁である会でご一緒さ
せて頂いたのが最初でございます。今日は 新年にふさわしい美しい方をお招きし 華やい
だ雰囲気の中で進めて参りたいと思います。
さて、ガバナー月信第 7 号に当グラブ創立 30 周年記念植樹と東日本大震災復興祈念植樹
の記事が載っております。今田クラブ会報委員長に記事と写真を送って頂きました。
今月は 17 日に天童三クラブ合同新年会が我がクラブの担当になっております。お客様を
暖かく迎えて参りたいと思いますので 宜しくお願い致します。また、24 日は『暴力団が街
にやって来た！』と言うタイトルであなたの知らない世界のビデオを見て 天童警察署小林
刑事課長の卓話です。 大変為になるお話と恐ろしく怖い映像ですのでぜひ、皆さんに見て
頂きたいので、ぜひご出席をお願い申し上げ 会長挨拶と致します。
本日の卓話
「フラダンスにかける思い・・夢に向かって」
Hula Studio Huali 山形校
フラダンス インストラクター 田中

恵 氏

自己紹介
田中 恵（タナカメグミ）
1979 年 4 月 22 日生まれ
山形市旅篭町出身
「2016 年国民的美魔女コンテスト」
第 7 回グランプリ
市立 1 小、日大中を経て高校から仙台市で 1 人
暮らしを始め、東北学院大学時代からモデルの
仕事をこなす。卒業後に帰郷、モデルの傍らで
フラダンス教室に通うようになり、4 年前に市内
でフラダンス教室を開校。2016 年 10 月に東京で開かれた「第 7 回国民的美魔女コンテスト」
で全国 1500 人の応募者の中からグランプリに輝く。1 児の母。
フラダンスを始めたきっかけはモデルをしていた 20 代、辞めて出産し、自分に何か自分
を表すもの、誇れるものが欲しかった。ただの○○くんのお母さん、と言うだけではいられ
なかった自分がいた。ダイエット、こもりがちな育児からの、ストレス解消の場としてフラ
ダンスを習い、好きなことを仕事にと思い 40 才までに、芽が出なければ辞める覚悟で始め
た。営業に回った 1 年目。手ごたえを感じ始めたのは 2 年目から、美魔女の効果はあったの
か、とよく聞かれますが、生徒さんを集めることにおいてだけ考えると正直よくわからない。
ただ、美魔女になったことにより、仕事の幅が増え、ショーの仕事も増えたことは自分自身
にとっても、生徒さんたちにとっても、とてもよかった変化です。フラダンスで女性を元気
に、私がそうだったように、フラをしている事で自分の存在価値、自分に誇れるもの、居場
所、逃げ場、何でもいいからプラスの効果が出て、それによってお母さん、奥さんの笑顔が
増え家庭円満につながる。いま子連れフラダンスが人気です。お母さんたちは行き場所が限
られている。行ける場所があるだけで有難い。最近一番問い合わせが多いのが子連れクラス
です。転勤族のママたちの友達作りの場として、情報交換の場として教室を活用されておら
れます。地元のお祭りにも参加している。転勤族のママたちも子供と一緒に花笠まつりに参
加、フラダンス・タヒチダンス、というものを通じて山形での良い思い出作り、山形の文化
に触れる機会を得ている。色々な年代の方・環境の方が通える環境にして行き、フラダンス
のイメージ・・高い、セレブ、習い事イコールお金がかかる等でない環境にしていきたいと
思います。年齢を理由にあきらめる人・今更フラダンスは・イベントに参加するのは・腹を
出すのは、年を取ればとるほど何かにチャレンジということに勇気が出ない、二の足を踏ん
でしまう。そのような方の背中を押したい。天童にも教室がありますビーフリー・スポーツ
センターなどですので、ぜひ奥様方の参加をお願いします。年齢を理由に諦めないことが大
事です。
私の父は写真館ですが 60 才過ぎに新しい事業、菓子ふもちづくりを始めました。試行錯
誤の連続で母と二人で研究を重ねてようやっとお客様に喜ばれるお菓子になりました。私も
身近にいいお手本もいますし、美魔女の仲間たちもほとんどが私よりも上の方々が大勢おり
ます。これからもいろんなことに挑戦続けていきます。

幹事報告
相馬 勝博 幹事
天童商工会議所より 2018 年賀詞交換会のお礼状届く
国際ロータリー第 2800 地区第３ブロックインターシティミーティングお礼状届く
鶴岡東 RC より創立 30 周年記念式典参加お礼状届く
天童中央ライオンズクラブより結成 20 周年式典の案内届く
国際ロータリー第 2800 地区上林ガバナーより次年度地区委員の選出のお願い届く
当クラブより社会奉仕委員会委員に武山茂君
ロータリー財団委員会監査小委員会委員に斎藤栄一君
1 月誕生日
国井和行さん
斎藤幸雄さん

表

彰
米山功労者

高橋英治さん 押野茂彦さん 緑 三郎さん
瀬野芳雄さん 村山光男さん 佐藤英伸さん
誕生日おめでとうございます。（ソフトドリンクで乾杯）

6 回マルチプル

委員会報告
社会奉仕委員会

佐藤

後藤

栄治

重雄さん

委員長

家族会の時、社会鍋の金額 43,000 円でした。ご協力有難う御座いました。
出席委員会 永山 和敏 委員長
クリスマス家族会出席率 100％ご協力ありがとうございました。
前期出席率約 90％ 後期も出席率 90％以上目標ですご協力をお願い致します。
会

計

武山

茂

会費納入の案内ハガキを本日発送致しました。遅くなりましたが、後期の会費
納入宜しくお願い致します。
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古瀬

正勝

副会長

出席報告
永山和敏委員長
本日会員 53 名 出席者 40 名 出席率 83.3％
義務出席者 48 名

スマイル報告
・赤塚

弘実

・村山

征彦

・米野

幸治

・古瀬
・鞍掛
・村山

正勝
彰秀
光男

・志田 泰久
・村山与四郎
・阿部 米位
・ 緑
・高橋

三郎
繁夫

・今田

治雄

・斎藤

幸雄

・武山
茂
・鎌倉 景昭
・伊藤 則雄
・ 金
星
・国井 和行
・永山 和敏

報告者

前々回出席率 100％に修正いたします。

金 星 親睦・スマイル委員

皆さん、あけましておめでとう御座います。
素敵なゲスト田中恵さんを歓迎して。
金さんの初仕事にスマイル。
皆さん、あけましておめでとう御座います。
もうちょっと現役で頑張りますので今年もよろしく。
あけましておめでとうございます今年もよろしくお願いします。
田中恵先生って素晴らしいです。
皆様のお陰で生かさせてもらっております。感謝です。
美魔女の田中さんにも感謝です。1/28 誕生日です。
本年もよろしくお願いいたします。
田中恵さんと同じ誕生日なのでスマイルします。4/22 誕生日です。
あけましておめでとうございます。平成 30 年正月
田中先生のお話楽しみです。本年も宜しくお願い致します。
本日 1 月 10 日誕生日です。妻も今月誕生日でした。
新年あけましておめでとう御座いますスマイルで年賀に替えて頂きます
ガバナー月信 1 月号に創立 30 周年記念植樹と大震災復興祈念植樹の
記事が載っておりますので皆さん見てください。
あけましておめでとうございます。1/14 で 73 才になります。
今年もよろしくお願いします。
今年も宜しくお願い致します。S.51.1.1.企業創立記念日
あけましておめでとうございます。正月のご参拝ありがとうございます。
おめでとうございます。今年も宜しくお願いします。
田中恵様今日の卓話楽しみにしています。
今年も宜しくお願い致します。1/1 誕生日 1/11 結婚記念日
あけましておめでとうございます。出席委員会今年もご協力お願い致し
ます。メイクもよろしくお願い致します。！！

