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会長挨拶   赤塚 弘實 会長 

 

   皆さんこんにちは、約二週間振りの例会です。連休中は 皆さん 

いかがお過ごしでしたか？私ごとになりますが、東京から孫が参り 

まして 計七人の孫に囲まれ 大変な一週間でございました。あれほ 

ど孫が来るのを楽しみにしていたのですが、なんと朝から晩まで  

賑やかで家の中はもう 運動会状態で早く帰ってほしいと思ったのも 

事実です。さて、皆さん今日は 5月 9日何の日か知っておりますか 

明治初期にアメリカから 黒板が初めて輸入されたのがこの日 。 

また、横浜の馬車通りに町田房蔵が氷水屋で、「あいすくりん」を製造・販売したのが 

この日とされています。以来 アイスクリームの日となっております。実は今日弊社の創業 110

周年を記念して社会貢献活動の一環として天童市内 小.中・高校の児童生徒の皆さんにガリガ

リ君 アイス 約 6000 本の贈呈式があり中部小に行って参りました。未来を担う子供たちは地

域の宝であり、健全な成長は願いです。皆さんとても喜んでおり随時各学校に配布予定です。 

   さて 本日よりお二人の新入会員がおみえです。お一人は土田哲生さんです。芳賀タウンに

あります土田こどもクリニックの院長先生で 39歳と若い独身の先生です。是非天童からお嫁

さんをと思っています。皆さん宜しくお願い致します。お二人目は石澤聡さんです。共栄給

食の社長さんです。給食・仕出し・弁当・レストランと幅広く事業を展開しております。お

二人には後ほど一言ずつ、ご挨拶を頂きますが、お二人には何度も足を運び入会に至りまし

た。皆さんどうぞ優しく教えて下さい。お願い申し上げ本日の会長挨拶と致します。 

 

 

 

本日の卓話 

「スキー競技による青少年指導」 

        県立中央高校教員 スキー部顧問 田村 崇 先生 

  

先生のプロフィール 

県庁で５年間在籍、主査の肩書きだったが部下がいなかった。 

そのため、初仕事は蔵王国体のＰＲのため、東京山形県人会に 



 

行き着ぐるみの役だった。 

監督と選手の見方は違う 

選手は主観的に見るが、監督は客観的に見る。自分では客観的に見れない。近くに居る   

コーチを信頼せよ。コーチングの技術として、選手の見方を変えてやることが必要だ。 

監督は長島派か、野村派か 

監督は選手がどちら派か知っておく。 

スポーツはなぜ人々に感動を与えるか 

試合結果の不確実性と競争性が人々に感動を与える 

教育とは、人々の心に残り、生涯活用されるべきもの（オリンピックなどの大会が終わり

活用されない施設を見て思うこと） 

スポーツの価値は、普遍的価値と変動的価値がある。 

私が心がけている３つの目 

  1.顧問としての目  2.ＯＢとしての目  3.親としての目 

 

 

幹事報告   相馬 勝博 幹事 

 

1. 山形北 RCより、創立 50周年記念式典の出席お礼とバナーが届いています。 

2. ガバナーエレクトより、地区研修・協議会の参加お礼が届いています。 

3. 鈴木ガバナーより、国際ロータリー第 2800 地区 地区事務所移転のお知らせ届く。       

新住所 天童市桜町 2-20 

4.（公財）山形県みどり推進機構より、緑の募金のお礼が届いています。 

5. 多賀城市より、「東大寺展」の案内が届いています。 

6. 天童市母子寡婦福祉協議会より「母の日カーネーション募金」協力依頼が届いてます。 

7. 村山美術会長より第 71 回村山美術総合展覧会における後援会名義使用及び奨励金の    

協賛依頼が届いています。 

8. 例会終了後理事役員会を行います。 

 

 

 

  ５月誕生日 

   水戸部陽一さん 小関芳重さん 阿部米位さん  

加藤 亨さん  

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 土田 哲生  

        昭和 53年 6月 10日生（39才） 

            つちだ子どもクリニック院長 

職業分類  小児科医 

   自宅 住所 天童市芳賀タウン南三丁目 7番 13号 

   推 薦 者 赤塚弘実・鞍掛彰秀 

 

   氏  名 石澤 聡  

            昭和 45年 8月 22日生（46才） 

         (株)協栄給食 代表取締役 

職業分類  給食業 

   事業所住所 天童市石鳥居二丁目１番 23号 

   自宅 住所 天童市東芳賀三丁目 10番 1号 

推 薦 者 赤塚弘実・押野 宏 

 

委員会報告 

       社会奉仕委員会  佐藤 栄治 委員長 

     5月 13日（日）3クラブ合同植樹です。移動例会宜しくお願いします。集合 9：00 

   5月 20日（日）みんなでバーベキューの出欠案内を本日 FAXしますので返信お願いします。 

          あくまで有志による参加ですので宜しく。 

 

        出席委員会       永山 和敏 委員長 

   6月フィナーレまで出席率アップと出席率 100％に近い方メークお願いします。 

   尚、連続出席率 100％の方特によろしくお願いします。 

         

ゴルフ愛好会   斎藤 幸雄 幹事 

   市内三クラブ合同ゴルフコンペ 6月 5日（火）天童 CC 8：30受付開始 

   多くの方の参加を 宜しくお願いします。 

 

  謝辞謝礼  古瀬 正勝 副会長 

 

   今日は田村先生にスキーの事・オリンピックの事・高校総体の事 

体育指導者としての選手を育てる事に詳しくスライドを見せて 

いただき有難う御座いました。 

 

 

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 89.9％ 前々回出席率 100％に修正いたします。 

義務出席者 45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  土田さん石澤さん入会おめでとう大歓迎します。   

田村先生宜しくお願いします。 

・相馬 勝博  土田さん石澤さん入会を大歓迎します。 

       野川さんの奥様・田村先生来訪を歓迎します。 

  ・新関彌一郎  田村先生のお話、楽しみです。 

・鞍掛 彰秀  土田先生石澤さん入会誠におめでとう御座います良き人生を送りましょう 

  ・押野  宏   石澤さんの入会を歓迎して。たちばな屋さんからシャンプーとリンスを 

買ってください。 

  ・志田 泰久  息子のレストラン「ラ・ストラーダ」オープンに際して様々なご支援有難  

う御座いました。まだまだなれません、今後もごひいきの程宜しくお願い

致します。 

  ・水戸部陽一  会員誕生日・結婚記念日 

  ・高橋 繁夫  本日はスキー関係の皆様お世話様です。私も今季、蔵王・赤倉・天童等の

スキー場で 30回ほど滑りました。77才です。 

  ・村山 光男  協栄給食石澤社長ご入会おめでとうこれからも末永くロータリー楽しんで。 

  ・武山  茂   結婚記念日のアジサイ有難う御座いました。今年で 44年目になります。 

  ・野川 晶弘  田村先生を歓迎致します。オリンピックの話楽しみです。 

  ・鎌倉 景昭  5月 3日の例大祭お陰様で無事に終わる事が出来ました暖かいご支援に感謝 

  ・斎藤 幸雄  4月 29日結婚記念日、お花有難う御座いました。 

  ・白鳥  功   妻が商工会議所で企画した米沢商工会議所とコラボした女性用に将棋駒の

デザインしたグッズで山形新聞に載りました瀬野純子局長のお陰です。 

  ・山口  孝   土田院長さん協栄給食石澤社長さん入会おめでとう御座います。本日早退 

させていただきます。 

  ・永山 和敏  遠藤康子さんの隣にいる期間が 2 ヶ月足らずとなりました。次期出席委員

長はず～と若く大変素敵な方です。だだし眼鏡をかけています共々宜しく 

  ・三瓶  誠   石澤さん土田さん入会おめでとうございます。 

  ・乙高 昭市  石澤さん土田さん入会、歓迎します。 

・ 金  星   結婚記念日お祝いのお花届けて頂きありがとうございました。 

           最強の優勝候補高橋先生の欠席により私が先週のゴルフコンペでメンバー   

とハンディに恵まれて優勝出来ました。 

  ・髙橋 英治  結婚記念日きれいな、お花ありがとうございました。 

  ・加藤 亨    建勲神社鎌倉宮司祭礼ありがとうございました。 

  ・櫻井秀一郎  田村さんのお話楽しみにしております。 

          土田先生、ロータリーへ、ようこそ今後ともよろしくお願いいたします。 

          結婚記念日のお花、有難う御座いました。初スマイルです、今までさぼっ

ててすみません。 

  ・土田 哲生  本日より当クラブに参加させていただきます。宜しくお願いいたします。 

  ・石澤  聡   本日より貴ロータリークラブに入会することになりました。宜しくお願い

いたします。 


