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2017-18 年度事業報告 

 

会長挨拶   赤塚 弘實 会長 

 

     梅雨の時期とはいえ早く明けて、暑い夏が来て欲しいものです。 

さて 18日 大阪北部地方での震度 6弱の地震がありました。 

災害は忘れた頃にやってくるとはいえ被災された方々にお見舞い 

を申し上げたいと思います。今日の例会は今年度の事業報告例会 

になります。一年は早いもので 私にとりまして充実したそして 

思い出に残る年になりました。これも各委員長始め会員の皆さんの 

協力のお陰と感謝申し上げます。ありがとうございました。特に会員の拡大と例会出席率

の向上に努めることが私に与えられた使命と思いました。お陰で過去最高の 8名の新入会

員の方が入会し例会出席率も高く 100％を 2 回経験することが出来ました。この事は新入

会員の方々が良く理解して入会した方、あるいは私の熱意に負けて入会された方もいらっ

しゃると思いますがこれからの活躍に期待申し上げ合わせて感謝致します。また例会の活

性化になればと思いプログラム委員長にお願いして会長枠を作って頂き私の推薦するゲ

ストを受け入れて頂きました。各委員会については事業報告に合わせて会長コメントさせ

て頂きます。最後に来週は最終のフィナーレ例会です。是非奥様の参加依頼を申し上げ会

長挨拶と致します。 

 

 

本日の例会 

「今年度事業報告」    

 

 

              ＳＡＡ 委員長 斎藤 栄一 

   事業報告 

1. 7月～6月の例会の司会は副ＳＡＡの三瓶 誠が担当しました。 

2. コーヒータイムは今年度（7月～６月）も継続して実施しました。 



 

3. 例会での私語は進行の妨げになるようなものはありませんでした。 

4. 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。具体的には、該当する会員に会場演壇前に来ていただき、「ハッピーバース

デー」の歌を合唱し、炭酸ソーダ-水でお祝いの杯をあげました。会員からも好評であ

り、会の雰囲気を和らげる役割を果たしています。 

5. 担当例会として、「舞鶴山の歴史」講師は野口一雄様（大学非常勤講師・元山形北高等

学校校長）です。内容として、愛宕神社の宝物についてパワーポイントのスライドを交

えて大変興味深く語っていただきました。 

 

クラブ管理運営委員会 委員長 古瀬 正勝 

    

プログラム委員会 委員長 志田泰久 委員 三瓶 村山（征）米野 

1. 各委員会のご協力により、47回すべての例会が、ロータリアンとして 

の資質向上を目指した有意義な例会となったことに感謝いたします。 

     年度を通し、出席率向上に貢献できたように思います。 

2. 委員会としては 7回の例会を担当し、赤塚会長に相談、連携をとって、7回目の新関 PG

放談例会を除き、全て外部から女性講師をお呼びした。結果、興味深い例会となり高出

席率の例会となり嬉しく思っています。会員、皆様の一年間のご協力に感謝いたします。 

 

   出席委員会 委員長 永山和敏 副 緑三郎 高橋（繁）髙橋（直） 

1. 例会時に出席者の名前を呼び盛り上がりを図ったのですが、断念。しかしながら、会員

増強に伴いまして出席者も増え、移動例会には 2回の出席率 100％の実績を達成する。 

2. 今年度出席率 100％ 20名、表彰者 8名でした。   （クリスマス家族会。観桜会） 

3. 担当例会 2回行いました。自然に優しい塗料と題し 1回目は自然塗料（しっくい） 

2回目は植物性塗料（オスモカラー）の卓話をいただきました。 

 

   親睦スマイル委員会 委員長 半澤清彦 副 分銅 委員 緑（英） 原田 益田 乙高 金 

加藤（亨）加藤（幸）佐藤（英）荒井 石澤 土田 

8月 2日 ビアパーティー 今回は趣向を凝らして会場を外に移して行いました。会長より 

とても涼し気な氷柱を提供して頂き、夏の夜空のもと大いに盛り上がりました。 

9月 13日 100万㌦例会 南部公民館にて卵かけご飯を美味しくいただきました。 

10月 20日 3 クラブ合同芋煮会 滝の湯ホテル 

12 月 20 日クリスマス家族会 元会員の増川さんファミリーの演奏と美魔女 田中恵さんのフ

ラダンスショーで大いに盛り上がりました。記念すべき 100％出席 Xmas家族会 

1月 7日 3 クラブ合同新年会 新年を祝う演奏の元 3クラブの会員が親睦を深め会い、新し

い年への誓いを新たにしました。 

4月 25日 観桜会 会長サプライズの桜の花の氷柱を眺めながら、おいしい団子頂き楽しいひ

と時 

6月 27日 フィナーレ例会 赤塚会長・相馬幹事大変お疲れ様でした。 

     佐藤豊新会長・乙高新幹事宜しくお願いします。 

 

 



 

クラブ会報委員会 委員長 今田治雄 副 小関 委員 白鳥 瀬野 永山 髙橋（英） 

紙面から例会活動がわかるように、見やすく、読みやすく、伝わるような会報作りに努め、

委員会みんなで役割分担を決めて、会報作りに協力し次回例会に遅れることなく会員皆さん

に渡るように努めました。 担当例会は 3 月 14 日「ビジネスに新聞を」と題して山形新聞

天童支局長阿部研一氏をお向かいして新聞講座を開く。 

   記録・広報・雑誌委員会 委員長 伊藤則雄 副 伊藤（敏） 委員 鎌倉 櫻井 

   担当例会に車の保険について卓話をいただきました。また本年度の活動報告書作成に入っ

ております。 

 

ソングリーダー   委員長 原田正夫 委員 永山 鞍掛 

ソングリーダーとして例会のたび、指揮（タクト）を取っていただき 3クラブの中でも 

3名の方は最高レベルと思っております。1年間ご苦労様です。 

 

会員増強・研修委員会  委員長 佐藤 豊 副 鞍掛 委員 押野宏 

阿部 新関 米野 斎藤（栄） 

8月 30日 担当例会「会員増強について」テーブルミーティングを 

行いました。 

4月 5日 新入会員セミナーを天童ホテルで行い新入会員 7名参加で 

行いました。 

 

    職業奉仕委員会   副委員長 水戸部陽一 委員長 土屋政浩  

委員 小松 伊藤（敏）後藤 白鳥  

 1月 31日担当例会「職業奉仕について」第 2800地区職業奉仕委員会委員 

 天童ＲＣメンバー、鈴木修二氏より、卓話をいただきました。 

 6月 6日移動例会として、メンバーである、半澤さんの新工場「いでは・ 

こっこ」にて、半澤鶏卵直販施設と、工場を見学させていただきました。 

 

    社会奉仕委員会  委員長 佐藤栄治 副 村山（与）委員 鎌倉 小松 瀬野 武山 

活動内容                               高橋（直） 

 東日本大震災復興支援事業 

  11月 1日 祈念桜植樹 参加者 避難者 13名 会員 37名 

  5月 20日 天童高原みんなでＢＢＱ 参加者 避難者 17名 会員 13名 

 社会鍋の実施 

  12月 20日 クリスマス家族会での社会鍋募金活動 ￥44,000 

 担当例会 

  3月 28日 天童市建設部長小笠原祐司氏による「天童市の都市計画について」 

 ひまわり園との花いっぱい運動 

  5月 30日 わくわくランドにて 参加者 ひまわり園 42名 会員 34名 

 

     国際奉仕委員会  副委員長 乙高昭市 委員長 村山光男 委員 三瓶 押野（達） 

押野（茂）阿部 高橋（繁） 

1. 2800地区のグローバル補助金プロジェクト事業として「タイの子供 



 

たちにきれいな水を」をテーマにタイの小学校に浄水器（日本製） 

24台を設置するにあたり、総額 7万㌦の浄水器設置事業費ＤＤＦを 

ロータリー財団に申請して承認されました。実施国提唱者タイの友好 

クラブであるスリーウォンＲＣの協力のもと、現地で贈呈式を 2月下 

旬に行いました。 

2. イタリア・マロスティカ姉妹都市締結 30 周年記念及び、マロスティカ地区のバッサー

ノ・デル・グラッパ・カステーリＲＣと友好クラブ締結 5周年記念として親善訪問団を

結成する計画は、2020年 9月に天童市国際交流協会と協調する形で延期になりました。 

 

     青少年奉仕委員会  委員長 野川晶弘 副 後藤 委員 緑（三）工藤 

9月 6日担当例会 県立天童高校、ダンス部顧問 本間正史先生卓話 

1. 2009年創部、2012年部に昇格 

実績：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 

コーチ：加藤聖さん、天童市でダンススタジオ BestSurfを運営  

大会以外の活動：インターハイ開会式での演技、天童市夏祭り 

2. 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 

 5月 9日担当例会 県立中央高校、スキー部顧問 田村 崇先生卓話 

   ・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。 

   監督は長嶋派か野村派か。監督は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 

 

    ロータリー財団・米山奨学会委員会 委員長 斎藤幸雄 副 山口 委員 小関 

 担当例会                         高橋（英） 

 10月 20日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」について卓話頂く。 

 11月 22日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詳しく 

 お話をしていただきました。 

 10月米山奨学月間 11月ロータリー財団月間に合わせ、会員の皆様に特別寄付のお願いを致

しました。会員の皆様より多くの寄付を頂き誠に有難うございました。 

 ◎米山奨学会特別寄付５１万円（34名）◎ロータリー財団特別寄付２６００㌦（23名） 

 クラブ負担金 50㌦×47人、10㌦（新入会員）×6人   総額 5,010㌦ 

 7月 8日米山奨学会（寒河江サンチェリー）9月 16日ロータリー財団（シンフォニー） 



 セミナーに出席して参りました。 

 

 

    会 計 報 告     会計 武山 茂  副 小関 

1. 30周年記念事業として「天童市に対する 30周年記念支援事業費」が 

施行される年度となった。11月 1日に震災支援祈念事業とともに植樹を 

行いました。事業費は 30周年記念事業費と地区補助金（震災支援祈念 

事業補助）で支払 

2. 鈴木ガバナー公式訪問例会が夜になった為、夜の費用が多めに掛かった。 

3. 新入会員が 8人入会して頂いたので収入が多くなりました。 

 

幹事報告   相馬 勝博 幹事 

 

   ロータリー年度末なので報告事項がありませんでした。 

   一年間ご協力頂きまして有難う御座いました。 

 

委員会報告 

   親睦スマイル委員会  半澤委員長 

   来週 27日はフィナーレ例会です。皆様、是非とも奥様をお誘いいだだき多くの方の参加を

お願いします。 

 

ゴルフ愛好会   髙橋 英治 幹事 

    2018年度会長杯ゴルフコンペの案内 7月 22日（日）天童 CCにて行います。 

    皆さん多くの方の参加,お願いします。  表彰式・反省会は  天童ホテル 

   

例会場所変更の連絡   乙高昭市 次年度 幹事 

    7月 11日の例会場所変更のお知らせ天童ホテルからアンジェリーナに変更です。 

    月例会予定表の出欠の欄にしるしを付けて毎月返信お願いします。 

 

 

 

出席報告   永山 和敏 委員長 

本日会員 55名 出席者 35名 出席率 73.5％  

前々回出席率 97.8％に修正いたします。 

義務出席者 45名 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

スマイル報告    報告者 半澤清彦 親睦・スマイル委員長 

 

 

・赤塚 弘実  今、天童ホテルさんで名人戦が開催されておりますが、 

対局者に昼食のデザートに弊社の「天童将棋愛す」が 

出され、YBCニュースエブリイに放映されました。 

・相馬 勝博  各委員長、本日の事業報告宜しくお願いします。 

・鞍掛 彰秀  県身体障害者卓球クラブに、お揃いのユニホーム、プレゼントしました。 

        ワールドカップサッカー、コロンビアに勝利！頑張れニッポン 

・三瓶  誠   今日で司会最後になります。一年間ありがとうございました。 

・半澤 清彦  先日は「いでは・こっこ」見学おこしいただき、有難う御座いました。 

        売上の一部をスマイルします。 

・髙橋 英治  ラスト二回となりました次回フィナーレ例会宜しくお願いします。 

・鎌倉 景昭  今日は金星さんお世話になりました。益々のご繫昌をお祈り申し上げます。 

・乙高 昭市  結婚記念日 お花頂きました、有難うございました。 

 

 

 

  

  ４月から瀬野純子さんに代わって遠藤康子さんが東クラブの 

   事務局として担当頂いております。ご苦労様です。 

これからも気ままな会員を、宜しくお願いいたします。 

これからの仕事に会員一同感謝申し上げます。 


