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2019-2020 ＲＩテーマ ロータリーは世界をつなぐ 

 

クラブテーマ 「感動と夢の輪を広げ、奉仕の心を持って、ロータリーを楽しもう」 

会長/ 古瀬  正勝 ・ 幹事/ 半澤 清彦 

通常例会 1622 回・本年度第 1回  例会日 2019年 7月 3日 会場/天童ホテル    

司会 /佐藤 英伸     ソング /君が代    タクト / 鞍掛 彰秀 

会長挨拶   古瀬 正勝 会長 

この度、天童東ロータリークラブ会長を仰せつかりました古瀬です。半澤幹事

共々、1年間宜しくお願いします。 

天童東ロータリークラブは、昭和 60 年 4 月に認証加盟され 2020 年 4 月で 35

周年を迎えます。これも歴代会長はじめ会員皆様のロータリー活動に対する賜

物と深く感謝を表すものでございます。 

これまで新関弥一郎パストガバナ-を含む 2 名のガバナーを輩出しました。チャ

ーターメンバーも多数在籍しており、歴史と伝統文化を重んじるクラブ会長とし

て指名いただき、新たな気持ちでロータリー活動を行ってまいります。 

各理事、役員、全会員のご協力を頂きながら 1年間精一杯つとめる務める所存ですので、何卒会員

皆様のご理解、ご協力、ご支援を宜しくお願いします。 

 

２０１９-２０２０  天童東ロータリークラブテ―マ 

『感動と夢の輪を広げ、奉仕の心を持って、ロータリーを楽しもう』  

２０１９-２０２０  天童東ロータリークラブ活動目標 

 天童東ロータリークラブ３５周年を皆（みんな）で祝おう 

 天童公園に、３５周年を記念して椛（もみじ）散策道整備事業に支

援しよう 

 会員の維持増強に努めよう 

 ひまわり園との更なる交流を深めよう 

 モンゴル・フレ―ロ―タリ―クラブとの交流を深めよう 

 米山奨学生を全面的に支援しよう 

 

幹事報告   半澤 清彦 幹事 

1. 大久保ガバナ―より、「2019-2020 年度がスタートします。各ロータリークラブ

が元気なクラブになって頂くことを目指して努力します。1 年間宜しくお願い

いたします。」との連絡が届いています。 

2. 第 1回インターアクト連絡協議会のご案内が届いています。7/9 10:30 よりチ

ェリーパークホテルで開催されます。 

3. 日本のロータリー100周年実行委員会より、100周年記念ピンバッジの申し込

みのご案内が届いています。回覧しますのでご覧ください。 

4. 2019 年規定審議会より、クラブと地区に関連する重要な変更のお知らせが届いております。回覧

しますのでご覧ください。 

5. 「安全安心なまちつくり」市民大会の開催について、実行委員長の山本市長よりご案内が届いて

おります。7/28 13:30 より市民文化会館大で開催されます。 



2 

 

スマイル報告  報告者 土屋 政浩さん  親睦・スマイル委員 

 古瀬（会長）・半澤（幹事）丸の門出を祝して。 武山・高橋（繁）・志田・佐藤（豊）・新関・緑・赤塚・

山口・乙高・鞍掛・伊藤（則）・白鳥・相馬・村山（与）・永山・斉藤（幸）・米野・今田・水戸部・村山

（光）・斉藤(栄)さん 

 森谷さん入会を歓迎します。 古瀬・佐藤（豊）・土屋・佐藤（栄）・森谷さん 

 会員誕生日 佐藤（豊）・武山・半澤・加藤さん 

 宜しくお願いします。 プログラム委員会(村山さん)・会計担当（小関さん）・副 SAA 担当（佐藤（英）

さん）・きらやか BK野球部（松岡さん）・さくらんぼまもなく終了（瀬野さん） 

 

委員会報告 

 

SAA活動計画    発表者 SAA  今田 治雄さん   

       

目標  楽しい例会の雰囲気が維持されるように努める。また気配りをし、ゆとりある例会に努める。 

計画  1～５ 例会の司会は、副 SAAが担当、コーヒータイム継続他 

      

クラブ管理委員会  発表 委員長 相馬 勝博さん  

 

目標  各委員会の協力を仰ぎ、例会の充実と広報活動を通してロータリー

活動を認知してもらえるよう努める。 

計画  １～６ プログラム委員会は、例会の充実を図る。出席委員会は、出

席率の向上を図る。他 

 

プログラム委員会  発表 委員長 村山 征彦さん  

 

目標  本年度のRI会長、2800地区ガバナー、当クラブ会長の方針のもと、タイムリーなプログラム

提供に努める。 

計画  1～４ 年間４７回ある例会を忠実に実行、実践する。親睦例会を実施し、会員相互の親睦

と交流をはかる。他 

      

出席委員会  発表 副委員長 山口 孝さん 

 

目標   出席率年間９０％以上を目標とし、出席率向上をめざします。 

計画   1～３ 出席率の向上を目指します。例会欠席者は、メークアップを

お願いします。他 

 

親睦スマイル委員会  発表 委員長 志田 泰久さん 

        

目標   プログラム委員会と連携し、会員相互の親睦を図り、かつ、楽しい例

会を目指す。 

計画   8/7 ビアパーテｲー 9/11 100 万ドル例会  10/8 3 クラブ合同芋

煮会 他 
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会員増強・研修委員会  発表  委員長 斉藤 幸雄さん 

 

目標   全会員に協力をして頂き新入会員の発掘と大会防止に力を注ぐ。 

計画   1～４ 純増 3 名を目標とする。入会 3 年未満の会員にセミナーを実

施する。他 

      

 

職業奉仕委員会  発表 委員長 三瓶 誠さん 

 

目標 「職業奉仕はロータリー活動の根幹である」のもとに、職業を通して奉仕の理念を実践してい

く、という目的と意味を改めて考え、周知していく。 

計画 １ 担当例会の企画・実施。 

 ２ 市内他企業への視察。 

      

 

社会奉仕委員会  発表  委員長 村山 与四郎さん 

        

目標  地域社会の二ーズに積極的に関心を示し当クラブの継続事業又新

たな事業に取り組み社会奉仕活動に努めます。 

計画  1～３ ひまわり園との交流事業、わくわくランドでの花壇つくりと 

園生製作のバザ-の実施他 

 

 

 

国際奉仕委員会   発表 委員長 斉藤 栄一さん 

 

目標 他国の人々の文化や慣習、願い、問題に対する認識を培い、国際理

解、親善、平和を推進する。 

計画 モンゴルの子供たちに「楽器の経験を」当委員会としては 40 台のピア

ニカをモンゴルの子供たちに届ける事業を展開する。モンゴルのフレーRC に

4つの小学校を選んでもらい各小学校に 10台贈りたい。 

      

 

青少年奉仕委員会  発表 委員長 野川 晶弘さん 

 

目標 近年、国際ロータリ―では青少年奉仕に力を入れております。2019-20

年度では「日本青少年交換研究会・山形会議」を 2800地区が担当し、天童で

開催することになっております。委員会では青少年交換に対する理解と促進

を目標とします。 

計画  １ 地区青少年交換セミナ-を開催します 

     ２ 青少年交換を体験された方からの卓話を企画します。 
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ロータリー財団・米山奨学会委員会  委員長 水戸部 陽一さん 

 

目標 今年のマロ-ニ-RI 会長はじめ、歴代の会長はポリオ撲滅に向けてあと

一歩という願いのもと、重点目標としています。これを実現するための財団寄

付に力を注ぎます。また、東南アジアからの留学生を支援する米山プログラ

ムは、日本を理解してもらうまたとないチャンスと捉えています。 

計画  １ ガバナ-より提示された下記数値目標を実現できるように努力しま

す。 

      ・ロータリー財団へ １５０ドル/１人 

      ・米山奨学会へ   15000円/１人 

     ２ 例会に地区より講師を派遣していただき、ロータリー財団・米山奨学会の理解に努め 

ます。 

 

出席報告  出席委員会 副委員長 山口 孝さん 

本日会員 53名 出席者 41名 出席率 93.18％ 前々回出席率 86.66％に修正いたします。 


