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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 /

古瀬 正勝 ・ 幹事/ 半澤

通常例会 1642 回・本年度第 21 回
司会 /佐藤 英伸

会長挨拶

清彦

例会日 2019 年 12 月 11 日 会場/天童ホテル
ソング /奉仕の理想

タクト /永山 和敏

古瀬 正勝 会長

今日の朝、ガスがかかっていて大変冷えましたが、今は良い
天気になって参りました。皆さん寒くなりますので体には充分注
意して下さるようにお願いします。
先週９日・月曜日、チャーターメンバーの押野茂彦さんの株式
会社「しのや・押野家」合同社葬は今までに無い大きな告別式
で、多くの会員に参列いただき誠にありがとうございました。
本日は東ロータリークラブの年次総会です。上場企業では中
間決算発表で企業の売上、利益その他の進捗状況の発表と同じです。東ロータリークラブ半期の進
捗状況を各委員会の委員長より発表して、皆さんにお知らせする大事な年次総会です。スムーズに
進行されるよう宜しくお願い致します。
余談になりますが、東京オリンピックは当初７，０００億円で開催されると言っていましたが、今は３兆
円かかるといわれ、さらに北海道でのマラソンその他で追加予算がかかるとのことです。予算に合わ
せて事業を執行することが求められていると思いますが、不思議でなりません。政治家さんの５億、１
０億はお金ではないのではと思いました。私達には解りません。
当ロータリークラブの予算はそれに比べて微々たるものですが、何事も理事会に諮り実行しておりま
すので、どうぞご安心下さるようお願い致します。
では、本日の年次総会よろしくお願い致します。
幹事報告

半澤 清彦 幹事
1. 天童３クラブ合同「新年会」のご案内が届いております。１月１０
日（金）、１８時より滝の湯ホテルにて開催されます。
2. 一般財団法人比国育英会バギオ基金より、2018 年度事業報
告書の送付と基金へのご寄付のお願いが届入れおります。
3. 公益財団法人天童青年会議所より、２０２０年度 OB・会員合同
新年会のご案内が届いております。
4. 国際ロータリー２８００地区ガバナーエレクト、斎藤栄助氏より
2020-20-21 年度地区委員ご推薦のお願いが届いております。
報告者 乙高昭市さん 親睦・スマイル委員

本日のメニュー

スマイル報告

・ 本日の年次総会よろしくお願いします。 古瀬正勝会長
・ 幹事を仰せつかってから半年が経ちました。皆様のご協力、ご指導に感謝申し上げます。
半澤 清彦 幹事
・ 中学生の孫が全国女子駅伝の第２次補欠に選ばれました。 新関彌一郎さん
・ いつもお世話様です。（結婚記念日の）きれいなお花ありがとうございます。 鎌倉景昭さん
・ 来週はクリスマス例会です。忘れずによろしくお願いします。 乙高昭市さん
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委員会報告 なし
年次総会
1. SAA 今田治雄さん
・ 例会の司会は佐藤副 SAA が担当し、幹事と連携を図り、
進行に努めております。
・ 今年度も例会時のコーヒータイムも継続しております。ま
た、月初めの例会時に月次の誕生日の会員氏名を発表
し、ソフトドリンクでお祝いをしております。
2. プログラム管理運営委員会

相馬勝博委員長
（１） プログラム委員会
・ 年次目標通り、当クラブ会長などの法人に基づき担当委
員会とともに、適切なプログラム提供、作成を行っています。
（２） 親睦スマイル委員会
・ 8/7 ビアパーティ（アンジェリーナ）
9/11 １００万ド
ル例会（天童南部公民館）
・ 10/8 3 クラブ合同芋煮会（天童西クラブ） 12/18 クリス

マス家族会 …９３名の参加予定です。
・ 1/10 ３クラブ合同新年会（天童クラブ） 4/22 創立 35 周年記念例会・観桜会
・ 6/24 フィナーレ例会
（３） 記録・広報・雑誌委員会
・ 現在、活動報告書作成に向けて資料収集中です。
・ 11/20 の担当例会では、副委員長の金星さんから「私の履歴書」の演題で会員卓話を行いました
（４） 出席委員会
・ 目標について出席率 90％以上としていますが、３年未満の新会員の出席率が悪く、向上させるた
めに声がけをしていきます。また、出席率を向上させるために 11/15 にメイクツアーを開催しまし
た。
（５） クラブ会報委員会
・ 毎月の例会での会長、幹事と会報委員の負担にならないように、資料を当月の担当委員に提
出頂き、大変助かっています。７人の担当者で年２回の担当の予定でおりますので、今後も資料
の提出にご協力お願い致します。
（６） ソングリーダー
鞍掛 彰秀さん
・ これからもタクトを振って行こうと思っています。委員会になれるべく努力したいと思っています。
3. 会員増強・研修委員会
斎藤幸雄委員長
・ ７月に森谷さんに入会して頂きました。今後もう１人〜２人
の入会を目指しています。
・ 1/15 の担当例会では地区会員増強委員長に新関 PG に
会員増強の卓話をお願いしています。
4. 職業奉仕委員会 三瓶 誠委員長
・ 目標である「職業奉仕はロータリーの根幹である」のもとに、
活動を進めてきました。担当例会では、8/15 に「５G で変わる社会」というテーマで、５G により生
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活そしてビジネスにどのような変化が与えられるかをなど興味深い話を講演して頂きました。
・ 市内企業視察は山形新聞社の新しく完成した印刷センターの工場見学を予定しています。
5. 社会奉仕委員会 村山与四郎委員長
・ 7/17 に早朝例会で田麦野のロータリーの森の下刈りを実施しました。
・ 4/22 は 35 周年記念例会観桜会で、地区補助金を利用した事業として「愛宕沼南側散策路整
備事業」にもみじの木を贈呈する予定です。
・ 5/27 にはわくわくランドでひまわり園生との交流事業を予定しています。
6. 国際奉仕委員会 鞍掛 彰秀副委員長
・ 「モンゴルの子供たちに楽器の経験を」の事業テーマに
基づき、鍵盤ハーモニカ 36 台をモンゴルの「フレーRC」
経由で 4 つの小学校のモンゴルの子供たちに贈呈しま
した。
・ 担当例会では 2/5 に「国際奉仕委員会の活動について」
のテーマで、2800 地区国際奉仕委員会の小松栄一委
員長に卓話をしていただく予定です。
7. 青少年奉仕委員会

野川 晶弘委員長
・ 9/4 の担当例会では RC 交換留学生の佐藤眞綸さんから、高
校 3 年生時にフランスのツールに留学した際の体験談を話して
いただきました。将来にはまたフランスに行き語学とパティシエの
勉強をしたいと思っていらっしゃるそうです。
・ 4 月には天童の留学生の体験談を話していいただく予定で
す。

8. ロータリー財団・米山奨学会委員会 水戸部 陽一委員長
・ 担当例会として、10/23 に地区ロータリー財団委員長長
谷川憲治より、財団の仕事・目的、財団の使命、財団の始
まりなどについて卓話をお願い致しました。
・ 引き続き会員の皆様にはロータリー財団及び米山奨学会
への寄付をお願いいたします。
9. 会計 小関 芳重さん
・ 本年度会計の支払は支払調書により行っており、例年より若干プラスで推移しているようです。
特別会計のスマイルは例年同月を下回っておりますので、下半期は沢山のスマイルをお願いし
ます。
出席報告

出席委員会 原田 正夫委員長

本日会員 53 名 出席者 38 名 出席率 86.36％ 前々回出席率 84.63％に修正いたします。
※ 12/4 例会
会員 53 名 出席者 40 名 出席率 90.90％ 前々回出席率 91.11％に修正いたします。
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