
（1）

天童東ロータリークラブ
2021-2022　RIテーマ　奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

　　
クラブテーマ　「変化の時代　よりよく生きるために」

会長／相馬勝博　幹事／小関芳重

会長挨拶　相馬勝博　会長
　本日の例会は、斎藤榮一会員の津山公民館館
長として、「公民館のいろは　― その目的と活
動 ―」演題でお話しいただく予定です。斎藤
先生よろしくお願いいたします。また、本日は、
元米山奨学生のリンさんにもおいで願っていま
す。斎藤幸雄前会長の時に、故新関パストガバ
ナーの意思を引継ぎ、卒業まで支援していこう
との総意のもと、今年度も継続して支援してい
くことにしておりますので、会員の皆様のご理
解と協力をお願いいたします。リンさんには、
今後も楽しく充実した学生生活を送っていただ
きたいと願っております。

　ところで、皆さんもご覧になったかと存じま
すが、2020 年度の税収が 60 兆 8000 億円程度
の過去最高になる予想との報道がありました。
昨年度もコロナ禍で事業活動の縮小を余儀なく
されていましたので、意外に感じられたもので
す。2019 年 10 月からの消費税増税の影響が大
きかったようですが、所得税、法人税も前年を
上回っています。飲食業やサービス業等を中心

に中小企業が苦戦している一方、「巣ごもり需
要」や昨年後半から海外への輸出が好調な大手
企業の業績の伸びが大きいようです。
　まだまだ厳しい状況は続いていますが、仕事
柄、いろいろな企業様を訪問しお話を伺ってい
ると、あちこちで
コロナ後を見据え
た対応を考えられ
たり、製造業の一
部では売上が戻っ
てきているとのお
話しも伺います。
会員の皆様の所で
も、いろんな施策
をお考えでしょう
が、一日も早い景
気回復を望みたい
と思っています。

武山ガバナー補佐挨拶
１.何処へ行くロータリー
　「地区研修・協議会」報告書の中に＊SRF の
まとめ＊Ｒ財団資金モデル変更について記さ
れています。

　〇Shaping Rotary's Future
　（シャーピング・ロータリーズ・ヒューチャー）
　ロータリーの未来を形作る
　来年４月の規定審議会で決定される
〇Ｒ財団の３年後に地区に戻ってくる私たちの
寄付金がさらに減らされる

２. シェカール・メーター RI 会長のテーマ
（2021-2022 年度会長）
Ⓐ「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするた
めに」Serve to Change Lives（サーブ トウ 
チェンジ ライブス）

　目標は「もっと行動し、もっと成長する」、
前者は“奉仕プロジェクトの実践”

　後者は“会員を増やしプロジェクトへの参加
基盤を拡げる”

Ⓑロータリー奉仕デーを開催しましょう
〇「超我の奉仕」の活動を土台として、２つ以上
のロータリークラブ、ローターアクトクラブ、

インターアクトクラブ、他団体と共にロータ
リー奉仕デーを開催してください。

〇参加者にロータリー以外の方を少なくとも
25％以上とする

〇奉仕事業は“７つのロータリー重点分野”が
望ましい

　1 水と衛生
　2 母子と健康
　3 疾病予防と治療
　4 平和と紛争予防
　5 基本的教育と識字率の向上
　6 経済と地域社会の発展
　7 環境保全
Ⓒ会員増強について
　全ロータリアンが新会員１人の入会を行う。
2022 年７月１日まで RI 会員数を 120 万→
130 万

Ⓓ奉仕とは、自分よりも他の人のことを先に考
えること。奉仕とは、自分がこの地上に占め
る空間に対して支払う家賃である。

３. 矢口信哉（やぐちのぶや）ガバナーのテーマ
（2021-2022 年度の 2800 地区）
Ⓐ「中核的価値観のもと、時流対応の時、」
　中核的価値観とは、ロータリーの基本理念「４
つのテスト」「ロータリーの目的」「ロータリー
の５大奉仕部門」の事であり、奉仕（サービ
ス）、親睦（フェローシップ）、多様性（ダイバー
シティ）、高潔性（インテグリティ）、リーダー
シップ（リーダーシップ）

Ⓑサブテーマは「奉仕の心の醸成と実践する
ロータリアン」

４.ガバナー補佐の大きな役割
ⒶIM について
　令和３年 11 月 20 日　天童ホテルにて開催
〇モンゴル・フレー RC、米山学友、新モンゴル
学園校 - 理事長“ジャンチブ・ガルバドラッ
ハ氏”をお招きして講演を頂く

　演題「モンゴルと日本の繋がり」「私の（フレー
RC）奉仕活動」

Ⓑ第３グループ親睦ゴルフ　2022 年（令和４年）
５月８日　大石田ゴルフクラブにて

まとめ
※私はこの８年間、個人的に“グローバル補助
金”に携わってきました。GG３回の経験とタ
イ・モンゴルの奉仕での繋がりは今でも続い
ております。お手伝いが出来る事があれば協
力したいと思っています。

※矢口信哉（やぐちのぶや）ガバナー年度を“盛
り上げる”立場という点で私（AG）も皆さまと
同じ仲間なんだと思っております。１年間よ
ろしくお願いいたします。

通常例会 1701 回・本年度第 2 回 例会日／ 2021 年７月 14 日　会場／天童ホテル

司会／高橋英治 　ソング／奉仕の理想　タクト／鞍掛彰秀
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リンちゃん挨拶
　お世話になっております。先日コロナワクチ
ンを接種しました。38.5℃の熱が出て大変で
した。皆さま、体に気をつけてお過ごしくだ
さい。

幹事報告　小関芳重　幹事
１. 公益社団法人　天童青年会議所より第42回

全国中学生選抜将棋選手権大会協賛の依頼
が届いております。

２. 第71回村山美術総合展覧会協賛の御礼が届
いております。　　　　　　　　　以　上

委員会報告　米野親睦委員長
　来週 7 月 21 日 ( 水 ) はビアパーティーです。
　多くの皆さん出席をお願いします。

スマイル報告　佐藤栄治さん
●斎藤先生、本日の卓話よろしくお願いします。
　相馬会長

●本日は 2800 地区ガバナー補佐としてあいさ
つをさせて頂きます。　武山さん

●本日、「公民館とは」についてお話をします。
　斎藤 ( 榮 ) さん

●斎藤榮一さん卓話楽しみです。武山ガバナー
補佐ご苦労様です。　斉藤 ( 幸 ) さん

●斎藤榮一さん津山公民館長の卓話楽しみです。
　鞍掛さん

●斎藤榮一さんスピーチ歓迎して　村山(与)さん
●斎藤 SAA、本日の卓話宜しくお願い致します。
　髙橋さん
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卓話者　天童市立津山公民館　館長　斎藤榮一

　
公民館のいろは　その目的と活動

１.はじめに
　　令和３年４月１日から着任
　教育委員会　生涯学習課（公民館 13、勤労青
少年センター、青少年指導センター、高原の
里交流施設ぽんぽこ）

　公民館　施設の無料貸し出し
　選任職員がいる　分館にはいない
　選挙時の投票所として利用される
　民生委員、青壮年会の会議会場として利用
　趣味の会の活動
　事務室、会議室、和室会議室。集会場
　ここ 20 年近くは全然行ったことがなかった。
２.公民館長
　特別職非常勤職員→会計年度任用職員
　任期　１年再任１年で実質２年
　報酬月額　46,500 円→46,800 円
　　　　　他定額旅費 5,000 円
　勤務時間　10 時間 / 週
　服務　地方公務員法が適用
３.主な役職
　⑴学校関係
　　天童高等学校 評議員・津山小学校 後援会

副会長・津山スポーツ少年団 顧問・津山
放課後児童クラブ協議会 理事・津山子ど
も見守り隊 会長

　⑵地域
　  天童べに花まつり実行委員会 委員長・津

山自然を守る会 副会長・天童市交通安全
推進協議会津山支部長・津山地域社会福祉
協議会 顧問

４.会議
　⑴公民館運営審議会
　⑵津山地区町内会長連絡協議会
　⑶公民館長連絡協議会
５.主催事業
　高齢者教室
６.運営組織
　主事　館長の命を受け、公民館の事業実施に
あたる。

　主事補
７.市立公民館
　数…13　分館…92
　津山　人口比率…6.0％　世帯比率…6.1％　
人口順位７位　世帯順位７位

８.津山公民館
　令和３年度　基本方針
　市民活躍、豊かな人生ができる環境づくり
　重点施策
　⑴生涯学習推進　高齢者教室
　⑵社会教育推進
　⑶地域づくり委員会活動の推進
　　雑がみ回収・津山見守り隊
　⑷つやまモンテ応援隊

９.公民館
　⑴社会教育法 20 条
　　公民館は、市町村その他一定区域内の住民

のために、実際生活に即する教育、学術及
び文化に関する各種の事業を行い、もって、
住民の教養の向上、健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増
進に寄与することを目的とする。

　⑵社会教育法 22 条
　　公民館は、22 条の目的達成のために、おお

むね、下記の事業を行う。但し、この法律
及び他の法令によって禁じられたものは、
この限りではない。
①定期講座を開設すること。
②討論会、講習会、後援会、実習会、展示
会等を開催すること。

③図書、記録、模型、資料等を備え、その
利用を図ること。

④体育、レクリエーション等に関する集会
を開催すること。

⑤各種団体、機関等の連絡を図ること。
⑥その施設を住民の集会その他の公共的利
用に供すること。

　⑶役割
①公民館は地域住民の生活のための学習や
文化活動の場

②公民館は、人びとの生活の問題解決の場
③公民館は、他の専門的な施設や機関と住
民とを「むすぶ」場

④公民館は、仲間づくりの場
　⑷どのように役立っているのか

①学習拠点として
②避難所として
③集会所として
④出会いの場所として
⑤地域づくりの場として
⑥生きがいづくりの場として

10.津山高齢者教室「鳳凰大学」
　5/26 ～ 2/9　６回一般教養、研修旅行
11.おくのほそ道天童紅ばなまつり
　7/3 ～ 7/11

出席報告　本日会員 51 名　出席者 37 名　出席率 88.09％（出席義務者 43 名）


