
 

 

 

 

 

 

 

通常例会 1744 回・本年度第 45 回 例会日／2022 年 6 月 22 日 会場／天童ホテル 

司会／高橋 英治  ソング／四つのテスト タクト／鞍掛彰秀 

 

会長挨拶 相馬 勝博 会長 

本日が今年最後の通常例会で、事業報告例会となります。各委員長の皆様に

は、発表をよろしくお願いいたします。最後のフィナーレ例会は残っています

が、今年 1年会員の皆様には、大変ご協力いただき無事に任期を終了できそう

です。心から感謝申し上げます。 

 さて、皆様に回覧いたしましたが、2022 年規定審議会での変更点で、特に関

係のありそうな部分を改めてお知らせいたします。 

1.クラブが地区ガバナーに月次出席報告を提出する義務が廃止されました。 

2.出席免除の要件として、クラブ理事会の承認を必要としないことが明確に 

 されました。 

3.クラブ人頭分担金が、４年にわたり増額されることになりました。 

4.会員がクラブの所在地域に住居または事業場を有するという要件が廃止さ 

れました。 

 

 

 

幹事報告 小関 芳重 幹事 

1.地区事務所より『国際ロータリー第 2800 地区 2021-2022 年度 表彰』 

のお知らせが届いております。回覧しておりますのでご確認下さい。 

2.酒田中央ロータリークラブより、7月 1日例会より例会会場変更のお知 

らせが届いております。酒田市幸町酒田駅前交流拠点施設「光の湊」 

内 2 階「ル・ポットフー」に変更となります。 

3.米沢おしょうしなロータリークラブより 7 月 4日例会より例会会場変更 

のお知らせが届いております。米沢市中央「米沢エクセルホテル東急」 

に変更となります。 

 
                    第 10 代 医師会長に就任しました 

                          

 

スマイル報告 佐藤 英伸さん 

相馬 勝博会長：一年間のご協力ありがとうございまし 

た。感謝、感謝です。 （5口） 

小関 芳重幹事：SAA、各委員長、会計の皆様 本日の事 

        業報告よろしくお願い致します。一年 

        間ご協力ありがとうございました。 

工藤 一夫さん：奥様誕生日 

           

 

 

 



事業報告例会          1.例会の司会は高橋英治副 SAA が行った。   SAA 斎藤委員長 

  2.第一例会時に、その月の誕生者の氏名を披 

 露会員から祝意を表した。 

3.コーヒータイムを実施した。 

4.担当例会 

 1）令和 3 年 7月 14 日、斎藤栄一氏（市  

立津山公民館 館長）より「公民館の 

いろは その目的と活動」のテーマで 

 お話をいただいた。 

              2）令和 4年 4 月 13 日、公益財団法人天童

青年会議所理事長渡部潤一氏より「口角を上げて共に未来を創ろう」のテーマで 2022 年度の組織と事業

内容を熱く語って頂いた。尚、当日は専務理事の佐野峻也様にもご出席頂いた。 

 

クラブ管理運営委員会 

野川委員長 

すべての委員会が休会の影響を受けた。特にプログラム委員会は予定が急変する

ため講師との調整が大変だった。 

6 月 8 日の例会を担当。講師はリコージャパン㈱山形支店の佐藤亮敏さんで、

演題は「SDGｓについて」。今流行りのテーマをわかりやすく説明して頂いた。 

 

[プログラム委員会] 村山委員長 

1）コロナの影響で休会を余儀なくされ、都合 32 回の例会実施となった。 

2）本年度目玉例会のウーマンシリーズで、6 人の魅力ある女性陣から登場頂いた 

 

[出席委員会] 三瓶委員長 

1）1 月と 6月に出席集計表を配布し、メークアップの要望をした。 

2）フィナーレ例会にて、優秀出席会員に記念品を贈呈した。 

 

[親睦委員会]米野委員長 

1）7 月 21 日 アンジェリーナにてビアパーティー 

2）10 月 1 日 三クラブ合同芋煮会はコロナのため中止 

3）11 月 17 日 天童高原にて新そばを賞味する例会 

4）12 月 22 日 アンジェリーナにてクリスマス会 コロナ感染防止の為、会員のみで実施 

5）1 月 12 日 三クラブ合同新年会を 東クラブ担当で天童ホテルで開催 

6）4 月 20 日 アンジェリーナにて観桜会を実施 

 

[クラブ会報・記録・広報・雑誌委員会] 半澤委員長 

1） 年次計画書・年次報告書・クラブ会報を、会員が役割分担で楽しく作成 

2) 会長挨拶・幹事報告等データで頂き、会員の負担を軽減、個性が生かされた会報誌になった 

 

[スマイル・ソング委員会] 鞍掛委員長 

1） 例会でスマイルカードを読み上げた 

2） 例会で毎回タクトを振りました 

3）担当例会：12 月 8 日 卓話「ロータリー100 年史」を読んでの感想 



会員増強・研修委員会 赤塚委員長 

・目標 5名の増員を目指したが、皆のご協力の下、6 名入会する運びとなった。 

・担当例会は 2回。6 月 25 日は全員対象で新入会員セミナーを行う。是非参加頂 

 きたい。 

・地区増強委員長を拝命。皆さんの周りのお知り合いを是非紹介頂きたい。 

 

 

                       職業奉仕委員会 関 委員長 

担当例会：1）令和 4年 1 月 5日 

      「遺言の話」   関 大輔 

                2）令和 4年 5月 11 日 

                「身近にある○○○を使って 1 日 5分  

 で出来る体のバランスの整え方」 

                   みどり接骨院 院長 高橋正好 

 

 

社会奉仕委員会 土屋委員長 

1）9 月例会にて、天童ひまわり園と東根大けやきの家 

 とのコラボ企画はコロナで休会延期となった。 

2）クリスマス会において、社会鍋実施 

3）6 月 15 日、天童ひまわり園さんとの交流イベントの予定を、コロナ禍での不 

 足の事態に備え、天童市議会議員鈴木照一氏による市議会よもやま話を実施。 

4）天童ひまわり園さんとのわくわくランド花苗植栽について、6月 22，23 日ひ 

 まわり園さん単独で実施。代わりの支援としてコーヒーの販売を実施した。 

 

                     国際奉仕委員会 佐藤 豊委員長 

 

1） 地区補助金・クラブ予算を使い、モンゴルの子どもたちに画材セットをプレ

ゼントして情緒豊かに成長する一助にしてもらった。 

2） 12 月 1日 地区ロータリー財団委員会 補助金・奉仕プロジェクト小委員会

委員長 和田 實氏に国際奉仕についての卓話をお願いした。 

 

 

 

青少年奉仕委員会 金 委員長 

1) 青少年自律成長教育で有名な山形県出身の教育家横浜創英中学・高等学校校長 

 工藤勇一先生の講演の動画を視聴する予定が、コロナ禍で中止となった。 

2) 下期は、山形県環境科学研究センター 環境企画部長の横山秀典様を迎えて、 

「第 4 次山形県環境計画」について講演を頂いた。SDGｓを踏まえた計画、新型 

コロナウイルス感染症の影響を踏まえた施策などについて学んだ。ウィズコロナ 

での青少年奉仕活動を次年度に託したい。 

 

 

 



ロータリー財団委員会 分銅委員長 

1）11 月のロータリー財団月間を踏まえ、10 月 23 日にロータリー財団委員会を 

 開催し、10 月 27 日の例会より会員に寄付の依頼をした。 

2）ロータリー財団月間内の 11 月 10 日担当例会は、武山ガバナー補佐に「ロー 

 タリー財団の話」の卓話をお願いした。 

3）結果、会員 30 名より 100 ドルずつ計 3000 ドルと、4月に高橋繁夫先生より 

 400 ドルの寄付を頂き、合計 3400 ドルになった。ご協力ありがとうございまし 

 た。 

 

 

 

 

 

米山奨学会委員会 志田委員長 

1）10 月 13 日、米山記念奨学会常務理事の大久保章宏 PG をお招きし「米山奨学 

会」について講話を頂いた。 

2）10 月の米山月間に、会員 32 名より 37万円の寄付を頂いた。 

 ありがとうございました。 

3）3 月 23 日例会予定の米山奨学生トゥムルー・ノムリンさんのスピーチはコロ 

 ナで中止となった。 

尚、リンちゃんに対し、毎月、東クラブが独自に、奨学金 5万円を山形大学 

を卒業する来年 3月まで続けることを確認。本人も認識している。 

 

 

 

 

会計 乙高会計 

            

会計を担当させていただきました。 

担当例会はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 三瓶 誠 出席委員会委員長 

本日会員 53 名 出席者 39 名 出席率 90.69%（出席義務者 43 名） 


