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四つのテスト  1 真実かどうか   2 みんなに公平か   3 好意と友情を深めるか   4 みんなのためになるかどうか 

平成２６年４月１日（火曜日） 第２，５６２回      新入会員卓話 

【月間テーマ】 ロータリー雑誌月刊    ＜例会報告NO.35＞   NPO法人さわやかサービス 大道寺 信 会員 

                  

☆会長挨拶（尾形 和夫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは 

最近はめっきり暖か陽気となり、春の訪れを感じさせる気候

となりました。本日 4 月 1 日から消費税が 8％に増税となり、

ガソリン価格だけをみても増税分として 5 円の値上げとなりま

す。長引く原油高による高止まり市況の厳しい状況での、この

度の増税は当社においては、今後の販売に影響があるものと懸

念しているところです。 

話は変わりますが、今日は財団積立繰越金の処理について報

告します。 

現在、財団寄付積立額の繰越金として、532,405 円（5 年・

退会者含む）が別途積立中となっております。この度、この対

応策として、クラブ財産扱いとして、次の様に分割処理したい

と考えております。 

繰越金 532,405 円の半分（268,405 円）は地区補助金対象事

業のクラブ活動費、他奉仕事業活動費に充てます。 

残りの半分は、積立より$30×33 人＝99,000 円を財団年次寄

付の一部といたします。そして、地区一人平均の年次寄付額を

$260 として、地区ベスト 5 位以内を目指します。 

内訳として、積立より$30・横澤ガバナー補佐より寄付 20 万

円$60・一般会計で上期$50・今年度個人積立 1.2 万円$120＝合

計$260 となります。 

そして残りの分 165,000 円は、米山奨学会特別寄付の一部と

して、準米山功労者を目指します。 

以上となりますが、あくまでも会費から賄いますので、新た

に皆さんから会費徴収はいたしません。 

この度は横澤ガバナー補佐からの提案となりますが、理事会

で再三検討をかさね、色々と意見もありましたが、今回寄付し

ていただいたガバナー補佐のご好意と、立場も踏まえ、先日の

臨時理事会において決定したところです。皆さんのご理解をお

願いします。 

今日は、大道寺信会員によります新入会員卓話を予定してお

りますので、宜しくお願いします。以上で、会長挨拶といたし

ます。 

 

☆突撃！タスの昼ご飯 

 

 

 

 

 

 

☆幹事報告 

 

☆委員会報告 

なし 

長井ロータリークラブ会長    尾形 和夫            第２８００地区ガバナー    新関 彌一郎 

長井ロータリークラブ幹事    遠藤 伴明            第６ブロックガバナー補佐   横澤 寿彦 

パストガバナー         渡部 保太郎 

例 会 日        毎週火曜日 12：15～13：15         例 会 場     タスパークホテル℡0238-88-1833 

事 務 局    長井商工会議所内  ℡0238-83-2047    会報委員 長澤修司・齋藤圭央・小野浩二 
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☆幹事報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2013－2014 年ＲＩ会長賞の申請書が届いております。申請

に値する活動等がありましたら申請いたしますので、ご了解い

ただければと思います。 

☆新入会員卓話 

NPO 法人さわやかサービス 大道寺 信 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・私の自分史（略歴） 

 皆さんが私を紹介するときは、大体は労働組合の委員長をし

て、代議士になったといいます。とは言っても、いきなりそう

なったわけではありませんので、せっかくの機会ですのでご紹

介していきたいと思います。 

昭和 25 年生まれ 64 歳 

昭和 44 年 東京電器（マルコン電子）東京営業所 

  4:30 まで仕事をし、そこから大学（早稲田大学）に行って

勉強をしていた。 

 昭和 50 年~ 経理課原価担当 

  父が市役所を退職後、市議会議員に立候補して当選したが、

当選してすぐに、入院することになってしまい、就職先が

地元の企業だったことから自分が地元に帰ってきた。 

 昭和 58 年~ 企画室 

  関連会社の閉鎖（東根電子）、マレーシア子会社設立等に関

わる。 

  この時の海外出張は大変だった。 

 平成 2 年~ マルコン労働組合執行委員長 

 平成 11 年~ 長井市議会議員 

 平成 21 年~ ＮＰＯ法人 さわやかサービス理事 

 

・NPO 法人 さわやかサービスについて 

 事業の目的 

  長井市民及び周辺市町民を対象にした、移動に不自由な方

の通院等援助・家事援助を主な事業として行う特定非営利

活動法人 

 

沿 革 

 平成 15 年 8 月 任意団体法人さわやかサービス設立 

  主に、マルコン OB が中心となって発足 

 平成 16 年 5 月 NPO法人 さわやかサービス設立総会開催 

 平成 16 年 9 月 山形県より法人の認証を受ける 

 平成 18 年 4 月 長井市よりレインボープランコンポストセ

ンター運転業務、置賜生涯学習プラザ業務を委託 

  長井市が抱えていた業務だが、市が抱えては問題があると

いうことで、業務委託されて行った。 

運営体制 

 会員制度で運営。サービスの受け手（利用会員）及びサービ

ス提供者（協力会員）ともに会員として入会。会費は 2000

円。 

但し、利用会員は、原則として用紙円以上で介護１~２程度

の方と障害者手帳を持っている方となっている。会員数は協

力会員 44 名、利用下院 170 名、賛助会員１団体、４個人。 

・長井市の人口 

 昭和 22 年 38,025 人 → 平成 2 年 33,260 人 

 現在 28,533 人 

 2015 年推移 28,001 人 → 2035 年 21,593 人 

 

☆今後の例会予定 

4 月 

 1日 新入会員卓話 

   NPO法人さわやかサービス 大道寺 信 会員 

 8日 ゲスト卓話 

   山形県議会 平 弘造 議員 

 15日 会員卓話 

   広報・ICO委員会 栗田 正彦 委員長 

 22日 振替休会 

 23日（水） 長井中央 RC合同観桜会 

       はぎ苑新館 PM6：15 

 29日 休日により休会 

 

 

 

 

＜早退届＞ 

・伊藤 克也 会員 

＜ニコニコ BOX＞ 

・塚田 弘一 会員 

講師に敬意を表して 

＜ご本人誕生日＞ 

・渡部  保太郎 ＰＧ 26 日 

・佐藤  仁   会員 14 日 

・大道寺 信   会員 27 日 

＜奥様・ご主人様誕生日＞ 

・福田  和子  会員 29 日 

・遠藤  伴明  幹事 12 日 

＜結婚記念日＞ 

・渡辺  清隆  会員 16 日 

・尾形  和夫  会長  5 日 

・齋藤  喜内  会員 26 日 

・堺   清一  会員  7 日 

・栗田  正彦  会員 15 日 

＜出席状況報告＞ 

18/32 54.5% 


