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四つのテスト  1 真実かどうか   

平成２６年８月２６日（火曜日）

【月間テーマ】 会員増強及び拡大      

                                       

☆会長挨拶（前田昌信 会長） 

私は「エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議」

に東北商工会議所青年部 OB 会の絡みで関係しています。この

会は、原発反対、化石燃料反対という会なので職業柄属しては

おりません。 

 ８月２４日日曜日にこの会の主催で「ローカルエネルギーフ

ェスタ in 仙台」が開かれました。最初に宮城県富谷町にあると
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私は「エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議」

会の絡みで関係しています。この

会は、原発反対、化石燃料反対という会なので職業柄属しては

８月２４日日曜日にこの会の主催で「ローカルエネルギーフ

仙台」が開かれました。最初に宮城県富谷町にあると 

 

みやソーラーガーデンという施設の見学に行きました。ここは

ブルーベリー３００本と養蜂事業とメガソーラーを経営してい

る所です。2014 年２月からの稼働で、初期投資は３億円、月額

売電額は高い時で５００万円だそうです。施設は１

ル畑に地中に鉄管を埋め込み基礎にし、木のチップを畑に撒い

て雑草対策にしていました。

 場所を移動して石田秀輝さんの講演とパネルディスカッショ

ンを聴いてきました。石田さんは以前東北大学の教授をしてい

らした方です。石田さんの考えではソーラーシステムを据えつ

ければいいという考えではなくて、ソーラーパネルを据えつけ

て作ったエネルギーを使わなければ意味がないという事です。

また、今までの豊かな生活を捨てるという事では無く方法を変

えるという事です。例えばお風呂には入りたいけど水３００リ

ットル使うのは自然に対して優しくない。それなら自然に目を

向けた方法を探してみよう。

トルだけで入れる泡のお風呂だ

 私は化石燃料を売っていますが、石田さんが提唱している方

向に向いて行くのが良いのかなと感じてまいりました。

 

☆幹事報告 

・ソロプチミスト長井よりゴルフコンペの案内

・4クラブ合同例会の日程が決まりました。

 16時 30 分タスパークホテル出発。

・4クラブ合同親善ゴルフコンペ

・前田会長が明日 27日（水）長井中央

ます。 

 

☆委員会報告 

・ありません 

    前田  昌信           第２８００地区ガバナー   

    渡辺 清隆             第6ブロックガバナー補佐   

         渡部 保太郎 

：15～13：15         例 会 場     タスパークホテル℡

長井商工会議所内  ℡0238-83-2047    会報委員  大滝徹 ・ 那須修
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   4 みんなのためになるかどうか 

2800地区戦略専門委員会 

多一 氏 

みやソーラーガーデンという施設の見学に行きました。ここは 

ブルーベリー３００本と養蜂事業とメガソーラーを経営してい

年２月からの稼働で、初期投資は３億円、月額

売電額は高い時で５００万円だそうです。施設は１.９ヘクター

ル畑に地中に鉄管を埋め込み基礎にし、木のチップを畑に撒い

対策にしていました。 

場所を移動して石田秀輝さんの講演とパネルディスカッショ

ンを聴いてきました。石田さんは以前東北大学の教授をしてい

らした方です。石田さんの考えではソーラーシステムを据えつ 

ければいいという考えではなくて、ソーラーパネルを据えつけ

て作ったエネルギーを使わなければ意味がないという事です。

また、今までの豊かな生活を捨てるという事では無く方法を変

えるという事です。例えばお風呂には入りたいけど水３００リ

ットル使うのは自然に対して優しくない。それなら自然に目を

方法を探してみよう。という事でできたのが、水３リッ

トルだけで入れる泡のお風呂だそうです。 

私は化石燃料を売っていますが、石田さんが提唱している方

向に向いて行くのが良いのかなと感じてまいりました。 

ミスト長井よりゴルフコンペの案内 

クラブ合同例会の日程が決まりました。9月 24日（水） 

分タスパークホテル出発。 

クラブ合同親善ゴルフコンペの案内 

日（水）長井中央 RCのメイクが行われ 

   池田 德博 

   髙橋 敏行 

タスパークホテル℡0238-88-1833 

那須修 ・ 長澤修司 



 

 

☆ゲスト卓話 第 2800 地区戦略専門委員会 

大委員長 浅井多一 氏 

 

みなさま、こんにちは。戦略専門委員会、委員長を拝命いた

しました浅井でございます。酒田ロータリークラブ所属です。

酒田ロータリークラブには 2000 年に入会し、昨年ガバナー補佐

を務めさせていただきました。 

 

会員増強を皆さんのお力をお借りしながら、2800 地区を活性

化していきたいと思います。 

2000 年当時は 2800 地区で 2200 名の会員が現在は 1600 名を

維持するのが非常に大変な状況である。6 月末で 1586 名、7 月

末 1600 名に回復している。会員増強と維持がこれからの仕事と

思っています。重点項目として、ロータリーデイの実践、会報

コンテストなどの広報活動を行っていき、外へ活動を知らしめ

たい。各クラブでの様々な課題を抱えている。ロータリアンに

成りうる若い人、女性の会員をお誘いする。若い人は将来性が

あり、活性化につながる。そしてお誘いする時、自分がロータ

リーに入会して幸せになったことを伝えれば必ず響くと思う。

酒田ロータリークラブは転勤族が多いが、転勤後代わりの人を

紹介してもらっている。会員増強のため、高い目標を持ち、行

動することが重要である。目標を達成した時、会員全員の喜び

になると思います。 

 

この間、会員増強の資料が届きました。ロータリーの原点は

例会であると私は思います。例会に出席しなければロータリー

のことがわからなくなる。例会がクラブ活性化につながる 4 つ

の行動を育むのだと思います。（1.友情を育む 2.倫理を守る 

3.多角的考え・行動で問題に取り組む 4.リーダーシップを持っ

て地域社会の問題に取り組む） 

最後に、ロータリーを辞めた方へのお誘い、アクションを起

こしてほしいと思います。 

 大変貴重な時間ありがとうございました。 

 

 

☆次回例会予定 ゲスト卓話 

・学校法人木村学園 理事長 木村晃 氏    

    

    

    

 

☆出席報告 

8 月 26 日例会 報告者：横澤（寿）会員 

 
会員数 

(免除)   

出席数 

(免除) 

出席率 MU数 
修 正

出 席

数 

修 正 

出 席  

率 

本 日 
31 

(2) 

21 

(2) 

67.74 

 % 
    

前 回 

(8/19） 

30 

(2) 

20 

(2) 

64.52 

 % 
3 23 

74.19 

% 

前々回 

(8/12) 
  (休会）    

 

＜ニコニコ BOX＞ 

・手塚 典雄 会員 

 浅井大委員長を歓迎して。髙橋ガバナー補佐、いろいろあ

りがとうございました。 

・塚田 弘一 会員 

 ゲストを歓迎して。本日葬儀参列のため、欠席と 

なります。 

・横澤 寿彦 会員 

 浅井大委員長を歓迎して。 

・前田 昌信 会長 

 ゲストを歓迎して。 

・渡部 保太郎 会員 

2800 地区 浅井委員長を歓迎して 

・斎藤 慎治 会員 

・大滝 徹 会員 

・南陽ロータリー 髙橋 敏行 ガバナー補佐 

・国際ロータリー2800 地区 戦力専門委員会 

 浅井 多一 委員長 

 

＜在籍年数表彰＞ 

・斎藤 慎治 会員 31 年 

・大滝 徹 会員  1 年  

 

＜早退届＞ 

・齋藤 裕之 会員 

 


