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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２８年 ３月１５日（火曜日） 第２，６５３回        
【月間テーマ】 水と衛生                  ＜例会報告NO.33＞ ゲスト卓話 長井ＪＣ理事長 井上典嗣 氏 

                  

☆会長挨拶 (渡部会長） 

 
・今週に入り日曜日は大変天気が良かったが、月曜日に

なり急に雨になるなど、3 月に入り天候がいろいろと変

化しているので体調を崩さないよう注意してください。 
・長井市の全身である長井村に企業誘致したり街づくり

に尽力された、桑島眼科医院長の従兄弟にあたる『桑島

怒一氏（太平洋戦争に軍医として従軍）』の生涯に関する

本が出版され、記念講演と出版記念パーティの後援につ

いて依頼があり、本日開催されました理事会で承認され

ております。皆さんに資料を配布しておりましたが、記

念講演は無料ですし、長井の歴史を知る良い機会ですの

で参加してみては如何でしょうか。 
・残念なお知らせですが、長澤修司会員が 6 月一杯で長

井の税理士事務所を辞めることとなり、私の年度で長井

RC を辞めることとなった。次年度の理事に内定していた

が、次年度会長の高橋さんにて、R 財団・国際奉仕担当

理事に前田昌信会員が決まったようである。 
             

☆幹事報告 
〇第 13回理事会開催報告。 

・4月のプログラム承認。 

・次年度の理事・役員が変更となりました。資料を配布

済。理事（R財団・国際奉仕担当）に前田昌信氏。 

・『軍医大尉桑島怒一の悲劇』出版記念講演及び出版記念

パーティ開催の後援承認。 

〇2800地区のチャリティゴルフコンペと尾花沢ＲＣ創立

50周年記念式典案内を再度回覧いたします。出欠は幹事

まで報告願います。 

〇早退届け 

 前田昌信 会員 

 

☆委員会報告 

〇プログラム委員会 塚田弘一 委員長  

 平成 28年 4月プログラム紹介 

 

☆ゲスト卓話（長井ＪＣ理事長 井上典嗣 氏 

 

長井ロータリークラブ会長    渡部 堅一           第２８００地区ガバナー   酒井 彰 
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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  五十嵐順子・菅 滋徳・塚田弘一・志釜幸喜・奥山智孝 

 

２０１５－２０１６ 



・昨年 6 月に開催された「ふるさと思いやりプロジェク

ト」では、長井橋の清掃活動と花壇への植栽では長井 RC

様より多大なる協賛と多くの参加をいただきありがとう

ございました。 

・自己紹介をいたしますと、昭和 54 年 2 月 20 日、平山

生まれの 37 歳です。2006 年、事務機センター青光社の

代表となりその年に青年会議所に入会した。2016年度第

51代理事長に就任している。 

・青年会議所もロータリークラブ同様に世界中にあり、

1915年アメリカのセントルイスでの青年活動グループが

始まりである。 

・日本青年会議所は 1951年発足となっているが、正しく

は 1949 年の戦後の焼野原で新しい日本の再建は青年の

仕事であるという志と覚悟の基で一歩を踏み出した。 

・青年会議所は「修練・奉仕・友情」の３つの信条のも

とまちづくりを実施している。 

・長井青年会議所は 1966 年 2 月に 33 名の青年により創

立。その後、1977年 7月に社団法人化となり、昨年 2015

年は創立 50周年であった。日本で 317番目、山形県内で

は、山形・米沢・新庄に次いで 4 番目に設立された。県

内には 17団体があり、かなり早い段階での設立であった。 

・2016年度の基本理念は、 

 Stay Gold ！ ～輝き続けよう～ 

 スローガン 

 個々の輝きを地域の光へ Stay Gold ！ 

 今までは日本語の立派な言葉であったが、51年目を向

かえ変えていきたいという思いから横文字としてみた。

ちなみにこのスローガンは私の思いを良く理解してくれ

た齋藤圭央さんが考えてくれたものです。 

 
・まちみらい委員会 

 地域活性化事業。みんなで灯そう夢灯り、公開討論会

など 

・ひとづくり委員会 

 子供達の育成に関する事業で、ながい寺子屋や例年子

供達を対象に実施しており、今後も継続していく。 

・未来創造会議では、齋藤喜内さんの息子の繁喜さんが

議長。4/21 に『私が、ブランドになる』ということで、

タスにおいてブランディング入門セミナー開催予定。 

・事務局・総務局・財務局では、ながい OMOIYARIプロジ

ェクトや置賜 4JC合同例会等実施予定。 

 

＊詳細は DVDをご覧ください。 
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☆次回例会予定 

・3月 22日 ゲスト卓話 山形県議会議員 平 弘造 氏 

   

☆出席報告 

3月 15日例会 報告者：手塚典雄 会員 

 
会員数 

(免除)    

出席数 

(免除) 

出席率 MU数 
修 正

出 席

数 

修 正 
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本日 

（ 3/15 ） 

29 

(1) 

22 

(1) 

75.86 

 ％ 
     

前回 

( 3/ 8） 

29 

(1) 

20 

(1) 

68.97 

 ％ 
4 

24 

(1) 

82.76

 ％ 

前々回 

(3/1) 

29 

(1) 
24 (1) 

82.76

 ％ 
   

 

＜ニコニコ BOX＞ 
・渡部 堅一 会長 
 ゲストを歓迎して 
・大山 友規憲 幹事 
 ゲストを歓迎して 
 理事長 ご苦労さまです。 
・塚田 弘一 会員 
 長井 JC 井上理事長を歓迎して 
・齋藤 喜内 会員 
 ゲストを歓迎して 
・齋藤 裕之 会員  
 ゲストを歓迎して 
・前田 昌信 会員 
 ゲストを歓迎して 
・齋藤 圭央 会員 
 井上理事長、梅津専務を歓迎して。 
 本日、長井青年会議所として参加しております。今

年も  青年会議所にご協力の程よろしくお願いしま

す。 
・村田 剛 会員 
 JC の後輩の活躍を願って！ 
・伊藤 克也 会員 
 ゲストを歓迎して 
 将来のご入会を心よりお待ちしてます。 
・高橋 勇喜知 会員 
 次年度、補充理事に前田さんが即、快諾してもらっ

てありがとうございました。ついでに会長もしてくだ

 


