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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

平成２８年 ５月２４日（火曜日） 第２，６６２回
【月間テーマ】 青少年奉仕

☆会長挨拶 (渡部堅一 会長）

例 会 場 タスパークホテル℡0238-88-1833
会報委員 五十嵐順子・菅 滋徳・塚田弘一・志釜幸喜・奥山智孝
Ｅ－ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｎａｇａｉ－ｒｃ．ｊｐ
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

＜例会報告 NO.42＞ 会員卓話 高橋 勇喜知 氏（会長エレクト）

たが 脱会者が同じくありまして、大変残念な結果でし
た。まだ期間はありますが、会員増強に努めたいと思い
ます。

☆幹事報告(大山友規憲 幹事）
・あやめ公園ボランティア除草の参加について、長井市
長・長井市観光協会会長連名で依頼がきております。
・早退届け 前田昌信 会員

☆委員会報告
〇伊藤克也 親睦委員長
・最終例会出欠を今月末まで確認します。
・次年度親睦委員会の活動について、本日例会終了後打
ち合わせを実施します。

みなさんこんにちは。私の年度も残り 1 か月となりま
した。この 1 年間を振り返りますと、RI の K.R.ラビン
ドランは「世界へのプレゼントになろう」をテーマに掲
〇RYLA 前田昌信 小委員長
げられ、
「ＲＩのテーマを通じ自分と似通った人ではなく、 ・5/21,22 に寒河江ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞによる RYLA 冒険塾に参加。
自分にないものを持っている人、自分のいいところを引
対象は小学 5・6 年生。中学生は中体連と重なりできなか
き出してくれる人になろうというこで、ﾛｰﾀﾘｰがその特徴
った。初日の夕飯つくりは大人ばかりであったが、翌日
を備えていると思います。
」といっています。
は野外活動を実施。小さい方々とふれあい楽しかった。
私も、そのとおりだと思います。今回 IM が私たちのｸﾗﾌﾞ
宿泊し、アビコパストガバナーとお酒・会話を実施し、
で開催され、各担当の委員会を設置し、実行委員長をは
大変参考になった。
じめ大勢の人に助けられ、満足のいく事業を達成できま
したことは、充実したｸﾗﾌﾞ活動ではなかったかと思いま
〇横澤 茂 会員
す。
・本町に「おらんだのゴルフスタジオ」を開設します。
また、未来夢計画では、長井陸上競技場の駐車場に時
6/7 ロータリーの方々にお披露目ということで、ご案内
計台を設置し、各競技や娯楽に、大変見やすい位置に設
をさせていただきました。準備の関係上、出欠報告をお
置できたこと等、各委員会が頑張っていただいたことに
願いします。
感謝いたします。
ただ残念なのは、会員増強で純増 2 名は達成できまし

＜ニコニコ BOX＞
・渡部 堅一 会長
次年度高橋会長、これから 1 年間がんばってくださ
い！
応援いたします。
・大山 友規憲 幹事
次年度、会長・幹事、がんばってください。
会員卓話
五十嵐
・伊藤 克也
会員 順子 会員）
高橋 勇喜知次年度会長、頑張ってください。
・奥山 智孝 会員
次年度もよろしくお願いいたします。
<ご本人誕生日>
・伊藤 克也 会員
3日
<奥様誕生日>
・尾形 和夫 会員
3日
・浅野 敏明 会員
31 日
・堺
清一 会員
27 日
・奥山 智孝 会員
25 日
<結婚日>
・渡部 保太郎 ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 19 日

☆会員卓話 高橋勇喜知 氏（会長エレクト）

あるということを奥さんに言っているものの理解しても
らえない状況である。
・ロータリークラブは大きいところはステータスを求め、
この長井ＲＣも従前は入会させて下さいと言う状況から、
今は会員拡大ということで、入会してくださいという時
代になった。
・魅力のあるＲＣとは何か。会長がクラブを牽引して導
くことが必要であるとプレッシャーをかけられているが、
会長は単年で変わるので、単年度制の弊害があると思う。
単年度で変えることは難しいが先輩の方々の意見を聞き
ながらやっていきたい。
・７月始めにはロータリーの要覧が変更になり、例会回
数が２回以上、主婦・定年退職者等でも入会可能となる
予定である。
・自分の重点目標はクラブフォーラムの実施である。以
前、ＤＣＳの菅さんが会長の時に１回実施したが、聞き
っぱなしで広がりがなかった。いろんな方の意見を聞き
ながら、長井ＲＣの方向転換もしていかなければならな
いと感じる。幹部役員にしても遠藤さん、大道寺さんま
て決まっているが、その後、若い方にするのか経験者が
再度実施した方が良いのかなど考えていきたい。
・楽しいＲＣを目指して、小国でやっているように４回
に１回や２ケ月に１回はイブニング例会を実施したい。
プログラム委員会と相談しながらやっていきたい。
・ロータリークラブのイメージ向上。ボタンティアにも
積極的に実施していきたい。
・退会者ゼロ、入会者１名を目指す。
・財団・米山奨学金への寄付は身の丈にあったものとし
ていきたい。
・これから１年間、楽しいロータリーを目指し、謙虚さ
をもって頑張りますので、よろしくお願いします。
＊詳細は DVD をご覧ください。

☆次回例会予定
・5 月 31 日 ゲスト卓話 後藤 博信 氏
（東北おひさま発電（株）社長）
・観光協会の専務理事でもあるが、先ほど幹事からの話
にもあったとおり、あやめ公園が危機的な状況にある。
あやめが雑草に埋没しており、ぜひロータリーの会員の
皆様のご協力をお願いする。
・改まった話はとても苦手で、青年会議所時代も３分間
スピーチでは欠席し、理事長選挙でも逃げていた状況で
ある。これも先祖代々のようで、祖父は市議会議員であ
ったがいろんな挨拶は下手だったと聞いているし、父も
親分肌で井戸端話等はとても上手であるが、一度だけ人
前で話す父の話を聞く機会があったが、とても恥ずかし
かった記憶がある。
・53 歳になるがいろんな役職をもっている。観光協会や
警察の支援団体であったりであるが、自分はお願いされ
たら受けてしまうお人よし的な面があるものの、10 の内
7 つは仕事に返ってくる。水道屋は一生変えないという
人が多いが、これは 24 時間対応などアフターサービスが
しっかりしているからである。一生懸命すると見返りが

☆出席報告
5 月 24 日例会

報告者：手塚

会員数
(免除)

出席数
(免除)

典雄
出席率

本日
（ 5/24 ）

31
(3)

24
(3)

77.42
％

前回
(5/17）

31
(3)

22
(3)

70.97
％

前々回
(5/10)

28
(1)

22 （1）

78.57
％

会員
MU 数

2

修 正
出 席
数

修 正
出 席
率

24
（3）

77.42
％

