2013-14年度 国際ロータリーのテーマ

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2800
RI会長 ： ロン

D・バートン

会 長 ： 松田

勝彦

委 員 ： 金田

亮一

2800地区ガバナー ： 新関

幹 事 ： 菊地

阿部

賀治

浩一

会報委員会

太田

彌一郎

委員長 ： 土田

昭一

出山

第2008回例会
例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM12：30 松田 勝彦 会長

会 長挨拶

幹事報告

みなさんこんにちは。いたるとこ
ろで異常気象が発生しております。千
葉、埼玉では甚大な被害が広がってい
る模様でございます。
さて、
天童でこの
前の日曜日合同セミナーが行われまし
た。大変有意義なセミナーでございま
した。最近はすっかり秋めいてきて、
サンマが美味しい季節になってまいり
ました。サンマには、血液中の悪玉コ
レステロールや中性脂肪を減らす成分

菊地

賀治 幹事

本日は、お試し例会にご参加ありがとうございます。入会の指針にして
頂ければと存じます。
幹事報告をいたします。
1．今週の日曜日９月１日になりますが、天童市民文化会館にてロータ
リー情報職業奉仕セミナーが開催されました。当クラブからは、松田会
長、武田秀則パスト会長、宮舘理事、私の４名で参加してまいりまし
た。ロータリー情報の議題があまりなく、地区職業奉仕委員長、鈴木一
作さんの基調講演を拝聴し勉強してまいりました。
2．第二回クラブ協議会が、９月17日午前11時より開催します。ガバ
ナー補佐によるクラブ協議会になりますので、年度計画の発表をお願い
致します。やむを得ず欠席の場合は、委員会より必ず代理出席をお願い
致します。
3．第39回山形市内７ロータリークラブ親善ゴルフコンペの案内がお手元
に届いていると思います。期日は10月６日㈰となっています。皆様のご
参加、宜しくお願い致します。
4．地区より、第十二回ロータリー全国囲碁大会のご案内と、地球自然環
境保護活動参加者募集「サンゴ植え付けダイビング」の案内が来ていま
す。ご興味のある方はお申し出ください。
5．本日理事会を開催致しますので、例会終了後理事の方は暫時お残り下
さい。
以上幹事報告終わります。
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が含まれており、さらにＤＨＡが脳細胞を活性化させま
す。血液をサラサラにし、脳血栓や心筋梗塞の予防に効果
があります。またＩＰＡを豊富に含んでいるので、いいこ
と尽くめです。はらわたもまるごと食べれば鉄分・カルシ
ウム・ビタミン類も摂取できるので、皆さんも大いに食べ
て、この残暑を元気に乗り切りましょう。今日のお試し例
会ですが2名の方がいらっしゃっております。産経新聞の
杉浦ミカさんと成沢歯科クリニック医院長の土屋瞬さんで
す。是非入会して頂けます様お願い申し上げます。

委員会報告
雑誌広報委員長 林
正君
ROTARYの友9月号24ページに山形南
ロータリー全会員がポールハリスフェロー
になった記事が載っております。大変すば
らしいことです。
親睦活動委員長 太田幸一郎 君
9月の会員誕生日は、阿部浩一君、布施富将君、谷口義洋君の3名の皆さ
んです。
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市民ゴルフ大会優勝、本日会員増強、誕生祝い、結婚記
念日等ありがとうございました。
ALSゴルフコンペ無事終了。会報・ロータリーの友に写
真掲載ありがとうございました。
誕生祝いありがとうございました。
ロータリーの友川柳に作品が掲載されました。
前年度ロータリーの友へ財団の記事執筆させていただき
ました。
８月31日で「春夏秋冬」閉店いたしました。ご利用あり
がとうございました。
８月誕生祝いありがとうございました。
社長就任パーティーありがとうございました。
座禅会無事終了できました。ありがとうございました。
お試し例会にご参加の２名の方ありがとうございました。
娘が山形に帰り、「きらきら会」の指導者で頑張ってい
ます。先日コンサートも無事終了しました。
ロータリーの友に記事と写真掲載されました。皆様PHF
ありがとうございました。
娘も「きらきら会」に所属しコンサート無事終了いたし
ました。
お試し例会ご参加ありがとうございました。
誕生祝いありがとうございました。
８月の誕生祝いありがとうございました。

お試し例会
産経新聞の

杉浦
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改めましてこんちは、私が入会したのは去年

の12月でした。年間スケジュールも参加して

ミカさん

おりませんので全てを知ってるわけではござい
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ません。今から覚えなきゃいけないことがたく

阿部 浩一 君

一時、新潟県のいわふねJCに入会していた

事もありましたし、1996年の国際ロータリー
の年次大会の添乗員として参加していたため、

ロータリークラブという名前は知識として持っ
ていましたが、活動内容までは細かく知りませ

んでした。正直、前任者の藤井からは、「週に一回ちょっと
リッチな昼食を食べられるから……」との引継だけでした。

しかしながら、実際に入会してみると多くの事を学ぶ場であ

ると感じました。山形を代表するリーダーの方々・諸先輩方か
らの多くのご指導をいただく機会が多く、自分を成長させてく
れる組織であると本当に実感いたしております。

営業の仕事をしておりますと、飛び込みセールス・新規セー

ルス等経験させられますが、見ず知らずのセールスマンが突然
訪問して、社長・専務をはじめとする経営に携わる方々とお会
いできるという事はまずありえませんし、仕事以外でお付き合
いできる場もなかったのではと思います。

例えば、
今南ロータリークラブの会員でなければ犯罪を犯さな

さんある発展途上の自分でございます。入会す

るキッカケは前会長の川合先生から入会しないかとのお誘いが
ありました。私はＪＣなどの団体に所属したことが無く、全く
ロータリーのことを知りませんでした。山形南ロータリーは漠
然としたイメージで偉い社長さん方の集まりで、自分には縁が
無い世界だと思っておりましたが、川合会長から「君に断られ
るとは思ってもみなかったよ」と強く入会を勧められ現在にい
たっております。会社では管理部ということで社内にいます。
営業もほとんどやっておりませんでしたので、中々自分から外

に対してキッカケを作るということをしておりませんでした
が、山形南ロータリーに入ってからは大変様々な面で充実して
います。会社の標語で「忙しさを見せつけないで」という言葉
でがんばっております。山形南ロータリーに入会してからは忙
しさを理由にせずに、「やらざるおえない」立場にいるので時
間を有効に活用して自分を成長させていきたいと考えておりま
す。私が所属しているのは親睦活動で若いメンバーが大勢いま
す。今日お試し例会にきて下さったお二人も一緒にがんばって
いきましょう。ありがとうございました。

い限り弁護士の菊川先生と会話する事もなかったでしょうし、
高
額納税者でなければ川合パスト会長とお話する事もなかったと

思います。
その様な方々と同じ会員として情報交換をできるとい

うのは、仕事以外での自分の成長および、仕事を引退した後に自

分を振り返る上でも必ず役に立つものと確信いたしております。

土田 貴英 君

私が南ロータリーに入りましたのは、まだ青

年会議所に所属しておりました時でございま

す。武田秀則先輩から山形南ロータリーという
会があるから、入会しなさいと言われたことが
キッカケでございました。さて入会したらば、

まさに様々な縁が科学反応をおこしまして、私自身変わりまし

た。私がまだ修行僧時代の話でございますが、修行の場には
様々な方々が仏法を求めて修行にやってまいります。しかし、

浅野 裕幸 君

私が入会させていただきましたのは昨年3月

ですので丸1年以上たっております。土田さん
とはこどもの頃から知っておりましたが、入会
をキッカケに懇意にさせてもらっています、直
接の入会は土田さんと同じく武田秀則先輩で

す。入会してからは様々な貴重な経験をさせていただきまし
た。大変ありがとうございます。まだまだではございますけど

も入会してから1ミリぐらいは成長できたかなと考えておりま
す。長らくご愛顧を頂いた春夏秋冬も一旦閉店いたしまして、
不動産業・社会福祉事業を懸命にがんばっていきたいと思って
おります。ここにいる諸先輩方から勉強させて頂きまして今後
とも宜しくお願い申し上げます。今日来て下さったお二人も一
緒に勉強していきましょう。どうもありがとうございます。

その方々の中には仏法の上っ面といいますか、綺麗なものを求
めて道場にやってくる人もいます。しかし、社会と同じく修行
道場で道を究めんと欲しても、内部の権力闘争やイジメなど暗
部があるのも事実です。この社会と同じような汚いものにウン
ザリして道場を去って行く修行者もいます。しかし、清濁合わ

せ飲むこと無しに成長することはできません。山形南ロータ
リーも嫌なこと、めんどくさいこと様々なことがありますが、
自分を成長させてくれる場ではないかと考えております。今日

ここにお試し例会に来て下さったお二人にも是非入会して頂
き、共に歩んで頂けたら幸いです。ありがとうございました。
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布施 富将 君

私が入会したのは1998年でございまして、

今年15年目になります。今日話してくださっ
た阿部さん、土田さん、石山さん、浅野さんの
話を聞いてみますとその道のプロだなぁと感心
致しました。私はまだまだ修行が足りないので

土田和尚から警策でバシッと気合いを入れて貰い、更に勉強し
ていきたいと思います。以上で終了させて頂きます。本日は誠
にありがとうございました。

今回のお食事は…
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※本日の結果は２週間後に報告
※修正は２週間前の結果報告
出席会員数÷算出会員数＝出席率
算出会員数とは?
出席義務会員＋メイク免除会員の出席者
出席会員数とは?
出席義務会員の出席者＋メイク免除会員の出席者＋メイク会員

９月３日の
月３日の
３日の
食事です。

