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ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を
2013-14年度 国際ロータリーのテーマ
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2013～2014年度 国際ロータリー第2800地区
地　区　大　会地　区　大　会地　区　大　会地　区　大　会

第２回本会議
　8：30 登録受付
　9：30 開　　会
  司会：地区副幹事　野川　晶弘
 R.l.会長代理入場（Aid：PG藤川　亨胤）
  R.I.会長代理：謝　炎　盛
 開会点鐘 ガバナー：新関彌一郎
 国歌斉唱 ソングリーダー：鞍掛　彰秀
 ロータリーソング「奉仕の理想」
 物故会員の紹介・黙祷
　9：50 開会宣言 大会実行副委員長：赤塚　弘實
 大会実行委員長挨拶 大会実行委昌長：工藤　一夫
 歓迎の挨拶 ホストクラブ天童東RC会長：水戸部陽一
10：00 R.l.会長代理、来賓並びに招待者紹介  
  ガバナー：新関彌一郎

 参加クラブ紹介 各ガバナー補佐
10：20 ガバナー挨拶 ガバナー：新関彌一郎
 祝　　辞 山形県知事：吉村美栄子様
  天童市長：山本　信治様

10：40 記念事業発表  
  ガバナー：新関彌一郎

10：50 ご挨拶並びに国際ロータリー現況報告
  R.l.会長代理：謝　炎　盛
11：20 大会委員会報告・決議採択
 　登録委員会 委員長：直前G　和田　　廣
 　資格審査委昌会 委員長：PG　細谷　伸夫
 　選挙委員会 委員長：PG　塚原　初男
 　決議委員会 委員長：PG　佐藤　豊彦
 　大会決議（案）採択 ガバナー：新関彌一郎
11：30 米山奨学生・山形米山学友会・青少年交換学生
 インターアクト・ロータリーアクトの紹介と活動報告
 　　青少年交換小委員会 委員長：佐藤　孝子
 　　米山奨学委員会 委員長：松村　澄男
 　　インターアクト小委員会 委員長：髙橋　　章
 　　ローターアクト小委員会 委員長：橋本　重幸
12：30 閉　　会
 諸事お知らせ

昼　食・休　憩

第２回本会議 10：40 記念事業発表 
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新関彌一郎ガバナー挨拶 R.I.会長代理 謝炎盛氏

地 区大会日程



本日出席・前回修正出席
会員総数

本　　日
前回修正

出席義務会員数 出席会員数 出 席 率

他クラブで
メークアッ
プ さ れ た
会 員

５５名
５4名

２６名
4９名 100.0％4９名

※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

（山　形）神﨑　祐子　　土屋　　瞬　　茨木　寛司　　菊川　　明
（山形北）渋谷　一男　　相沢そのみ　　伊藤　　誠　　木村　政則
　　　　　阿部　浩一　　佐々木吉嗣　　寺﨑　利彦　　太田　昭一
（山形東）雛倉　拓史　　髙梨　英吉　　土田　貴英

米山奨学生 ソン・メイランさん米山奨学生 ソン・メイランさん

　地区発展のための多大なる個人賞
　　武田　秀則 君（山形南RC）　第５ブロックガバナー補佐
　新マルチプル・ポール・ハリス・フェロー表彰
　　佐々木吉嗣 君（山形南RC）
　　武田　秀則 君（山形南RC）
　　三沢　　寛 君（山形南RC）
　　宮舘　順治 君（山形南RC）
　　阿部　　薫 君（山形南RC）
　　松田　勝彦 君（山形南RC）
　　渋谷　一男 君（山形南RC）
　　高梨　和夫 君（山形南RC）
　　青山恵一郎 君（山形南RC）
　　川合　賢助 君（山形南RC）
　　長谷川清彦 君（山形南RC）
　　鈴木　政康 君（山形南RC）
　　布施　富将 君（山形南RC）
　　金子　靖二 君（山形南RC）
　　堀　　是治 君（山形南RC）
　新ポール・ハリス・フェロー表彰
　　中村　　篤 君（山形南RC）
　　坂入　文人 君（山形南RC）
　　齋藤　源七 君（山形南RC）
　　浅野　裕幸 君（山形南RC）
　　青山治右衛門 君（山形南RC）
　　菊地　　薫 君（山形南RC）

　　伊勢　和正 君（山形南RC）
　　阿部　浩一 君（山形南RC）
　　太田幸一郎 君（山形南RC）
　　伊藤　　誠 君（山形南RC）
　　木村　政則 君（山形南RC）
　　金田　亮一 君（山形南RC）
　　太田　昭一 君（山形南RC）
　　相沢そのみ 君（山形南RC）
　　土田　貴英 君（山形南RC）
　　鈴木　利明 君（山形南RC）
　　寺崎　利彦 君（山形南RC）
　　土屋　敏夫 君（山形南RC）
　　菊地　賀治 君（山形南RC）
　　稲村　佳宏 君（山形南RC）
　　門脇　好広 君（山形南RC）
　　谷口　義洋 君（山形南RC）
　　神﨑　祐子 君（山形南RC）
　　石山　祐介 君（山形南RC）
　米山功労者
　　❖出席優秀ロータリアン表彰
　　　30年間表彰　山形南RC　川合　賢助 君
　　　10年間表彰　山形南RC　青山治右衛門 君
　　❖出席率優秀上位5クラブ表彰
　　　２位　山形南RC　100.00％

特 別 講 演
13：30 講演紹介 大会実行委員長：工藤　一夫
   講　演「山形大学のナスカの地上絵研究」
  山形大学研究チーム
 謝　　辞 ガバナー：新関彌一郎
 閉　　会

第 3回本会議
16：00 開　　会
 表　　彰
 2012 ～ 2013ガバナー賞
  直前ガバナー：和田　　廣
 R.l. 会長代理並びに直前ガバナーヘの記念品贈呈
  ガバナー：新関彌一郎
 2013 ～ 2014年度ガバナーエレクト・ノミニー紹介
  ガバナー：新関彌一郎
 ガバナーエレクト挨拶　 池田　徳博
 次期開催地紹介 ガバナー：新関彌一郎

 次期開催地ホストクラブ会長挨拶
  鶴岡西 RC会長：松森　昌保
 R.l. 会長代理所感 R.I. 会長代理：謝　炎　盛
 ガバナー謝辞 ガバナー：新関彌一郎
17：00 閉会宣言
 閉会点鐘 ガバナー：新関彌一郎
 諸事お知らせ

休憩・移動
会員懇親の夕べ大懇親会

18：00 開　　会 司会　地区副幹事：村山与四郎
 ガバナー挨拶 ガバナー：新関彌一郎
 乾　　杯 直前ガバナー：和田　　廣
 アトラクション
 会食・懇親
 ロータリーソング「手に手つないで」
  ソングリーダー：鞍掛　彰秀
19：30 閉　　会

表　　彰


