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【１２月・特別月間】疾病予防と治療月間
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本日の例会（12 月 11 日）
◎休会
Hi
堺清一会員逝去（12 月 3 日）による

ない話が聞かれると思います。今日は挨拶でなく報告
とさせていただきました。
幹事報告

1 日）

幹事 那須 修

次回の例会
（12 月 18 日）
月
◎年次総会
次年度理事役員等の選挙・ＰＭ１2：15 より、
（理事会・ＡＭ11;30 タス会議室）
※クリスマスパーティは中止

前回例会の報告
会長の時間（報告）
挨拶）

会長 遠藤伴明

こんにちは、皆様に知らせが配付されておりますが、
堺清一会員が昨夕逝去なされました。全く突然のこと
で信じられない気持ちで一杯です。残念です。改めて
クラブとしての対応を１８日のクリスマスパーティも
含め連絡いたします。
前田会員、卓話よろしくお願いします。普段、聞け

・梅村長太郎様の葬儀謝礼が届いております。
・12 月ロータリーレートは 112 円です。
・第 11 回理事会は 12 月 18 日予定です。
・山形イブニングＲＣより 20 周年記念式典の案内が
届いております。来年 9 月 7 日です。
・米沢ＲＣより 60 周年記念事業記念誌が届いており
ます。当クラブも 3 年後 60 周年を迎えます。参考
にしてください。
・早退届―寒河江良一会員会議所用のため

指名委員会報告
OX
○2019－20 年度理事役員候補者発表
①発表者＝指名委員会委員長 渡部堅一
・会長エレクト候補者
伊藤 克也会員
・副会長候補者
大道寺 信会員

お祝い・表彰（１２月）

・奥様誕生日； 横沢 茂会員（15 日）
土屋茂樹会員（28 日）
・結婚記念日 ; 大山友規憲会員（10 日

ニコニコ BOX
②発表者＝会長エレクト 大山友規憲
・幹事候補者
土屋 茂樹会員
・会計候補者
中島 浩会員
・理事候補者
齋藤 裕之会員
齋藤 圭央会員
横澤 寿彦会員

委員長 村田 剛

）

尾形和夫会員

・尾形 和夫会員
前田さんの卓話、楽しみにしております。
・斎藤 喜内会員
前田さん卓話ご苦労様です。
※ 梅村長太郎氏の葬儀謝礼

BOX ありがとうございました。
本日金額； 12,000 円
累計金額； 123,500 円

（達成率 １７．６％）

発表後、遠藤伴明会長は候補者の選挙を年次総会・
12 月 18 日に行うことを告げた。

出席報告

委員長 中島 浩

・本日の会員数２７名、全出席数 24
名で出席率は８８．８９％です。
・前々回（１１月１３日分）の出席率
は、８６．２１％に確定します。

委員会報告
（ロータリー情報・広報・ICO 委員会）

伊藤克也
会員代

※12 月プログラム変更について
（臨時理事会―例会後開催）
・堺清一会員逝去に伴う対について協議し、１2 月
プログラムを次に変更することとした。
12 月 11 日

休会

（火）

○ガバナー月信（12 月号）
・公式訪問報告で上林ガバナーが SAA の絶対的
権威について紹介。
・渡部ＰＧの訃報掲載。
○ロータリーの友（12 月号）
・日本ロータリーが１００周年（2020 年）を迎
えるなか、石黒慶一ＲＩ理事（鶴岡西ＲＣ）を実
行委員長として様々な取組を実施。その中の記念
ピンバッジ制作等紹介。

12 月 18 日

タス

（火）
ＰＭ０：１５
１２月 25 日

年次総会
（１００％出席例会）

例会場

理事会（11:30）
年末につき休会

（火）
（注）プログラム変更に伴い、本週報は日程変更修正記載

卓

話

社会・青少年奉仕委員長
前 田 昌 信

本日は、地区に委員長として出向していた時の話と
私の職業に関する事を話したいと思います。
RYLA 委員長として最初本会議に臨みました。
RYLA をネットで検索しましたが、色々あり何が何だ
か分からないと云うのが本音でした。池田徳博カウン
セラーから「RYLA をしますか?」と聞かれ、まずは
RYLA を体験しなければならない、体験された方が委
員長を引き受けられる 3 年委員会を提唱しました。
最初に、第 2790 地区千葉の RYLA に参加してきま
した。千葉ではウォークラリーを中心とした RYLA を
開催していました。1 回目を反省し 2 回目を行うもの
でしたが、娯楽性もあり、問題が有るのではないかと
言われていたようです。しかし、40 年以上続いている
のは楽しみの中に苦労して物事を達成する経験が貴重
なのではと感じました。

２回目の体験は、寒河江 RC で開催されたミニ
RYLA でした。対象が小学生と云うこともあり、料理
の体験でも飽きてきて、子供たちは遊び大人たちが料
理されてる状態でした。日本固有の落語を取り入れた
り自然観察をしたりと苦労されてる様でしたが、
RYLA の発祥から考えると対象学年を上げられた方が
良いのではと感じました。
一昨年度の RYLA は山形の地で開催しました。千葉
で体験したウォークラリーを取り入れ、歩く事により
山形の先達の残した遺産を辿り考えようというもので
した。参加者の意見を聞くと普段見慣れた景色が歴史
を知ると違ったものに見えてくる、参加して良かった

と云うものでした。
昨年は寒河江の『TASSHO』で開催しました。青少
年奉仕委員会遠藤委員長の『気づき』をテーマとした
研修に始まり、ガバナー令夫人による『バースカフェ』、
金文中学校服部剛先生の『先生、日本ってすごいね』
を講演して頂きました。どのプログラムも胸が打ち震
え栃木から参加頂いたパストガバナーも大変良い
RYLA だと称賛して頂きました。
（※）
いつも RYLA を終える度に皆さんの感想を聞くと
RYLA を開催して良かったと感じます。RYLA にはロ
ータリアンの参加もお受けしていますので是非とも参
加してください。
次は私の商売の話です。お手元にお渡ししたのは年
に一回か二回ガスの販売店がお渡しする周知書面です。
その中でも「ガスが漏れたら」で、電気のスイッチを
入り切りしない、コンセントは刺さない、換気扇は回
さないと云う事です。全て引き受ける火花が出ますの
で注意してください。他にもガスを使う上での大事な
事が書いてありますので是非ご覧になってください。
ご清聴ありがとうございました。

（※）前年度ライラ研修内容・活動光景（月信より）
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