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次例会（4 月 9 日）
◎ゲスト卓話 例会場
PM 0:15
飯豊町長 後藤 幸平 氏
（飯豊町政の取り組みについて）

次々例会（４月 16 日）
◎会員卓話 例会場
PM 0:15
井上晴雄会員 （化粧坂観音について）

前回例会の報告
（ロータリーソング斉唱） 国歌 奉仕の理想

会長の時間（挨拶）
会長 遠藤伴明
挨拶
）報告）挨拶）
こんにちは、先週桜の開花の心配の話をしましたが
今日の天候見ますと観桜会まで何とか桜が持つのかと
都合よく考えているところです。
さて昨日新しい元号が「令和」と発表されました。
日本では大化から始まり２４８番目の元号で、日本最
古の歌集、万葉集より梅の花の歌三十二首の序文の

「初春の令月にして、気淑
く風和ぎ、梅は鏡前の粉を
披き、蘭は珮後の香を薫ら
す」から引用したとの事で
す。意味に関しては昨日か
ら何度も報道されています
ので皆さんも何度も聞かれ
たかと思いますので、ここでは省略しますが、今週例
会のロータリークラブの会長は多分、いや必ずこの話
題を会長挨拶として話すことと思います。また会員の
土屋さんなどは選挙や元号の変更などで忙しく大変だ
ろうなと思い発表を見ていました。
そんな時、仙台の大塚家具から携帯に電話が入りま
した。実は私大塚家具からソファーを買ったので、こ
のお祭りムードの中セールでもする案内かと思い電話
に出ましたら５月６日をもって仙台のショールームを
閉じることになりましたとの連絡でした。今後のアフ
ターケアは申し訳ないが幕張店で受けるとの事でした。
その時思ったのは新しい元号になり何事も良い方向
に向かうかといえばそうではないという事です。今の
時代業績の良い会社でも一つミスがあると業績が落ち
不祥事などがあれば倒産にまで追い込まれる時代です。
そんな時に親子喧嘩などをしていれば当然のことと思
います。私の仕事も調剤ミスを起こし患者様に健康被
害が出れば大きなダメージを受けます。ですから毎日
同じことをしていますが、同じ日は一日もないと思い
仕事をするようにしています。新たな時代を迎える今、
自分の仕事を振り返る良い電話でした。
（令和の意味） 人々が美しく心を寄せ合う中で、文
化が生まれ育つ。梅の花のように、日本人が明日への
希望を咲かせる国でありますように

幹事報告

幹事 那須 修

○第 16 回理事会案内
日時：4 月 9 日（火）11;30
内容：5 月プログラム他
〇南陽東 RC 創立 30 周年記念式典ご案内
日時：５月１１日(土)ｐｍ2:00
会場：熊野大社證誠殿
○早退届 齋藤慎治会員 所用のため

ニコニコ BOX

尾形和夫会員

・遠藤伴明会長

新年号が決まりかした。残り何事もお
こりませんように。
梅津会員の卓話を楽しみに。
・那須修幹事
梅津会員の卓話楽しみにしています。
・塚田弘一会員 梅津会員のご活躍を期待しています。
・伊藤克也副会長 梅津会員の卓話楽しみにしています。

BOX ありがとうございました。
本日金額；

委員会報告
○次年度第二回理事会開催案内
（次年度幹事土屋茂樹）
内容；理事・役員・委員長会議

日時：5 月 9 日（木）ｐｍ6:00
場所：きらく （終了後懇親会 会費 3,000 円）
○クラブ細則 9 条 10 条改正（予告）
（大山会長エレクト）
・会員数減少による委員会構成見直
し、公共イメージの採用等

・4 月 16 日例会にて採決実施

お祝い・表彰

親睦委員長
村田 剛

おめでとうございます。（4 月）
○奥様誕生日
会長遠藤伴明 12 日

○ご本人誕生日
大道寺信会員 27 日
○結婚記念日
尾形和夫会員 ５日
中島 浩会員 20 日
齋藤喜内会員 26 日
栗田正彦会員 15 日
渡辺清隆会員 16 日

--------------------------

今週の
食事

4,000 円

累計金額； 213,500 円

（達成率 30.5％）

------------------------------新入会員卓話
梅津喜博会員
（自己紹介）
・S45 年 2 月生まれ 49 歳。
長井工業卒で東京の機械関
連製作所に就職後、事情でユーターン。
・土地家屋調査士に挑戦し、H17 合格、H18 登録。
那須幹事（県副会長）にいろいろ相談している。
（土地家屋調査士の業務）
・H18 の法改正により、分筆では今まで求積のみで
済んでいたが、今は境界紛争防止等のため全測量と
なっている。
・明治時代は縄による測量で図面化していたが縄伸び
等により概ねの図面であった。境界は貴重な財産の
ため今ではキチンとした正確な測量対応である。
（地域奉仕への参加）
・豊田地区公民館活動をやっています。塚田先輩等か
ら「若い担い手が少ない」
「活動していくのは若い人」
の声により、公民館がコミニュティセンターになる
機に次の研修に参加。
―研修①―
昨年の市報で「人と地域」をつなぐ事業を見て、
「こ
の事業は何をすればいいのだろう」との自分の悩み
を解決するため独断で研修に参加。

・答えはすぐに出なかったが、一番の基本である「人
と人とのコミュケーション」を教わる。
・講師の板倉先生は物腰柔らかな方だが人と人が接す
る場面では凄い人と感じた。年齢差がある参加者で
話ずらく話が合わない中、ゲームをしたり或るテー
マの課題を話し合う形等が良いと感じる。
・自由選択できる 5～6 個の課題から、地域活性セン
ターの「空き家・空き店舗の活用から芽吹くコミュ
ニティの未来」のテーマを選択し、昨年 11 月東京
でのセミナーに参加。
（その背景にはある市町村の方
から「空き家対策に何かいいアイディアがないか」
との問い掛けある。
）

（対策）会社を活かしながら行政の力を借りずに
やるやり方。

―研修②－
（対策）データに基づく手法、中小企業診断を取入
れるやり方。

・講師（４人）と対策

（対策）尾道は道路も狭く坂道が多い地域性の中、
地域の人の力を借りて対策するやり方。

（対策）地域一体になって行政自体の力で解決する
やり方

・今の動き（4 月から公民
館がコミユティセンター）
の中で、自分なりにどう
したらいいのか、どういう
考えをもったらいいのかを
踏まえ、
「若手を増し、いろ
んな場に引き寄せられない
か等」と考えています。
・私が担当する育成事業で
は、自分が声掛けした 20
代前後の若い女性 20 人位でソフトバレーをやって
います。また、30-40 代の方を何とか公民館の集
まりに参加してもらうように考えています。
・
「人と地域」をつなぐ事業の中で一番大事と感じるの
は世代交流です。年上年下の世代を通して話をする
ことが大事と考えます。そんな思い出が小学校時代
に花火や運動会であるんですね。
◎この度、この事業に参加して自分の考え方が変わっ
たことがあります。いろんな考え方をしている人が
沢山います、若い方も沢山います。こんな中、活動
を通していろんなことをやっていきたい、また、ラ
イフスタイルの中でつながりを増やしていけたらと
思っております。
（Q）空き家の有効利用で所有
者と借りる人の関係が一番問
題になりますが、その辺の対
策の話はありましたか。
（A）鶴岡・早坂さんの、行政
が折り合い（補助金）をつける話がありました。
（梅津喜博会員より）
ロータリクラブに入会させて頂き、
まだまだ未熟な私でありますが、
ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
卓話でありました諸問題等におきまして、
先輩方のいい知恵をお借り出来ればと
思っております。

-------------------------------

出席報告

委員長

中島

浩

・本日の会員数２6 名、全出席数
21 名で出席率は 80.77％です。
・前々回（3 月 12 日分）の出席率
は 84.62％に確定します。

◎この度のセミナーでは、
正直答えは見つからなかっ
たが、鶴岡の早川氏の話が一番理想と感じた。
自分達が頑張る、行政が頑張り地域一体となって対
策するやり方である。

