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平成26年10月25日（土）28日（火）第2691・92回例会（本年度第13・14回）

IM・第2ブロック6クラブ合同例会

11月11日（火） IM・第2ブロック6クラブ合同例会振替休会

11月18日（火） 会員スピーチ塚原初男君・情報委員会真島吉也君

11月25日（火） 新入会員田村一美君

Eメール◎tSuruOkaO8＠rid2800．jp

こんばんは、先週2800地区大会に参加した皆さん

ご苦労様でした。私も本当は金曜日から登録してい

たのですが、どうしてもギリギリの仕事が入り、初日

欠席しました。能をしっかり見たかったんです。着付

けの知り合いがいまして、是非見てくださいと言わ

れていました。

黒川能は靴りじゃないとだめで靴るようにして謡

うんだそうです。2月1日、私も10年くらい通ったん

ですけど、黒川能はプログラムを見ないと、託ってい

るので分からないんです。地区大会は、2日間スムー

ズで大成功で終ったと思います。

懇親会で話をしたかったんですけど、苦楽が賑や

かだったので、途中で帰らせて頂きました。最後にた

ぶんガバナーが踊るのではないかと思って、後で聞

いたらやっぱり踊ったそうです。本会議が素晴らし

い地区大会だったと思っております。

地区の表彰、8年前私が会計をやった時に、加藤年

度の分を私が壇上に上がって、表彰を受けました。あ

の時も4回ぐらいです。今年度も嶺岸年度の功績で2

回壇上に上がらせて頂きました。
一つは、これは山形避難者支援共同ネットワーク

が5月5日に名義貸し共催という形で行いました。そ

れから米山寄付平均額上位5クラブ表彰で平均的に

は第一位。たぶん藤川さんが大口で出して底上げし

てもらったわけですが、平均で21，447円、第二位が

17，000円ぐらいなんです。ですから結構な大幅アッ

プです。それから個人表彰で米山功労者（マルチプ

ル）23回藤川さん、新米山功労者富田さん、次の例会

の時に伝達をしたいと思います。来週ガバナーの公

式訪問です。なるべく出席率を上げたいと思います

のでよろしくお願いをしたいのと、今度の土曜日が

財団のセミナー、次の土曜日がIMと午前が青少年の

セミナーと行事がありますので、黒豚でエネルギー

回

を蓄えてください。

臨時理事会で、地区大会の会場が武道館だったも

のですから、予想外に400万円設営費がかかると言

うことで西クラブの負担が多く、理事会を開いて大

変苦しんですけどスマイル会費で50万円を協力金

という形で持っていきました。涙が出るくらい喜ん

で頂きました。とりあえずご報告いたします。

本日のゲストは以下の方々です。

菅原成規君ご家族ひなちゃん

佐藤久樹君ど家族優君・崇人君

候柴さん（米山奨学生）

鶴岡RAC　伊東蘭さん

匹田絵里さん

宇双さん（米山奨学生）

tRl会長ゲイリー（．K．ホアン　暮地区ガバナー池田徳博
〉1会長／丸山隆志　一副会長／加藤　亨　∴幹事／菅原成規　会長エレクト／越智茂昭

う会報委員会／佐藤久樹・阿部純次・小林健郎・石田　雄
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ローヨリー、TVへ！！
テレビCM・ラジオCM放送の
時間明細についてお知らせ

今年度のテーマとしての「ロータリーに輝きを」の

内容のひとつとして、ロータリーの公共イメージを

高める、ロータリーのブランド化、広報の強化という

ことがあります。そこで、これまで「隠徳」として対外

的広報を控えてきたロータリー活動を、諮問委員会

の了承を得て、思い切ってTVとラジオという媒体を

使っての試みをしようと思います。多分、本邦初かと

思われます。天童東の会長村山光男氏と地区広報小

委員長中川善雄氏のご尽力により、YBCとの交渉が

まとまり、まずは10月中にラジオでのガバナーのイ

ンタビュー放送が行われ、11月には15秒スポットを

30回、それぞれTVとラジオで流します。

ロータリー活動を動画、あるいはナレーションで

流し、最後に「ロータリーに入り、一緒に活動しませ

んか」と呼びかけを行います。

皆さま方には、是非これを観、お聴きいただいて、

ど感想やご意見を地区にお寄せ下さい。

次年度以降、どのようにするかの、貴重なデータと

なることと思います。

11／1（土） �11 �25 �11／11（火） �16 �53 �11／20（木） �18 �15 

11／2（日） �6 �30 �11／12（水） �6 �00 �11／21（金） �13 �55 

11／3（月） �6 �30 �11／13（木） �11 �25 �11／22（土） �17 �30 

＝／4（火） �11 �45 �11／14（金） �16 �50 �11／23（日） �7 �30 

11／5（水） �15 �50 �11／15（土） �20 �54 �11／24（月） �15 �50 

11／6（木） �11 �55 �11／16（日） �12 �55 �＝／25（火） �7 �00 

11／7（金） �9 �30 �11／17（月） �11 �30 �11／26（水） �24 �54 

11／8（土） �5 �59 �11／18（火） �23 �00 �11／27（木） �8 �00 

11／10（月） �20 �54 �11／19（水） �21 �00 �11／28（金） �24 �58 

ラジオCM放送時間　　　　　　　　　　　　　　計35不
11／1（土） �7 �20 �1り11（火） �9 �15 �11／21（金） �11 �20 

11／2（日） �18 �10 �′′ �15 �30 �11／22（士） �18 �00 

11／3（月） �6 �45 �11／12（水） �15 �30 �11／23（田） �8 �10 

′′ �17 �46 �11／13（木） �9 �15 �11／24（月） �8 �30 

11／4（火） �7 �25 �11／14（金） �13 �20 �11／25（火） �13 �00 

11／5（水） �18 �10 �11／15（土） �12 �10 �11／26（水） �10 �30 

11／6（木） �7 �40 �11／16（日） �11 �00 �11／27（木） �15 �00 

11／7（金） �6 �45 �11／17（月） �11 �55 �′′ �17 �00 

′′ �15 �40 �11／18（火） �11 �50 �11／28（金） �8 �20 

11／8（土） �10 �50 �11／19（水） �6 �30 �11／29（土） �18 �15 

11／9（日） �13 �05 �〝 �11 �30 �11／30（日） �6 �20 

11／10（月） �14 �35 �11／20（木） �12 �40 � � 

会員数 �37名 �出席率 �71．43％ 

出　　席 �25名 �前々回確定出席率 �74．29％ 

◎メイクきれた方
藤川享胤・佐藤孝子・富樫松夫・加藤　亨

小林健郎・菅原成規・塚原初男・丸山隆志　‾

スマイ′し　こ、

藤川享胤看　臨時理事会に欠席しました。そのかわ

りいっぱいスマイルするようにということでスマ

イルさせていただきます。

加藤一弘君　地区大会に協力できなかったものです

からスマイルさせていただきます。

佐藤孝子さん　金曜日の地区大会の委員会報告が私

の終るのを待ってたかのように家から電話が入り

まして、15歳で家にいましたラブラドールのキャロ

ルというのが亡くなりました。すぐ戻って晩餐会

に出る予定だったのですけど、子供たちとか皆集

まって戻ることができませんでした。次の日も午前

中は出たんですけれど、午後から孫の七五三という

ことで申し訳ございませんでした。スマイルさせて

頂きます。

壕原初看男　スマイル関係では私も何かしないとい

けないということで、もう一つは地区大会の前後

三日連続酒を飲みました。うれしく思いスマイル

いたします。

丸山隆志看　毎週の出席率の上がることを祈念して

スマイルします。宜しくお願いします。

富樫松夫君　私も会長と同じで来週ガバナー公式訪

問ということでガバナーと同行させていただきま

す。是非皆さん多数出席していただいて出席率の

向上も含めて協力していただきたいと思いますの

で、スマイルさせて頂きます。

小林健郎君　今日10月28日は私の誕生日でして、感

謝を込めてスマイルさせていただきます。


