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　本日は、2023 年度鶴岡青年会議所理事長の伊藤
暁生さんと専務理事の中野敬太さんにお越しいただ
いております。
　また、4月 29日（土）に行われます IMのご案
内に大滝ガバナー補佐と佐藤 IM実行委員長がおみ
えになっていますので、後ほどご挨拶頂きます。
　鶴岡青年会議所新年祝賀会 1月 26日（木）にあり、
ご招待を受けて出席してまいりました。会場に伺い
当然ですが若い会員さん達のパワーを体感して参り
ました。後ほど伊藤理事長の思いをお聞きしたいと
思います。
　祝賀会の席では東クラブの牧会長が隣にいらして、
青年会議所卒業後なぜロータリーに入会する会員が
少ないのかというお話になり、積極的なアプローチ
をしていないからという結論から次年度に青年会議
所メンバーと第 2 グループロータリーメンバーと
合同で例会を行っては如何かと、対応に忙しい伊藤
理事にも正式ではありませんがお願いを致しました。
次年度の会長さん達に託したいと思います。
　さて、今月は平和構築と紛争予防月間です。昨年
開催されました第 2800 地区財団セミナーでは、関
場慶博パストガバナーからポリオ根絶活動のご講演
をいただき、平和フェローの木村みさきさんからも
お話しいただきました。関場パストガバナーのご活
躍はお聞きする機会がありましたが、私は勉強不足
のためこの日初めて平和フェローについて活動内容
を知ることが出来た貴重なご講演でした。
　ロータリーの平和の推進の始めに「今日、紛争・
暴力・弾刻・人権侵害によって家を追われた人数は
7000 万人、その半数が子ども」このような状況を、
私たちは絶対に受け入れません。ロータリーは異文
化交流を通じて相互理解の心を育て、紛争スキルを

備えた人材育成を通じて平和な世界づくりを促進し
ますと記されております。
　青少年交換留学や米山奨学制度も世界平和の道へ
のプログラムです。
　日々入ってくるロシアの侵略戦争は日常の生活に
突然訪れ、また国内では今まで考えられなかった凶
悪な強盗事件が続き、平和な暮らしについて考えさ
せられます。人は差し迫られなければなかなか自分
のこととして受け入れることは難しいと思いますが、
今月は身近なことと考える時間をつくり、何か行動
できればと思っております。

　初めまして。公益社団法人鶴
岡青年会議所 2023 年度第 57
代理事長を拝命いたしました伊
藤暁生と申します。どうぞよろ
しくお願いたします。柔道を小
学校からやっておりました。会
社は株式会社ひまわりという介護福祉の仕事をして
おります。
　本年度スローガンは「一燈照隅」「自らが輝き、
地域を照らす光となれ」です。これは天台宗の開祖

最澄の言葉です。最初は 1 石を照らすような小さ
な灯火でも、その灯火が 10万、100 万と増えれば、
国中を明るく照らすことになるという意味です。
《基本理念≫
　一人ひとりがおかれている環境で精一杯努力し輝
くことが、組織を良くし、明るい豊かな社会の実現
につながっていくと信じ、歩みを進めていきます。
《基本方針≫
　1. 地域を担う人財育成と会員拡大へ
　2. 地域の未来を担う若者の育成
　3. 地域に愛される赤川花火大会の継続と継承
　4. 公益法人制度・定款・規定に基づいた LOM運営
　5. 地域・諸団体との連携を重視した運動の実施
　6. 各種大会・例会への積極的参加
《事業計画≫
　1. 社業に活かせるビジネス力向上事業の実施
　2. 組織全体で取り組む行動力ある会員拡大の実施
　3. わんぱく相撲鶴岡場所の開催及び各種大会へ
　　の参加
　4. 人間力の向上を目的とした事業の実施
　5. 地域に愛される赤川花火大会の継続と継承
　6. 時代に即した規律ある組織運営と対外的広報
　　活動
　7. 行政、地域関係諸団体（パートナー）と連携
　　して行う事業の実施
　8. 東北地区協議会、山形ブロック協議会が主催
　　する運動への協力

大滝 正博 第 2グループがバナー補佐
　皆さんこんにちは。第 2 グループガバナー補佐
の大滝です。4 月 29 日、ゴールデンウィークの初
日になりますが、第 2グループの IMを開催します。
今回のテーマは、「日本酒」。山形県、そして将来の
日本酒を考えます。楽しみにしてください。今回実
行委員長は庄内町が誇る鯉川酒造の社長さんです。
利き酒大会、珍しいお酒いろいろありますので、ぜ
ひお越しいただければと思います。我々企画してい
る段階で既に楽しいので、参加する方はもっと楽し
いはずです。どうぞよろしくお願いします。

佐藤 一良 IM 実行委員長
　IM 実行委員長を仰せつかりま
した余目ロータリーの佐藤と申し
ます。4 月 29 日（土）響ホール
の大ホールで講演していただくの
は、昨年 12 月に文化庁長官表彰
を受けられました、元山形県工業

技術センター所長、山形県酒造組合特別顧問、山形
大学農学部客員教授、山形県ワイン酒造組合顧問の
小関敏彦先生です。響ホールの小ホールは飲食がで
きます。小関先生が選りすぐった、皆さんがあまり
ふだん飲んだことのないお酒も取りそろえ、山形の

酒が一堂に会して皆さんをお待ちしております。ど
うぞご参加よろしくお願いいたします。

会 長 挨 拶 会長／西川 富美子

西川富美子君　本日は鶴岡青年会議所伊藤理事長、中野専務理
事ありがとうございました。是非卒業後は鶴岡
ロータリークラブでお待ちしております。大滝
ガバナー補佐、佐藤IM実行委員長ありがとうご
ざいました。

佐藤　孝子君　IMのご案内ありがとうございます。4月29日楽
しみにしています。伊藤理事長、中野専務理事あ
りがとうございました。

佐藤　友行君　伊藤理事長の活躍を祈念いたします。
富樫　松夫君　大滝ガバナー補佐、IM楽しみにしております。

伊藤理事長スピーチありがとうございました。

理事会・クラブ協議会③
鶴岡西ロータリークラブ訪問例会

   ２月 21日（火）

   ３月 ７日（火）
   ３月 15日（水）

   ２月 27日（月）

鶴岡東ロータリークラブ訪問例会

祝日休会

自らが輝き、地域を照らす光となれ

IM のご案内　鶴岡青年会議所 理事長 伊藤 暁生 氏

鶴岡ロータリークラブ 様 
鹿児島西ロータリークラブ

研修委員会 大山 康成 
謹啓　立春の候 ますます御健勝のこととお慶び
申し上 げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を
賜り、厚く御礼申 し上げます。 
　私は、2018-2019 年 鹿児島西ロータリークラ
ブの 56 代会長を務めさせて頂いた大山康成と申
します。本年は、鹿児島西ロータリークラブ創立
60周年の節目の年に当たります。
　鹿児島の魅力を皆様に伝える事が出来れば幸い
と考え、西郷南洲翁も仰ぎ見たであろう大自然、
桜島の大地で育てた “桜島大根” を堪能していた
だけたらと考えました。残念ながら、記念式典が
開催されます 4 月には、新鮮な品物がなく、当
日お見せする事が出来ません。少し早いですが、
鹿児島らしさが伝われば幸いです。
　1月には、ここ数年、コロナ禍で参加出来なかっ
た桜島の小学生が鹿児島市の中央卸売市場、青果
市場に集合しました。将来、自分の生まれ育った
土地に誇りと自信を持って、世界中に友達を作り、
語ってもらいたいと考えた体験型の食育プロジェ
クトです。子供達が早朝から集まり、自分たちが
育てた桜島大根を競りにかけるところを体感して
もらいました。大盛況でした。
　改めて、鹿児島の “MONSTER RADISH” の魅力、
コロナ禍に負けない子供達の “笑顔と勇気” を多
くの方に伝えたいと感じたところです。
　鹿児島西ロータリークラブ会員一同皆様とお会
い出来る事を楽しみに、式典に向けて準備してお
ります。心よりお待ち申し上げます。　　　謹白

桜島大根頂

きました！
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