5月31日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「すべてをリセットする『最高の呼吸』」
卓話者：日本丹田呼吸法セラピー協会代表 藤 麻美子 さん
時間：１２：３０～ 場所：ほほえみの宿 滝の湯
担当：プログラム委員会 本年度：第４４回 通 算：第2999回
5月26日(日)移動例会
内容ロータリーの森 下刈り
時間：９：００～１０：３０（雨天決行）
草刈り作業終了後 山口小学校向かい「アメヤ食堂」で昼食
場所：ロータリーの森（現地集合）
持ち物：軍手、鎌、草刈り機（草刈り機はある方のみで結構です）
担当：社会奉仕委員会 本年度：第４３回 通 算：第2998回
5月24日(金)5/26へ繰り下げ
5月17日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「声で繋げる“こころの手”いのちの電話」
卓話者：㈱佐藤商会 代表取締役社長 小野 葉子 さん
時間：１２：３０～ 場所：ほほえみの宿 滝の湯
担当：プログラム委員会 本年度：第４２回 通 算：第2997回
5月10日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「第二の人生、定年後をいかに生きるか」
卓話者：山形大学名誉教授 東根フルーツワイン代表 阿部 利憲 さん
時間：１２：３０～場所：ほほえみの宿 滝の湯
担当：プログラム委員会 本年度：第４１回 通 算：第2996回
5月3日

(金)休会

4月26日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「消費税と民法（相続）の改正について」
卓話者：斎藤栄一税理士事務所 斎藤 栄一さん
時間：１２：３０～ 場所：ほほえみの宿 滝の湯
担当：プログラム委員会 本年度：第４０回 通 算：第2995回
4月19日(金)移動例会
内容：観桜会
時間：１８：３０～ 場所：天童荘
担当：親睦活動委員会 本年度：第３９回 通 算：第2994回
4月12日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「天童青年会議所の今年度の活動について」
卓話者：公益社団法人 天童青年会議所 理事長 奥山 恵治 さん
担当：プログラム委員会 本年度：第３８回 通 算：第2993回
4月5日(金)移動例会
内容：職場訪問例会
時間：１２：００～ かつＭＩさくらんぼ東根神町北店で食事
所在地：東根市神町北一丁目５－８ ＴＥＬ：0237-48-6880
１２：３０～ 例会セレモニー
１２：４５～ 小川製粉へ移動
１３：００～１３：００ 小川製粉工場見学
場所：㈱小川製粉（東根工業団地内）
所在地：東根市大字東根甲５８００－１０ ＴＥＬ：0237-43-5781
担当：職業奉仕委員会 本年度：第３７回 通 算：第2992回
3月29日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「キャッシュレス化の現状と対策」
卓話者：㈱山形銀行 営業企画部 調査役 須田秀秋さん
担当：プログラム委員会 本年度：第36回 通 算：第2991回
3月22日（金） 休会
3月15日(金)3/13へ繰り上げ
3月13日(水)移動例会
内容：第5420地区 親善訪問団を招いての
天童3ロータリークラブ合同例会
担当：会長・幹事 本年度：第35回 通 算：第2990回
3月8日(金)通常例会
内容：会員スピーチ「空気と水で社会に奉仕する」
卓話者：
黒澤友晴さん
担当：プログラム委員会 本年度：第34回 通 算：第2989回
3月1日(金)通常例会
内容：会員スピーチ「我人生を振り返って」
卓話者：
伊藤彰さん
担当：プログラム委員会 本年度：第33回 通 算：第2988回
2月22日(金)移動例会
内容：快適・簡単健康運動で元気に！
卓話者：健康運動指導士
時間：１２：００～ 食事
１２：３０～ 例会セレモニー
１３：００～ 健康運動指導士の方より卓話
１３：３０
閉会点鐘（その後希望者のみ施設見学）
場所：のぞみ
担当：プログラム委員会 本年度：第３２回 通 算：第2987回
2月15日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「ロータリー情報について」
卓話者：2800地区クラブ奉仕ロータリー情報小委員会
川合 勝芳さん（山形中央ＲＣ）
担当：分類・選考・情報委員会 本年度：第３１回 通 算：第2986回
2月9日(土)移動例会
内容：創学館高校IAC 合同ボウリング大会
時間： ９：５０
会場集合（親睦委員は９：３０集合）
１０：００～ ボウリング大会
ゲーム終了後 天童タワーへ移動
１２：００～ 100万ドル食事例会・表彰式
場所：空港ボウル、天童タワー
担当：青少年委員会 本年度：第３０回 通 算：第2985回
2月8日(金) 2/9へ繰り下げ
2月1日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「天童人物伝」を刊行して
卓話者：天童郷土研究会 会長 湯村 章男さん
担当：プログラム委員会 本年度：第２９回 通 算：第2984回
1月25日(金)通常例会
内容：新入会員スピーチ
卓話者：宇野寿人さん・三瓶勝さん
担当：プログラム委員会
1月18日(金)通常例会
内容：会員スピーチ「職業奉仕について」
卓話者：武田雄輔さん
担当：プログラム委員会
本年度：第２７回
通 算：第2982回
1月11日(金)通常例会
内容：スマイル例会
担当：広報記録スマイル委員会
1月7日(月)移動例会
内容：３クラブ合同新年会（天童西RC担当）
時間：
１７：３０～ 受付
１８：００～ 第１部合同例会
１８：１５～ 第２部新春講演会 講師 天童市長 山本信治氏
１９：００～ 第３部合同新年会
※登録料はクラブ負担
場所：ホテル王将 担当：親睦活動委員会
本年度：第２５回 通 算：第2980回
1月4日(金) 1/7へ繰り下げ
↑2019年↑
12月28日(金)休会
12月21日(金)通常例会
内容：クラブ協議会・総会
時間：１２：３０～
場所：ほほえみの宿 滝の湯
担当：会長・幹事
本年度：第２４回 通 算：第2979回
12月14日(金)通常例会
内容：会員スピーチ「ロータリー情報について」
卓話者：会員卓話 渡邊 正敏 さん
12月7日(金)移動例会
内容：家族同伴会
１６：３０ 親睦活動委員集合
１８：００～ 受付開始（２階会場前）
１８：３０～ 例 会
１８：４５～ 同伴会
会費：会員は無料、同伴者は2,000円 場所：ほほえみの宿 滝の湯
11月30日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「健康と笑顔をもたらすフラの魅力」
卓話者：国民的美魔女コンテスト2016グランプリ 田中 恵さん
11月25日(日)移動例会
内容：第３ブロック インターシティ・ミーティング
時間：１３：３０～ 場所：みちのく村山農協
本年度：第２０回 通 算：第2975回
11月23日(金)

11/25へ繰り下げ

11月16日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「何歳でも鍛える！」ボディビルダーの筋肉講座
卓話者：東北・北海道ボディビル選手権 優勝経験者 渡辺 高紀さん
11月9日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「介護施設のイメージを変える！～つるかめの挑戦～」
卓話者：㈱つるかめ／社会福祉法人つるかめ 伊藤 順哉さん
11月2日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「ロータリー財団について」
卓話者：米沢ＲＣ ㈱ユア 和田 實さん
本年度：第１７回 通 算：第2972回
10月26日(金)通常例会
内容：新入会員スピーチ

山口勝康さん 沓澤裕子さん

10月21日(日)移動例会
国際ロータリー2800地区 地区大会
本年度：第15回 通 算：第2970回
10月19日(金)

9:30～ 酒田市民会館ほか

10月21日へ繰り下げ

10月14日(日)移動例会
天童市市制60周年記念事業２千局盤来 10時～ イオンモール天童
10月12日(金)

10月14日へ繰り下げ

10月10日(水)移動例会
天童3クラブ合同芋煮会（天童東RC担当） 18時30分～ 天童ホテル
10月5日(金)

10月10日へ繰り下げ

9月28日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「インターアクトクラブ活動報告」
本年度：第１２回 通 算：第2967回
9月21日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「ジェラート店開業に至るまで」
卓話者：㈱寒河江商店 「COZAB GELATO」代表取締役 石田真澄さん
本年度：第１１回 通 算：第2966回
9月14日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「地域に根ざすとは？」
卓話者：高擶公民館 地域づくり委員会 ハッカの風再びプロジェクト
プロジェクトリーダー 長谷川喜久さん
本年度：第１０回 通 算：第2965回
9月7日(金)通常例会
内容：会員スピーチ「70歳 これまでの人生を振り返って」
卓話者：黒田一夫さん
8月31日(金)通常例会
内容：会員スピーチ「ＩＷＣ ＧＩについて」 卓話者：仲野 益美 さん
8月24日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「会員増強月間にちなんで」 卓話者：酒井彰パストガバナー
8月17日(金)休会
8月10日(金)移動例会
内容：「１００万ドル食事例会」
時間：１２：００～ 食事
１２：３０～ 例会セレモニー
※親睦活動委員の方は、食事の準備の為１０：３０まで集合。
場所：中部公民館2階 親睦委員会 本年度：第６回 通算：第2961回
8月3日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ 卓話者：天童市経済部長 森谷 倫祥 さん
本年度：第５回 通 算：第2960回
7月27日(金)移動例会
内容：納涼ビアパーティー PＭ6：30～ ほほえみの宿 滝の湯
7月20日(金)移動例会
内容：舞鶴山 つつじの剪定 時間：ＡＭ ：6：30～
場所：建勲神社 小便小僧前
担当：社会奉仕委員会 本年度：第３回 通 算：第2958回
7月13日(金)通常例会
内容：ガバナー公式訪問
7月6日 （金）通常例会
内容：「クラブ協議会・総会」
時間：12：30～ 場所：ほほえみの宿 滝の湯
担当：会長・幹事 本年度：第1回 通 算：第2956回
6月29日(金)移動例会
内容：「クラブ協議会・総会」「フィナーレ例会」
時間：１８：００～ 場所：ほほえみの宿 滝の湯
担当：幹事・親睦活動委員会 本年度：第４６回 通 算：第2955回
6月22日(金)休会
6月15日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「運動で元気」～元気の源は体力です～
卓話者：ランニングショップPlus One 代表 瀧澤 孝次氏
6月8日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ「後方支援連隊の活動」
卓話者：陸上自衛隊第6後方支援連隊隊長 一等陸佐 澤村 満称子氏
6月1日(金)移動例会
内容：100万ドル例会＆モンゴル食文化に触れる会
時間：１２：００～ 食事 １２：３０～ 例会
※親睦活動委員・スガルマーさんと一緒に料理を作りたい方は
１０：３０集合 場所：ホテルだいまる
5月25日(金)通常例会
内容：ゲストスピーチ
卓話者：米山奨学生 アリウンボロド・スガルマー氏
5月18日(金)5/13へ繰り上げ
5月13日(日)移動例会
内容：３クラブ合同植樹祭 時間：９：００～１０：３０
場所：天童公園駐車場：第４１回 通 算：第2950回
5月11日(金)移動例会
内容：６：３０
６：３０～７：３０
７：３０～８：００
８：００～
5月4日(金)
休会

妙法寺側神社登り口集合
建勲神社清掃
妙法寺にて会員スピーチ 卓話者：矢吹 海慶 君
朝食

4月27日(金)

4/24へ繰り上げ

4月24日(火)

内容：喜多方ロータリークラブ合同例会
本年度：第３９回 通 算：第2948回

4月20日(金)

4/19へ繰り上げ

4月19日(木)

内容：観桜会
時間：１８：３０～ 場所：天童荘

4月13日(金)

ゲストスピーチ「身近にあるフェアトレード」
卓話者：企業組合キヲレ 代表理事 山口 喜代氏

4月6日(金)

ゲストスピーチ「健康長寿はお口から」～健口体操で健康に～
卓話者：一般社団法人山形県歯科衛生士会 理事 佐藤 奈美氏

3月30日(金)

移動例会
11:45ビジネスホテルだいまる集合 食事
12:50～14:00 NHK山形放送局見学
4K 8Kのテレビ番組見学・スタジオ見学

3月23日(金)

新入会員スピーチ
武田 英司君
相澤 俊一君

3月16日(金)

夜の例会
いろはビル２Ｆ 18:30～

3月9日(金)
3月2日(金)

2月23日(金)

会員スピーチ
「山本製作所 100周年」山本惣一君
通常例会 ゲストスピーチ
※人の5倍以上を売り上げた、山形新幹線のカリスマ車内販販売員
テーマ 人材育成セミナー「殻を割る」KARAWARI
卓話者：茂木 久美子氏 本年度31回 通算2940回
通常例会 ゲストスピーチ
「足元からのおもてなしー山形に生まれて山形で育まれ 」
卓話者：オリエンタルカーペット㈱ 社長 渡辺 博明氏

2月16日(金)

通常例会 内容：会員スピーチ「私とロータリー」山口元君

2月9日(金)

通常例会 ゲストスピーチ「旅行（旅）のメリット」
卓話者：天童市教育委員会 ALT ヴァネッサ・トゥーさん

2月3日(土)

移動例会 100万ドル食事例会・IAC交流ボウリング大会
10時～
ボウリング大会
空港ボウル
12時～
100万ドル食事例会
天童タワー

2月2日(金)

2月3日へ繰り下げ

1月26日(金)

ゲストスピーチ「天童YEG今年度の活動について」
卓話者：天童商工会議所青年部 会長 大泉貴男氏

1月19日(金)

17日へ繰り上げ

1月17日(水)

移動例会 内容：天童３クラブ合同新年会（天童東ＲＣ担当）
時間：18：00～ 場所：天童ホテル

1月12日(金)

会員スピーチ「職業奉仕について」鈴木修次君

1月5日(金)

スマイル例会
本年度23回 通算2932回

↑2018年↑
12月29日(金) 休会
12月22日(金) 通常例会 内容：クラブ協議会・総会
時間：１２：３０～
場所：ほほえみの宿 滝の湯
12月15日(金) 移動例会 内容：年忘れ家族会
時間：１８：３０～ 場所：ほほえみの宿 滝の湯
12月8日(金)

通常例会 内容：ゲストスピーチ「お魚と健康の話」
卓話者：㈱山形丸魚 専務取締役 鈴木 徹郎 氏

12月1日(金)

通常例会 会員スピーチ「ロータリー情報について」
卓話者：野川 勝弘 君

11月26日(日)

移動例会 第３ブロック インターシティミーティング（ＩＭ）
時間：１３：００～ 滝の湯・ホテル王将

11月24日(金) 11/26へ繰り下げ
11月17日(金)

通常例会 ゲストスピーチ「ロータリー財団について」
卓話者：パストガバナー（天童東RC）新関 彌一郎 氏

11月12日(日)

移動例会 国際ロータリー2800地区 地区大会
時間：９：３０～ 寒河江市市民文化会館 他

11月10日(金) 11/12へ繰り下げ
11月3日(金)

休会

10月27日(金)

通常例会
ゲストスピーチ「ＮＩＢ（ビジネスに新聞を）出前講座」
卓話者：山形新聞社編集局 報道部 副部長 野村 健太郎 氏

10月20日(金) 移動例会 天童３クラブ合同芋煮会
時間：１８：００～ 場所：ほほえみの宿 滝の湯
10月13日(金) 通常例会 ゲストスピーチ「職業倫理訓・大連宣言について」
卓話者：東京東江戸川ロータリークラブ 石橋 正男 氏
10月6日(金)

通常例会 ゲストスピーチ「浮世絵を楽しむ―天童と広重を交えて―」
卓話者：広重美術館 副館長 梅澤 美穂 氏

9月29日(金)

通常例会 ゲストスピーチ「インターアクトクラブ活動報告」
卓話者：インターアクトクラブ

9月22日(金)

休会

9月15日(金)

通常例会 ゲストスピーチ「ロータリーの友の話」

