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ソルトレークシティー国際大会出席報告

　2007年６月17～23日、アメリカ・ユタ州、ソ
ルトレークシティーに於いて16,000名余の登録
者を得、国際ロータリー年次大会が開催されま
した。ビルボイド会長のテーマ「率先しよう」の
総括であり、次年度ウィルキンソンＲＩ会長エ
レクトのテーマ「ロータリーは分かちあいの心」
への引継の協議であり、祝いの祭典であります。
120万会員は統一テーマの下に連帯感を感じつ
つ、活動を展開した一年間の満足感と次年度へ
の期待感、決意の心が醸しだす大会の雰囲気は
実に感動的でした。力強く、楽しい大会であっ
たと思います。連日のＲＩ会長、エレクトの基

ました。ロータリアンの減少傾向への危機感を
強く感じられた大会でもありました。
　会長及びエレクト両者の論調はロータリーが
掲げる理念を現実的な活動へと強調し、ＲＩ財
団の増強を主張しており、ロータリーの存続を
自他共に実感できる団体へと成長させたいとの
思いを強く感じました。ただ、物理的な強度を
変えるのみならず基調をなすロータリーの精神
を保持と深化への努力を怠ってはならないとも
呼びかけておられます。改めて我々ロータリー
のあるべき姿を考え、今日持っているもろもろ
のアクションプログラムの必要性を思うと同時
にこつこつと飽きることなく積み重ねていく良
識に裏打ちされた行動の必要性を痛感した日々
でありました。
　この大会開始３日前、仲間11名とカナディア
ンロッキーの麓とバンフを中心に、コロンビア
氷河レーク、ルイーズ、ボウレーク、キャッス
ルマウンテンなどの自然、デンバー近郊のレッ
ドロックスの不思議な岩石群の地、等を楽しい
旅が出来たことに大会出席と同等の喜びを感じ
ました。実に大きく美しい所でした。ただこの
道中残念なトラブルがありましたが、それは時
折の話題として大切にとっておきたいと思い文

国際ロータリー第2800地区
2007－2008年度ガバナー

大 友　恒 則

調講演と５
つの分科会
においてロ
ータリーの
現状と問題
点が議論さ
れ、明日へ
の糧としよ
うと極めて
意欲的な大
会でもあり
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章にすることは避けることにしました。
　こうした仲間との旅行、世界各地からのロー
タリアンとの出会い、その雰囲気等は、言葉に
は表現出来ない思いです。それ故に、聞くより

　６月14日朝８時大友エレクト夫妻始め13名で
エレクト事務所を沢山の方の見送りをいただき
まして出発致しました。
　成田16時５分のユナイテット航空機でサンフ
ランシスコ経由し、最初の目的地カルガリー（カ
ルガリーの町は人口8,000人、内800人が日本人
だそうです。巨泉の店もありました）に、そこ
からカナディアンロッキーの町バンフのホテル
に入ったのは現地時間18時頃でした。
　バンフの町は、夜10時過ぎまで明るいと言う
ことで、大友エレクト、佐藤幹事、鈴木資金委
員長他２組８名でバンフ・スプリングスゴルフ
場に行きました。リスや大きな鹿が居る中、カ
ナディアンロッキーに向かって打った１打は
チョロリでしたが、大自然の中での楽しいゴル
フでした。
　他の人は観光に行かれました。ホテルに帰っ
て食事をし、ベッドに入ったのは12時頃だと思
います。
　２日目は、朝４時出発でカナディアンロッ
キーへ。ボウレーク、ペイトレークなど、氷河
から流れる水を溜めた湖は、きれいな瑠璃色を
していました。又氷河が山々に点在し、コロン
ビア大氷原を望む氷河の上に立ってきました。

　又、夜は天然温泉に行きました。男女混浴と
言うので張り切って行きましたが水着着用でし
た。
　３日目は、カルガリーよりデンバーへ。大平
原の中を車で走り、赤い岩が沢山あるレット
ロックスに行きました。そこは10,000人を収容
する野外コンサートの会場でした。その日も有
名な人のコンサートが有るようでした。その後
クアーズビール工場を見学し、ビールをたらふ
く飲みました。
　夜は松井の居るコロラドロッキー対岩村所属
のデビルレイズ戦を観戦、二人の活躍に大声で
声援しました。
　４日目は、いよいよＲＩ年次大会開会式のあ
るソルトレークへ出発、ところがここでアクシ
デント、ホテル出発の時間設定のミスで、飛行
機に乗り遅れてしまったのです。次の便を探し、
大友エレクト夫妻は奇跡的に乗れましたが、他
の人は乗れずじまいでした。デンバーの飛行場
に半日いて、後の便を探しましたが結局ソルト
レーク便はいずれも乗れず、その日はデンバー
のホテルに泊まる事になりましたが、荷物だけ
がソルトレークに行ったので、泊まるにも、荷
物の行方も分からず大変でした。結局ＲＩ大会
には出られず、飛行場を右往左往して帰路に着
きました。（荷物は成田空港で無事受け取れま
した）しかし、それはそれで、楽しい旅行でした。
大平原、食事のまずさ、ビフテキの大きさ、野
菜の多さ、食後に出るデザートの甘さにはびっ
くりしました。毎日あんな食事をしているアメ
リカ人の体格に比べると佐藤幹事もスマートに
見えました。
　次回は、年次大会に出席してから観光しよう
と反省しました。

米沢中央ロータリークラブ
直前会長 羽生　吉弘

氷河は、
60ｍ～300
ｍの厚さ
があり常
に動いて
いると言
うから驚
きました。

ＲＩ国際大会
（アメリカ・ユタ州ソルトレーク）同行記 ＲＩソルトレーク年次大会に参加して

見るの体験が重要なのだと実感します。
　皆さん、是非来年のロサンゼルス大会への出
席をお奨めします。

▲カナディアンロッキーにて
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パワーアップフォーラム
主催　会員増強・退会防止委員会

国際ロータリー2800地区

日　時 平成19年11月10日㈯
場　所 ホテルメトロポリタン山形

内　容
第１部　フォーラム講演会
　講師：司　　葉子氏
　　　　（東京恵比寿ロータリークラブ）
　登録：12：30
　講演：13：00～ 14：00
第２部　パネルディスカッション
　　　　14：10～ 15：20
　コーディネーター：佐藤　孝子
第３部　アフタヌーン・ティパーティ
　　　　　　　　　　（交流・交歓）
　　　　15：30～ 16：20

会員増強・退会防止委員会
フォーラムのご案内

会員増強・退会防止委員会
フォーラムのご案内
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フォーラムのご案内

　今年度の大友ガバナーの方針により「会員増
強・退会防止」「クラブ拡大」に「レディース」の
各小委員会が設置され「会員増強退会防止委員
会」をより活性化しようと言う事である。
　この所５～６年当2800地区も会員減少の一途
をたどっているのが現状でした。
　2006年７月には1,969人、2007年１月には1,998
人、2007年４月には2,000人…今年度敢えて揚
げたい“Stop the 退会、Power up the 会員増
強！！”である。
　退会防止は、会員増強の第一歩です。
　102年のロータリー歴史の中で女性の入会を
ＲＩが認めて18年です。まだまだ歴史は勿論、
実績もない。
　４月の地区協議会で会員増強退会防止の委員
の方々と初めて話す機会を得ました。当地区は
55クラブ中、女性会員０の所が28クラブ有りま
した。中でも絶対に女性会員は拒否というクラ
ブもあり、厳しさを感じました。
　しかしこれらは、その地域、そのＲＣで決め
ればよいことと思うのです。
　それもこれもすべてそのＲＣの「特徴」という
事ではないでしょうか？その地域、そのクラブ
で会員増強につながる会員の勧誘を性別にこだ
わらず、ロータリアンとして、相応しい資質の
ある方の増強を目指していく事が、大切と思う
のです。
　実際に女性が加入することでクラブの何処が
変わるのか、会の財政状況を良くする為の手段
として、女性をターゲットにして増強を計る事
は無意味な事と思います。
　女性ならではの職業もある、女性を沢山必要

とする職業もある。ロータリークラブとして、
女性の社会進出を応援し、クラブ会員として加
入する上で「職業奉仕」の場を提供していく事が
大切な事です。
　18年の女性会員の歩みの中で今年が歴史を創
る変革期のような気がします。男性会員とは異
なる個性を持つ女性会員が入会することで、ク
ラブの改革・ロータリーの活性化・奉仕活動の
多様化、というメリットに必ずやつながるもの
と考えます。
　レディース委員会誕生の年度、
　　　　　　　　Power upで頑張りましょう
　皆様のご協力、ご指導をよろしくお願い申し
上げます。

国際ロータリー第 2800 地区
会員増強退会防止委員会　委員長 秋　葉　隆　子

「Stop the 退会、
　　Power up the 会員増強」

会員増強退会防止月間にあたって

（米沢ロータリークラブ）
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　昨年、�006年1�月９日、第一回ガバナー補
佐研修会開催の際、大友恒則ガバナーの指名を
受け、�007－�008年度の第１ブロック担当ガ
バナー補佐を仰せつかりました。
　ガバナー補佐の役割は、「クラブの管理運営
について、ガバナーを援助し、クラブが効果的
に機能するのを支援すること」とあります。も
とより浅学非才、その器でないことは十分承知
のことではありますが、皆様のご協力を得て、
与えられた登板責任回数を全力投球する覚悟で
すのでよろしくお願い致します。
　さて、今年度のＲＩ会長テーマは「ロータリー
は分かちあいの心－ROTARY SHARES」。そ
して大友ガバナーの地区目標は「簡素な組織で
豊かな奉仕」－地域の活力・地域に貢献－とし、
その具体的目標として下記の四つの方策を掲げ
ております。
⑴クラブ基盤の確立（退会防止→会員増強）
⑵クラブ管理運営（運営ルールの遵守→ロータ
　リー綱領・手続要覧、新会員研修の充実）
⑶Ｃ

ク ラ ブ ・ リ ー ダ ー シ ッ プ ・ プ ラ ン

・Ｌ・Ｐの推進（クラブ組織の簡素化→魅
　力あるクラブづくり）
⑷積極的奉仕プロジェクト（Ｒ財団、米山奨学
　会→財団プログラムの積極活用）
　大友ガバナーが出された地区目標と四つの方
策は、「ロータリーは分かちあいの心」すなわち

「ロータリーの心の原点」として捉え、是非とも
奉仕活動の指針とし実践していこう。
そのうえで次の三点を第一ブロックのクラブの
みなさんに提案いたします。
１．Ｃ・Ｌ・Ｐの導入を機にクラブの再点検を
　　お願いします。
２．お互いの友好を深め、クラブ事務局の簡素
　　化と円滑な事務運営を図るため、共用の事

2007～08年度　国際ロータリー第2800地区
第１ブロックガバナー補佐

小　松　靖　和

Ｃ
クラブ・リーダーシップ・プラン

・Ｌ・Ｐの推進で
魅力のあるクラブづくりを！

（酒田ロータリークラブ）

　　務局と事務局員を置く「第一ブロック事務
　　センター」（仮称）の設置を提案します。是
　　非ご検討をお願いします。
３．もっとメーキャップを！　各クラブ間の交
　　流を図ろう！
　いま、ロータリーが会員減少に直面しており
ます。我が�800地区もピーク時��00人の会員
が現在�000人を切っております。「会員増強は
クラブの魅力の結果」とビル・ボイド直前ＲＩ
会長が説かれています。関原直前ガバナーが
言っておられた「ロータリーに入って良かった
と言えるロータリー」の真の良さを再確認する
ために、それぞれのクラブ独自の立場から会員
全員が当事者意識もたれ、クラブ細則や運営を
再点検し、魅力のあるクラブづくりに邁進しよ
う！

2007～08年度　国際ロータリー第2800地区
第２ブロックガバナー補佐

丸　山　隆　志

ガバナー補佐挨拶

（鶴岡ロータリークラブ）

　今年度ＲＩ会長テーマROTARY SHARES 
「ロータリーは分かちあいの心｣をうけ、大友ガ
バナーは｢簡素な組織で豊かな奉仕｣を地区目標
と致しました。
　書家で詩人の相田みつを氏の言葉に｢うばい
合えば足りぬ・わけ合えばあまる｣があります。
ニュアンスは違いますが一年間、分かちあいの
心を大切にしてロータリー活動をして行きたい
と思います。
　｢簡素な組織で豊かな奉仕｣は、第４代経団連
会長・土光敏夫氏の｢個人の生活は質素に社会
は豊かに｣の信条に通じるものを感じます。大
友ガバナーの考えを理解し、地区の方針をクラ
ブに、クラブの情報を地区にと言うように、地
区と各クラブのパイプ役に精一杯務めて行きた
いと思います。
　大友年度は、地区の全ての会合において会議

ガバナー補佐メッセージ
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やセミナーに先立ち｢ロータリーの綱領｣の朗唱
と｢四つのテスト｣の唱和を提唱いたしました。
各クラブの例会に於いても是非参考にして頂き
たいと思います。｢ロータリーの綱領｣を反復す
る事によって、よりロータリーの心が理解され
ると思います。
　第�800地区も今年度からクラブリーダー
シッププラン（ＣＬＰ）が始動する年度でありま
す。クラブ組織のスリム化を図り、身の丈にあっ
たクラブ運営と、より効果的なロータリー活動
の実践がＣＬＰの目的だと思います。
　あれもこれもの奉仕活動ではなく、あれかこ
れかを計画し、単年度活動で実践出来ない奉仕
活動は中・長期的に目的を実行してもらいたい
と思います。
　クラブの管理運営については、基本に立ち返
り、ルールの遵守、手続き要覧を把握して忠実
に遂行する事をお願い致します。
　最後に、第２ブロックのロータリアンは勿
論、全ロータリアン、そして地域の皆様からの
ご指導を賜りますように宜しくお願い申し上げ
ます。

2007～08年度　国際ロータリー第2800地区
第３ブロックガバナー補佐

阿　部　栄一郎

ごあいさつ

（天童西ロータリークラブ）

　昨年1�月９月に第１回目の次期ガバナー補
佐研修会が米沢のガバナーエレクト事務所で行
われました。
　その席上で大友ガバナーエレクトから委嘱状
が交付され、改めてガバナー補佐という立場の
責任を重く感じました。
　その後、ウィルフリッドＪ．ウィルキンソン
ＲＩ会長のテーマ
　「ROTARY SHARES (ロータリーは分ちあい
　の心)」と
大友ガバナーの地区目標
　「簡素な組織で豊かな奉仕－地域の活力・地
　域に貢献－」

が発表になりました。
　さらに、具体的目標と方策として
　　⑴　クラブ基盤の確立
　　⑵　クラブ管理運営
　　⑶　ＣＬＰの推進
　　⑷　積極的奉仕プロジェクト
が示されました。
　これらの目標達成のために、第３ブロックの
皆さんと連携し、また大友ガバナーのパイプ役
として、一年間微力ではありますが、頑張りた
いと思います。
　また大友ガバナーが推進しております、ＣＬ
Ｐについては、今年度第３ブロックでは、�0％
くらいしか取り組むクラブが有りませんが、是
非このＣＬＰの内容を理解して頂き、積極的に
取り組んで頂きたいと思います。
　そして、このＣＬＰの内容の１つである、ク
ラブの長期目標を立て、今後のクラブの有り方
を策定し、より良いロータリークラブにして頂
きたいと思います。
　今年一年間、皆様のクラブに何度かお邪魔し
ますが、ご指導、ご協力を宜しくお願い致します。

2007～08年度　国際ロータリー第2800地区
第３ブロックガバナー補佐

鈴　木　　　勲

初めての訪問

（尾花沢ロータリークラブ）

　７月３日、はじめて村山ロータリークラブを
訪問しました。
　ロータリーに加入して一度もメークをしたこ
とのない私は、不安と緊張感で最高潮に達した
自分を悔やみながら荒木会長さんの開会点鐘を
待ちました。村山クラブは、わが尾花沢クラブ
を�1年前に創立して頂いたスポンサークラブ
であり、殊に緊張感が走った次第でした。
　例会場に入ると、荒木会長さんや幹事の瀧田
さんの案内を受け席につきました。当たりを見
渡し会場に入ってこられる皆さんにご挨拶をさ
せて頂いている内にかつて勤めていた時に大変
ご厄介になり、しかも元気な高梨大先輩とお会
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いし私の心が安堵させられました。元金森ガバ
ナー補佐の席は私の席の近くであり心強い限り
でした。更に、以前より私の家族共々が歯科治
療で厄介になりお付き合いをさせて頂いている
田中前会長さんは、私の隣の席で和やかに会話
をしながらの開会点鐘となりました。国歌斉唱
から始まり、ロータリーソング奉仕の理想の斉
唱、次に４つのテストの朗読へと進められました。
　荒木会長の挨拶があり、クラブと会員祝賀披
露としてクラブ創立記念日（７月１日）の確認と
奥様誕生日そして結婚記念日の紹介がありまし
た。その後それらの祝賀を祝いウーロン茶によ
る乾杯がありさすが先輩クラブの心意気をあり
ありと感心させられました。
　またゆっくりと会場を見渡しますと、本日の
予定「会長・幹事の本年度運営方針」次回予定「各
委員長の新年度運営方針」と大きな達筆な書道
で書かれたバレーインが目に付きました。
　開会前には、食事がセットされ、ロータリー
の友やガバナー月信、各委員会の連絡文書等が
それぞれ配られ、見事に各委員会活動が円滑に
回っていることが分かりました。例会も順調に
進み、情報交換食事会、幹事報告、へと進みま
した。
　次に会長さんから紹介を受け、私は、簡単な
自己紹介と大友ガバナーの経歴や本年度の方
針、更に先に小野川温泉にて開催された大友ガ
バナーを囲む補佐会での話を引き出し、大友さ
んのお人柄や気さくな心の持ち主であるなど勝
手に披露させて頂きました。
　今、ロータリーは、「よろこんで出席したい
例会」「人に進めたいロータリー」更に「和やかで
楽しいクラブ」を如何にして構築してゆくかが
課題である。このことは、大友さんの言う「地
域の活力・地域に貢献」であると信じます。
　すべて、このことが会員増強やクラブの活性
化に直結するのではないか。等と生意気なこと
を申しあげ最初の訪問となりました。尾花沢ク
ラブのスポンサー村山クラブの限りない発展を
願い会場を後にしました。

2007～08年度　国際ロータリー第2800地区
第４ブロックガバナー補佐

古　澤　康太郎

ロータリー精神を
　　　実践していく時

（寒河江ロータリークラブ）

　第四ブロックのガバナー補佐、寒河江ロータ
リークラブの古澤康太郎です。大友ガバナーの
補佐として、皆様とともに「簡素な組織で豊か
な奉仕」の実現に向けて活動してまいりますの
で、よろしくお願いいたします。
　いよいよ大友年度が始まりました、私たち９
名の補佐も先日小野川でガバナーを囲み最後の
ミーテイング行い、共にロータリー活動に積極
的に対応していきましょうと話し合いました。
今日、建設業者や官僚の談合事件、介護保険の
不正受給、牛肉偽装事件等消費者の欺く事案が
多く報道されます。
　今こそロータリーの精神を経営者や管理者に
学び実践していただくことを要望されている時
代ではないでしょうか？
　我が国の景気は好調とのことですが、地方の
町々での消費景気は低迷しており、ロータリー
の会員も減少傾向にあります、ガバナーが特
に強調しています、Ｃ.Ｌ.Ｐの推進は、会員各
位がより主体的にロータリー活動にかかわり、
ロータリーの活動と楽しさを分かち合様にした
いためです。会員がロータリーを楽しむことが、
各ロータリークラブの価値を上げ地域の活性化
につながり、会員の増強につながるとお思いで
す。ロータリーに入会して良かったと思われる
ように奉仕しましょう。
　「最も奉仕するものは最も報いられる」
　皆さんロータリー活動にまい進いたしましょ
う。お手伝いさせていただきます。
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2007～08年度　国際ロータリー第2800地区
第５ブロックガバナー補佐

酒　巻　　　満

共に活動しよう

（山形北ロータリークラブ）

　今年度、大友ガバナーより委嘱を受け�007
～�008年度のガバナー補佐の大役を務めるこ
ととなりました。浅学非才の私ですが一年間よ
ろしくお願い致します。ウィルフリッドＪ.ウィ
ルキンソン今年度ＲＩ会長のテーマは、「ロー
タリーは分かちあいの心」です。自からの時間
や才能、専門知識、資金、思いやり、熱意、比
類なき奉仕への情熱を分かち合う事でしょう。
　ロータリアン一人一人がどれだけの時間とエ
ネルギーをロータリーにむけられることができ
るでしょうか、個人でできること、クラブ全員
でできる奉仕、職場で、又仕事上でできる奉仕、
友達とできる奉仕、数多い奉仕活動の中で、ど
れだけの時間どのようにしてロータリーの活動
に向けることが出来るのでしょうか。自分が多
くの時間をロータリーに向けて行動すればクラ
ブの会員全体がすすんで参加をしてくれます。
進んで参加をする奉仕事業はクラブ会員も献身
的に参加をしてくれます。これが皆さんでほん
とうに、ロータリーを分かち合うことになるの
です。
　又、大友ガバナーは今年の地区目標を「簡素
な組織で豊かな奉仕」と地区に根ざせるテーマ
を考えておられます。有意義な修練の場、信頼
と友情、クラブの会員全員による活動の機会を
多く、また無駄を省き簡素化できるところは簡
素化をし、時代の変化と流れに応じたクラブの
運営ができるような、大友ガバナーの考え方を
各クラブの皆様とお話し合いができればと思い
ます。
　また�001年度より地区に於いてＤＬＰの採
用が始まり今年度は、ＲＩ推奨のＣＬＰにつき
ましては各クラブの皆様にはぜひ参画をお勧め
したいと思います。ＣＬＰ制度は素晴らしい制
度です。皆様のクラブに良き効果をもたらせま
す。ＣＬＰの目的は効果的なクラブの管理と枠

組を提供することによりロータリークラブ強化
が図られるとゆわれております、十分な時間を
かけて出来るだけ早い時期にＣＬＰに基いた各
クラブの新しい組織作りへのご理解をいただき
たいと思います。

2007～08年度　国際ロータリー第2800地区
第５ブロックガバナー補佐

細　谷　伸　夫

クラブあっての
　　　　　ロータリー

（山形西ロータリークラブ）

　この度、大友恒則ガバナーの指名を受け、ガ
バナー補佐を務めることとなりました。ガバ
ナー補佐は大役でありますが、誠意を持って使
命を全うしたいと存じますので、何分の御指導
と御協力をお願い申し上げます。
　ガバナー補佐の主な役目は、クラブと地区の
パイプ役として、地区及びクラブ目標の実現の
ために側面からクラブをご援助申し上げること
であると思います。
　職業奉仕は、相手あるいは他人に対する「思
いやりの心をもつこと」と考えることが出来ま
す。自分の職務を遂行するについて、相手の気
持ちを推し量り事をなし相手をハッピーにする
こと、これが相手を思いやることと思います。
その結果、同時に自分の仕事も繁栄し自分を
ハッピーになれます。自分と相手とで一つの仕
事や行いを通して互いにハッピーになること、
これが幸せを分かち合う心と考えることが出来
ます。
　今年のＲＩの会長強調事項は、いわば人間の
生存に関わる事項と考えます。人間の生存に対
する援助はすなわち、人が人として生きる事へ
の援助と言えます。自分が生きるために必要で
あると思うことを相手も必要であると考えるこ
と、それがその人を思いやることであると思い
ます。
　テーマの実行は思いやりの心の実践であり、
又それを通して思いやりの心を形成していく過
程であると考えることが出来ます。地区テーマ
の実践として、自らのクラブでの、身の丈にあっ
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た、しかし充実した奉仕活動、が求められるの
ではないでしょうか。
　クラブの発展なくしてロータリーは存在致し
ません。「クラブあってのロータリー」を基本に
活動したいと考えております。
　クラブ訪問等を通じ御理解を得たいと思いま
すので、よろしくお願い申し上げます。

2007～08年度　国際ロータリー第2800地区
第６ブロックガバナー補佐

佐　藤　和　男

分かち合いの心

（米沢おしょうしなロータリークラブ）

　�007～�008年度ＲＩ会長 ウィルフリッド
Ｊ.ウィルキンソン氏（カナダ・オンタリオ州トレ
ントン）から発表されたＲＩテーマ「ロータリーは
分かちあいの心　ROTARY　SHARES」を私なり
に考えました。
　ロータリーの親切心と愛を実践し、分かちあ
い、互いに助け合うことと思います。
　ＲＩ会長は６つの実践を申しております。
　１．クラブ奉仕を通じて愛を分かちあい
　１．職業奉仕を通じて愛を分かちあい
　１．社会奉仕を通じて愛を分かちあい
　１．国際奉仕を通じて愛を分かちあい
　１．青少年活動を通じて愛を分かちあい
　１．会員増強を通じて愛を分かちあい
　以上の様なＲＩ会長の信念を基づいて大友恒
則ガバナーは、各クラブの活動が更に有意義な
修練の場の提供、信頼と友情を築く機会の場の
提出がされるように、運営の組織を簡素にし、
会員全員による活動の機会を多くしていきたい

「簡素な組織で豊かな奉仕」とクラブ運営のあり
方を提案されました。
　私たちもこの理念に基づいて、ロータリーを
自由に分かちあい、ロータリーに入って良かっ
たといえるロータリー、新入会員最低１名以上
を目標に向かって仲間を増やす努力をしましょ
う。

2007～08年度　国際ロータリー第2800地区
第６ブロックガバナー補佐

佐　藤　　　信

会員の皆様と
　　　　　ともに勉強

（南陽東ロータリークラブ）

　今年度、ウィルキンソンＲＩ会長のテーマ
は「ロータリーは分かちあいの心」（ROTARY　
SHARES）であります。
　ロータリアンは、広大な範囲の人道的、社会
的問題に挑むプロジェクトを効果的にやりとげ
るために、自らの時間や才能、専門知識及び資
金を分かちあい、恵まれない人々を助け、より
良い世界を築こうということであります。
　また、1�0万人の会員の間に共通の１本の強
力な糸が存在するとすれば、それは「分かち合い」
という名の精神でできた糸ですとウィルキンソ
ン会長がおっしゃっておられます。
　さて、大友ガバナーは地区目標として「簡素な
組織で豊かな奉仕」を掲げておられます。昨年度
よりＣ

ク ラ ブ ・ リ ー ダ ー シ ッ プ ・ プ ラ ン

・Ｌ・Ｐを実行する様、地区より提案さ
れておりましたが、今年度より更に実施に向け
ていただいて、各クラブの組織のスリム化を図
り奉仕プロジェクトを確実に実行していただき
たいとの事です。
　私もまだロータリーにつきましては勉強中で
あります。各クラブの諸先輩の方々のご指導を
頂き、更に会員の皆様とともに勉強しながら一
生懸命勤めていきたいと思います。今年度１年
間宜しくお願い致します。
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　2007年規程審議会は去る４月22日より27日ま
でシカゴ・マリオットダウンタウンホテルを会
場に開催されました。
　今回上程された制定案、決議案は336件であ
りました。
　そのうち採択並びに文言の修正を加え採択さ
れた制定案、決議案は97件、否決された案件は
152件、理事会へ付託された案件は14件、取り
下げられた案件は73件でありました。
　当地区より提出されました２件の案件中、「30
分間、参加型のクラブのウェブサイト活動をす
れば出席と認められるという規定を削除する」
案件は否決されました。
　これに関して日本から提出された「Ｅクラブ
を廃止することを検討するよう、ＲＩ理事会に
要請する件」も圧倒的な反対票で否決されました。
　このことは世界の流れにはフェイス to フェ
イスと言うロータリーの例会のあり様を変える
こともやぶさかではないと言う意思表示が含ま
れているのではなかろうかと感じました。
　もうひとつ、当地区鶴岡クラブより提出され
ました「会長ノミニーと会長エレクトの任期を
明確にする件」は可決されましたので次年度の
活動計画書には当初より会長エレクトの名称を
お使いください。
　他に日本から提出された案件や皆様が興味を
抱くであろう案件に対しての採否を次に記させ
て頂きました。
１．ロータリー年度の各半期毎に、例会の50％   
　　に出席するよう、会員に義務付ける件。
　　　　　　　　　　　　　（これまでは60％）
２．会員は例会の前後14日以内にメークアップ
　　しなければならないという日数を７日以内

国際ロータリー第2800地区
規定審議会代表議員

藤 川　享 胤

　　に改正する件。
３．ポリオの撲滅を国際ロータリーの最優先目
　　標であることを承認し、確認する件。
４．ローターアクターの年齢制限を35歳まで引
　　き上げることを検討するよう、ＲＩ理事会
　　に要請する件。
５．第２モットーのTheyをHe／Sheに改正す
　　ることを検討するようＲＩ理事会に要請す
　　る件。
６．マッチンググランドの最低額を米貨2,500
　　ドルまで引き下げることを検討するよう、
　　管理委員会に要請する件。
７．マッチンググランドを使用して建物の建設
　　を許可することを検討するよう、管理委員
　　会に要請する件。
８．標準ロータリークラブ定款に４大奉仕部門
　　と言う文言を含める件。

総　括
　今回の規定審議会に出席して私が痛切に感じ
たことは規定審議会の中では日本は小国家であ
ると言う現実を見せつけられたことであります。
　契約を最優先にしている社会の中で生活をし
ているロータリアンと法律論で対等に勝負をす
るならば彼らを納得させるだけの理論武装をし
て臨まなければ日本から提出する制定案や決議
案は採択されにくいと言うことを実感いたしま
した。
　感情論で訴えても同時通訳をとおせば、提案
者の思いは他国の代表議員の心には届きにくい
のであります。最もヴィチャイ・ラタクル元会
長のように聴衆を釘付けにするような英語で提
案理由や応援演説ができれば別でしょうが。
　それにもう一つ我々にはロビー外交という大
きなバリアーが立ちふさがっていると言うこと
であります。
　例え日本の代議員が全員賛成や反対をしたと
ころで代議員総数の１割にも満たないのです。
例え韓国・台湾の東アジアの諸国の応援をいた
だいても１割５分がやっとであります。

2007規定審議会報告

採決

否決

採決

否決

採決

採決

採決

採決

（鶴岡ロータリークラブ）
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　アメリカやヨーロッパの代議員を事前にどれ
だけ説得させられるかが今後の規定審議会にお
いて私どもに課せられるキーワードになろうと
思います。
　国際ロータリーやロータリー財団に対する貢
献度は規定審議会の票数には直接には結びつか
ないと言うことを真摯に自覚しなければならな

いと感じました。その点に関しては国際連合の
常任理事国になれないわが国の立場と相通ずる
点ではなかろうかと思います。
　このようなことから私は今回の規定審議会に
対し、各地区の代表議員の皆様と厳しい総括と
適切なる評価を３年後の規定審議会の代表議員
に申し送りたいと思っております。

【ロ一タリー文庫】　〒105-0011　東京都港区芝公園2-6-15  黒龍芝公園ビル3Ｆ
　　　　　　　　　TEL（03）3433－6456　 FAX（03）3459－7506　http://www.rotary-bunko.gr.jp
　　　　　　　　　開館／午前10時～午後5時　休館／土・日・祝祭日

通 信
文 庫

No.238

「ロータリー文庫」は、日本ロータリー50周年記念事業の一つとして1970年に創立され
た皆様の資料室です。
　ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、１万９千余点を収集・整備し皆様のご
利用に備えております。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご
紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承ります。クラブ事務所にはロータリー文庫
の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。以下資料のご紹介を致します。

◎「戦前の日本ロータリー」　　　　　　　直木太一郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西ロータリー研究会　1972　25P
◎「温故知新－ロータリーの今昔」　　　　遠藤　健三　　　　D.263　1987　7P
◎「佐々木孝三郎遺稿集（別刷）」　　　　　佐々木統一郎　　　1972　27P
◎「常に心に四つのテストを」　　　　　　富久　力松　他　　大阪R.C.　【1983】　35P
◎「職業奉仕の研究」　　　　　　　　　　前原　勝樹　　　　【1980】　18P
◎「職業奉仕の勘どころ」　　　　　　　　秦　孝治郎　　　　D.366　　1971　93P
◎「網領の中の「奉仕」についての研究」　　山下　静雄　　　　1979　3P
◎「火種はみんな持っている（抄）」　　　　松本兼二郎　　　　八幡西R.C.　　1969　31P

［上記申込先：ロータリー文庫（コピー／PDF）］

先 輩 の ロ ー タ リ ー 観
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ロータリー 広報・情報委員会

　前回に引き続き、４月14日に開催された第
2800地区協議会において、石黒ＰＧよりお話を
頂いた「道徳律」（倫理訓）を紹介します。
　この「道徳律」は1915年に採択されたが、1928
年に「綱領」を重視すべしとして、ＲＩ細則から
削除されたものである。
　かつて、読売新聞に相撲評論を書いていた彦
山光三氏は、横綱の資格・器量について、気・
体・力・技・識・度・品の７要素を一丸として
兼備していること、としていた。即ち、「気魄、
体格、力量、伎倆、識見、度量、品位」において、
群を抜いていなければならない」（横綱伝）とし、
そして横綱を許されると、一途に立派に勝つこ
とだけを念願する。それも潔く、美しく、堂々
と……。
　さて、以下紹介する道徳律（倫理訓）は、職業
観として、横綱の資格に倫理学的に美学的に相
通ずるものがあると思われる。

第１条　自分の「職業」は価値あるものであり、
　社会にサービスする絶好の機会を与えられた
　ものと考えること。
第２条　自己改善を図り、実力を培い、サービ
　スを広げること。それによって「最もよくサー
　ビスする者、最も多く報いられる」というロー
　タリーの基本原則を実証すること。
第３条　自分は企業経営者であるが故、成功し
　たいという「大志」を抱いていることを自覚す
　ること。しかし、自分は道徳を重んじる人間
　であり、最高の正義と道徳に基づかない成功
　は、まったく望まないことを自覚すること。
第４条　自分の商品、自分のサービス、自分の
　アイディアにより収入を得ることは、「合法
　的かつ道徳的」であると考えること。ただし
　関係者もまた利益を受ける場合に限られること。
第５条　自分の従事している職業の「倫理基準」
　を高めるために最善を尽すこと。そして、自

　分の仕事のやり方が、賢明であり、利益をも
　たらすものであり、自分の実例に倣うことが
　幸福をもたらすことを、他の同業者に悟らせ
　ること。
第６条　自分の同業者よりも同等またはそれを
　越える完全な「サービス」をすることを心がけ
　て、事業を行うこと。もし（やり方に）疑問が
　ある場合は、負担や義務の厳密な範囲を越え
　て、サービスを付け加えること。
第７条　専門職種または企業経営者の最も大き
　い財産の一つは、「友人」であり、友情を通じ
　て得られたものこそ、卓越した倫理にかなっ
　た正当なものであることを理解すること。
第８条　真の「友人」はお互いに何も要求するも
　のではない。利益のために友人関係の信頼を
　濫用することは、ロータリーの精神に相容れ
　ず、道徳律に反するものであると考えること。
第９条　社会秩序の上で、他の人たちが絶対に
　否定するような機会を「不正」に利用すること
　によって、非合法的または非道徳的な個人的
　成功を確保することを考えてはならない。物
　質的成功を達成するために、他の人たちが道
　徳的に疑わしいという理由から採らないよう
　な、有利な機会を利用しないこと。
第10条　私は人間社会の他の人以上に、同僚で
　あるロータリアンに義務を負うべきではない。
　ロータリーの神髄は競争ではなくて協力にあ
　るからである。ロータリーのような機関は、
　決して狭い視野を持ってはならず、人権はロー
　タリークラブのみに限定されるものではなく、
　人類そのものとして深く広く存在するもので
　あることを、ロータリアンは断言する。さら
　に、ロータリーは、これらの「高い目標」に向
　かって、すべての人やすべての組織を教育す
　るために、存在するものである。
第11条　最後に、『すべて人にせられんと思う
　ことは、他の人にもその通りにせよ』という
　黄金律の普遍性を信じ、我々は、すべての人

職業人のためのロータリー道徳律について

倫理基準

大委員長 鈴木　政昭
（米沢ロータリークラブ）
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事務局担当者研修会
　去る６月９日㈯、第2800地区ロータリークラ
ブ事務局担当者研修会が、上杉の城下町・米沢
で開催されました。
　研修会に先立ち、県内各地よりご参集いただ
いた事務局担当者の皆様を米沢の名所・旧蹟に
ご案内し、エリア視察をしていただきました。
　午後５時30分より、伝国の杜会議室において、
今井健次次期地区副幹事の司会で、佐藤斌次期
地区幹事の開会のあいさつ、大友恒則ガバナー
エレクトのあいさつがあり、ついで次期ガバ
ナー事務局スタッフ、出席者の紹介があり、研
修に入りました。

　にこの地球上の天然資源が機会均等に分け与
　えられた時に、社会が最もよく保たれること
を主張するものである。
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－
　職業生活を通じて、人間としての理念と業績

▲講演する石黒ＰＧ

※倫理基準の本文中の（　）内の文章、及び「　」
　は、筆者が付け加えた。

▲歴代パストガバナー

　Ⓐ一般事務について　Ⓑ送金カレンダーにつ
いて　Ⓒクラブ会報と月信について　Ⓓロータ
リーの友について　Ⓔ質疑応答及び意見交換を
行いました。
　次に大友ガバナーエレクトより、関原年度地
区事務局担当者に記念品が贈呈され、研修会が
終了しました。
　次に、会場を隣接の上杉記念館（上杉伯爵邸）
に移し、美しい日本庭園を眺めながら、米沢名
物・米沢牛のすき焼きと、美酒に酔いしれ、時
の経つのも忘れ、楽しく歓談し、事務局担当者
の今後の活躍を期待して終了いたしました。

の水準を日々の努
力により高めてい
きたいものです。
どうぞ、職場で、
家庭で一緒に考え
て、行動してみま
しょう。



Rotary International District 2800

1� GOVERNOR'S  Monthly Letter

ガバナー公式訪問記　7月4日～11日

　2007年７月１日㈰、緊張の日です。幸いにこ
の日は日曜日です。年度スタート一日目をゆっ
くり過ごせると多少気分も落ち着く日となりま

更に20周年を
迎えられたク
ラブ等それぞ
れに歴史を積
み重ねられて
おられます事
に喜びを感じ

ガバナー 大友　恒則

した。
　４日
朝６時
に米沢
を出発、
酒田ク
ラブに

向かい、公式訪問の日々が開始されました。第
2800地区関原直前ガバナーの出身クラブ、敬意
を表し、１年間のガバナーとしての責務を遂行
された関原さんへの感謝とガバナーを支えられ
た高橋幹事、小松資金委員長を始めクラブ会長、
会員の皆様への御礼と慰労の意味をこめ訪問さ
せて頂きました。４日の酒田クラブを始め、５
日酒田東、６日酒田中央、９日山形西、10日遊佐、
11日平田みすみクラブと第一ブロックを中心に
６つのクラ
ブを訪問さ
せて頂きま
した。５日
には第一ブ
ロック８ク
ラブの会長、
幹事の皆様合同の歓迎を受けました。クラブに
取って年度初め、会長方針の発表等極めて重要
な日であった事を考えず私の日程を優先させ温
かく歓迎いただきました事にこの紙面をお借り
して厚く御礼を申し上げたいと思います。

ます。また90名を越す会員のクラブ、６名の会
員のクラブと会員数に於いても大きな差があり
ます。いずれのクラブの皆様も前向きに考えら
れ、各々がロータリアンとして実に営々とふま
えられておられる姿に敬服致し頼もしさを感じ
ました。
　各クラブ会長さんを中心として会員増強を図
りクラブ運営の基盤の確立を第一の目標とする、

ただし増強
に際し、職
業分類を吟
味し一業種
一名の基本
は堅持した
いとする考

えをもっておられること安堵致しました。
　会長さんの明確な運営方針の元で常任委員長
さん、小委員長さんそれぞれが的確な具体的活
動計画を立案されておられます。ＣＬＰ導入に
よります組織、委員会名称の変更に多少の違い
も感じますがＣＬＰの導入に当っては充分な時
間と検討をされ、自分のクラブに合ったスタイ
ルで考えられてもと考えます。
　第一回報告の最後となりましたが、色々の御
配慮賜りました、第一ブロック担当の小松ＡＧ、
第五ブロック担当の細谷ＡＧ御礼を申し上げま

　さて各ク
ラブには50
周年を迎え
られたクラ
ブ、近年の
間に迎えら
れるクラブ、

（2007.7.4　酒田ロータリークラブ）

（2007.7.5　酒田東ロータリークラブ）

（2007.7.6　酒田中央ロータリークラブ）

（2007.7.9　山形西ロータリークラブ）

（2007.7.10　遊佐ロータリークラブ）

（2007.7.11　平田みすみロータリークラブ）

す。また今
後ともよろ
しくお願い
申し上げ第
一回目の報
告とさせて
頂きます。
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　酒田ロータリークラブは、昭和34年に創立され、
現会員は43名で、その内７名が転勤者であります。
それが我がクラブの特色であります。他地区で広い
範囲・視野で経験した事を意見交流を計りレベル
アップにつなげることが退会防止継続会員につなが
ると思います。
　尚、2008～2009年には最大なる節目となる50周年
事業があります。
　その基盤作りをするべき実行委員会を立ち上げ、
万全なる準備で最大なる効果を出すべき頑張ってい
きます。

★酒田 RC
クラブの特色

★酒田中央 RC
『酒田囃子で社会奉仕』

　私達酒田スワンロータリークラブは、会員16名。
そのうち女性が５名。男性が11名のアットホームな
クラブです。前年度の会長役員はじめ一体となり、
会員増強に努力され現在では７名の会員が増えたこ
とを誇りに思います。それに、地域の奉仕活動をは
じめ親睦と友情を深め、社会へと貢献を目指し心掛
けていきたいと思います。
　ＣＬＰの活動がスタートしました。
　６段階に分けると、
　１．クラブ管理運営　　２．クラブ広報・情報
　３．奉仕プロジェクト　４．職業奉仕プロジェクト
　５．会員増強退会防止
　６．ロータリー財団、米山奨学会
　今年度から新しいクラブとしてレディース委員会
が発足したことをきっかけに各クラブの委員増強に
努めて行かれる事をお願いしたいと思います。

★酒田スワン RC
地域社会への貢献

第2800地区　ロータリーダイジェスト

　当クラブでは、社会奉仕活動の一環として、毎年
老人ホームで「手打ちそばを食べる会」を行ってい
ます。入居者、職員、会員と共に額に汗し、参加者
全員が力と愛情を込めてそば粉をこね、棒で平らに
のし、均等にはほど遠いけど、裁断し終えた時の参
加した皆さんの笑顔はとっても嬉しく感じています。
その後の試食会でも「大変おいしい」と評価して頂き、
私達も楽しく貴重な体験と有意義な時間を共有でき、
又毎年継続していきたいと考えております。

★酒田東 RC
老人ホームで手打ちそば

　酒田中央ロータリークラブでは、10数年前より社
会奉仕活動の一環として５月20日の酒田祭りに酒田
囃子の演奏で参加して参りました。
　老人ホームや社会福祉施設等への慰問、会員企業
やご依頼のあった所へ出向いて酒田囃子の演奏を披
露しおります、街なかに出て祭りを見る事が出来な
い方も、祭り気分が味わえると大変喜ばれておりま
す。回を重ねる毎に演奏レベルも上がり、市内巡回
では酒田祭りの盛り上げにひと役かっております。
今後も会の続く限り活動して参ります。

　平成４年５月27日㈬にＲＩより認証を受けクラブ
が誕生して17年目。酒田では１番新しいクラブです。
設立当時より、２名の女性会員が居り、26名いた会
員も現在15名に減りましたが、今現在も２名の女性
会員が活躍しています。
　継続は力なりと、社会奉仕では長年続けている事
業がたくさんあります。地域と共にこれからもクラ
ブの成長が出来れば幸いです。又、アットホーム的
なクラブで出席率も常に90％を超えており、今後も
続けて行きたいと思います。

★酒田湊 RC
『ＴＨＥ　ＭＩＮＡＴＯ』

編 集 後 記

　ガバナー月信の発行も今回で２回目となり
ました。編集委員もだいぶ慣れてきたせいか、
編集会議では冗談あり、笑いありと多少の余
裕が出てまいりました。　
　しかし、月信は何と言っても「会員に読ん
でもらってなんぼ」の世界、本当にお役に立っ
ているのか、という厳しい視点が編集委員に
は必要です。作り手側の一方的な発信ではな
く、読者との双方向の媒体として皆さまに愛
される月信としたいと願っています。

ガバナー月信委員 成澤　礼夫
（米沢上杉ロータリークラブ）




