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C o n t e n t s

ガバナーメッセージ

　公式訪問も27クラブを終了し、各セミナーの
内職業奉仕セミナーが8月25日に第3回が終了し
会員集会方式によるものは終わった。和田委員
長、豊田パストガバナー、そして基調講演をお
願いしました安孫子パストガバナー、2回に渡っ
て講師を務めて頂きました米沢中央ロータリー
クラブ上杉勝己氏、パネラーとしてご意見を頂
きました関原直前ガバナー、米沢ロータリーク
ラブ和田實氏等各氏を始めとして開催に助力を
賜りました網代欽二（南陽ロータリークラブ）小
委員長、委員の皆様に心から御礼申し上げます。
　本セミナーの開催にはその回数、時期等に意
見を頂きましたが、入会5年未満の会員かつ50
歳未満の会員と限定してロータリーの根幹であ

る職業奉仕の意味の理解を知り深める事、更に
実業人、専門職員として経験の浅い会員に対し
その職の有り様と方向性の参考に資するためを
目的として、しつこく開催を重ねました。100
年の歴史の中でロータリーが考える職業奉仕観
にあやまりのなかった事は多くの過去において
も現在においても先輩諸兄の実態を見れば説明
されましょう。そして今最も勉強し懸命にその
事業活動打ち込んでいる青年実業人、専門職人
の人々が真に仕事の中から幸福感を感じ取れる
為に考える項目の一つとしてロータリーの提唱
する職業に対する考え方を学ぶ機会としてセミ
ナーを目指した積りです。最後に会員諸兄の職
業観を文集として冊子を作成し参考にしたいと
思います。
　昨今の世相を思う時無限の世界ではあるが一
度しっかりロータリーを学ぶ事は、個々人の
人生に於いて決して無駄な事ではないと思いま
す。遠くポール・ハリスの時代から現代まで社
会は進歩したのでしょうか、来る秋を迎えて
ゆっくり思索するときを持ちたいものです。
　ロータリーの綱領に示された内容は決して達
成感を得られるものではありません。神世の世
界であります。それ故に長い時間を経てもなお
目的であり続けるでしょう。私達はそうありた
い、そうあろうと努力する過程に幸せを感じ、
そう考える仲間の多くいる事に嬉を感じるのだ
と思います。
　皆さんロータリーを学びましょう。

国際ロータリー第2800地区
2007－2008年度ガバナー

大 友　恒 則

Governor's Message
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職業奉仕月間に思う

職業奉仕委員会
大委員長

和 田　　廣
（南陽東ロータリークラブ）

　ロータリーの根幹であるとか、金看板といわれ
る職業奉仕ですが、難しいとか、わかりにくいと
いう声をよく聞きます。それでも私たち日本人に
とって職業奉仕は非常に重要な部分であると認識
されているからこそ、金看板なんだと思います。
2800地区ではＣＬＰの導入という中で職業奉仕を
大事に考えていただき、５委員会にプラスしてい
ただき職業奉仕委員会が入ったとお聞きしており
ます。そんなことをお聞きすると、RIは職業奉仕
をまったく軽視した考えがあるのだろうと思えて
なりません。RIの役員の立場の人達から見れば職
業奉仕などよりもロータリー財団が重要で世界の
恵まれない人々に対する援助プログラムが優先さ
れているのだろうと思いますが、これも私たち恵
まれた日本人から見ても大変重要で力を入れなけ
ればならないことであるという認識はしておりま
すが、日本のロータリーの中では決して職業奉仕
なくしてロータリーは語れないと思っています。
又、それを無くしてはロータリークラブそのもの
の存在まで大きな影響を与えてしまうのではない
でしょうか。
　今、日本の社会を考えるとき、親が子を殺し子
が親を殺すというような悲惨なことが頻繁に起き
ていることや、権利や自由などを求めるだけで義
務や責任そして協調といった考えが希薄になって
いる社会の中で、どうしたら少しでも良い社会を
つくることが出来るのかと考えるとき、教育とい
うものの重要性を感じずにはおられません。教育
を語り合うとき、最終的にはいつも家庭教育が一
番大事だという結論に達するわけですが、残念な
ことにその家庭教育をするべき親に一番の問題が

あるというのも由々しきことです。そこでロータ
リーの職業奉仕の考え方の中に、教育（社員教育）
という要素をもっともっと入れていくべきではな
いかと思います。家庭教育が崩壊している今、私
たちに出来る事は職場において教育するというこ
とではないでしょうか。社員一人ひとりが倫理（モ
ラル）を守り人格を形成していくことで会社の発
展にもつながり、家庭に帰ったとき父親として母
親として子供に正しい考えを植え付けることで良
い子供が育つのではないでしょうか。更にそこで
学んだ正しい考え方を持って、地域のリーダーと
して活躍してもらう事も大事なことであると考え
ます。
　ロータリーの職業奉仕はわかりづらいとよく言
われます。しかし、それは奥が深いということを
意味しているのではないでしょうか。奥が深いか
ら早く職業奉仕を学んでほしい。一人でも多くの
ロータリアンが職業奉仕に興味を持っていただ
き、職業奉仕を勉強してみようという人が沢山出
てくるような手立てをしなければならないと思い
ます。それには、2800地区の中で職業奉仕につ
いて学ぶ機会を、入会したときからつくってあげ
なければならないと思います。ある程度の知識が
あって初めて興味もわいてくるもので、年月を重
ねるごとに少しずつ積み重ねながら職業奉仕に深
くかかわっていくのではないでしょうか。その結
果として人格を形成し、倫理ある行動の中に信頼
が生まれ、会社の発展や良い子供たちの育成、良
い社会造りに貢献できるものと思います。

職業奉仕月間に思う
M o n t h l y  T h e me

※関連記事13ページ上段
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　米山奨学事業の目的は、世界の国々と信頼関
係を築き平和の架け橋となる人財を育成するこ
とにあります。そのためロータリアンから寄付
金を集め、それを財源としてこれまで106ヶ国、
１万３千名を超える外国人留学生に奨学金を支
給してきました。
　また本事業は私たち日本のロータリアンが世
界に誇る「多地区合同奉仕活動」であり、日本の
全クラブ全ロータリアンが参加しています。そ
のため2800地区においても毎年最重要事業の一
つとして位置づけ、先輩諸兄が熱心に活動を続
けてこられました。

　奉仕の対象である米山奨学生が身近にいるた
め、私たちは奨学生のスピーチを聞いたり挨拶
をしたり、また意見交換をしたりすることがで
きます。また、寄付をしたりお世話をしたりす
ることで米山奨学生の笑顔や感謝の言葉に接す
ることができます。だから米山奨学事業は「何
のためにロータリークラブが存在し、誰のため
に奉仕をするのか？」というロータリーの存在
意義を一人ひとりのロータリアンが身近に実感
できる有意義な事業ではないでしょうか？

　ある米山奨学生はロータリアンの前でこうス
ピーチしました。「私は日本で学んで母国の医
療水準を高めたい、故郷の可哀想な患者を助け

たい」と。こうした熱い言葉に出会うことはロー
タリアンにとって貴重な体験です。
　数年前、上海の日本総領事館にデモ隊が押し
寄せ、ガラス窓などが壊された事件がありま
した。そのため当時一部のロータリアンの間で
は米山奨学事業に対する疑問の声・反対の声が
上がっていました。そのような中で、ひとりの
中国人の女子学生が地区セミナーの大勢のロー
タリアンの前で堂々と自分の意見を発表しまし
た。出席者はその勇気に感動し、彼女に大きな
拍手を送りました。

　2006年７月から2007年６月までの１年間の2800
地区全体の寄付金額は、普通寄付967万１千円、
特別寄付753万１千円、合計1,720万２千円でし
た。一人平均寄付額は8,661円で、これは全国
34地区の中の第29位の金額です。全国平均の
一人当たり寄付額14,620円に対し、あと約6,000
円足りません。今年度の地区目標は一人平均
15,000円／年であり、「全国平均を上回ろう」と
いう大友ガバナーの強い意思の表れです。

　最後に、私たち米山奨学委員会は、米山奨学
事業が地区ロータリアンの誇りとなり喜びとな
るよう願って活動してまいりますので、一層の
ご支援をお願い申し上げます。

地区米山奨学委員会
大委員長

鈴 木　隆 一
（山形西ロータリークラブ）

米山奨学事業の存在意義

ロータリアン一人ひとりにとってのメリット

奨学生の言葉

2800地区の寄付金の状況と課題

ロータリアンの誇りと喜びのために

米山月間にあたって
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　去る８月25日㈯午後、山形オーヌマホテルで
開催した地区米山奨学セミナーには大友恒則ガ
バナーをはじめ野々村政昭ＰＧ米山カウンセ
ラー、武田和夫Ｇエレクト、各Ｇ補佐・地区役
員20名、各クラブ会長幹事担当委員長75名、米
山奨学生８名、世話クラブカウンセラー７名、
そして講師の㈶米山記念奨学会　宮崎幸雄専務
理事の合計111名にご出席いただき、お蔭様で
たいへん有意義な勉強会になりました。皆さま
に厚く御礼申し上げます。
　宮崎幸雄氏は「米山記念奨学会の現状と課題
－アジアとの接点で考える－」と題して講演。
米山奨学事業がアジアと日本の架け橋となる人
財を育成することで国際平和に貢献できると強
調されました。また、日韓のロータリアンが過
去のわだかまりを捨てて国際会議を継続開催し
てきた事例を紹介、ロータリーだからこそ互い

に心を開いて違いを認め、多様な文化を尊重し
て共通点を見つけることができる、ロータリー
は「話し合って前進しよう」と述べられました。
各米山奨学生の５分間スピーチでは、ロータリ
ークラブへの感謝の言葉やロータリーの奉仕の
精神に感動し自分も人のお役に立つ人間になり
たい等の言葉があり、皆さん熱心に聴き入って
いました。
　米山奨学事業とは、私たちと奨学生が未来へ
の希望を分かち合う活動です。そのことを本セ
ミナーにより大勢の方々が理解し共感すること
ができたものと信じます。

地区米山奨学委員会　大委員長 鈴 木　隆 一
（山形西ロータリークラブ）

Seminar Report
米山奨学セミナー報告

米山奨学金
カウンセラーに聞く
井 上　　博さん（米沢上杉ロータリークラブ）

ー井上会員が所属する米沢上杉RCは、何年も継続して米

　山奨学生のカウンセラーとなっていますね。

井上さん：現在、当クラブには２名のカウンセラーがい

ます（１名は９月まで）。奨学生はマレーシアと中国から

山形大学工学部に勉強されている２名の女子学生です。

米沢市内では他の３クラブにそれぞれ１名～２名のカウ

ンセラーがいます。当クラブでは米沢奨学生のカウンセ

ラーになることは伝統となっています。

ーカウンセラーとして、奨学生とは日頃どのような触れ

　あいをされていますか。

井上さん：毎月の例会に連れてくるほか、時々、携帯電

話で連絡を取っては健康状態や困ったことがないかを聞

いています。また、私の家族ともども自宅や外に出かけて、

食事を一緒にしながらできるだけ触れあいの時間を取る

ように心掛けています。先日も同じ国の出身者の友だち

を連れて、我が家を尋ねてくれました。米沢は雪も多く

て生活には大変ですが、米沢の自然や人情の良さに触れ

てほしい、感じてほしいと願っています。

ー奨学生にとり、カウンセラーの精神的なサポートを受け

　られるというのはメリットが大きいですね。

井上さん：母国から遠く離れた異郷の地で勉強するとい

うのは、精神的にも大変でしょう。ホームシックになら

ないように、家庭の暖かさを味わえるように月に一度は、

じっくりと話を聞ければと思います。奨学生は経済的に

余裕が出たことだけでなく、日本の家庭と直接に結びつ

きができたということがとても良かったと話しておりま

した。心が通うカウンセラーになりたいと思っています。

ー宗教や生活習慣が違うことで、カウンセラーとしても

　困ったことはありませんか。

井上さん：特に困ったという程ではありませんが、イス

ラム圏の方は、宗教的な理由から肉を食べません。米沢

は米沢牛という美味しいお肉の産地ですが、それを食べ

させてあげられないということは残念です。

ー逆にカウンセラーをやってみて良い事は。

井上さん　やはり、聞くとやってみるでは大違いのよう

に、カウンセラーになったことで多くを学ぶことができ

ます。米沢にある山形大学工学部にもアジアから多くの

留学生が来ていますが、日本の学生と比べて彼らはとて

も熱心に勉強に励んでいます。前向きで、一生懸命、日

本はいま学力低下が問題となっていますが、彼らに見習っ

てほしいものです。

米山奨学金
カウンセラーに聞く
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ロータリー財団セミナーより

　お盆明けの８月18日、第３・４ブロックの、
ロータリー財団セミナーが天童市のパルテに於
いて開催されました。55名の参加を頂き、熱い
セミナーとなりました。
　大友ガバナー・第１ゾーン大口寄付アドバイ
ザー、高橋パストガバナー・地区ロータリー財
団カウンセラー、野川パストガバナー・第４ブ
ロック、古澤ガバナー補佐を迎え、今年度のロー
タリー財団の活動計画に対する協力依頼が各委
員会から説明がありました。
　具体的な取り組み方として
　⑴地区の目標20万ドル、
　　１人当たり　120ドル・０クラブなし
　⑵ロータリーカードを各クラブから３名以上
　⑶Ｒ財団奨学金派遣学生の広報と推薦
　⑷ＧＳＥは受入れ、派遣はなく、次年度に対
　　する準備
　◎財団奨学生（2007～2008年）韓国留学予定
　　………………………………蔵俣沙緒理さん
　◎ＧＳＥインド派遣メンバー…加島　　浩さん

ロータリー財団委員会
大委員長

佐 藤　豊 彦
（天童ロータリークラブ）

第３・４ブロック

　９月１日は第５ブロックの、ロータリー財団
セミナーが山形ビッグウイングで開催されまし
た。51名の参加をえて、第１ゾーン大口寄付ア
ドバイザー、高橋パストガバナー、第５ブロッ
ク・酒巻ガバナー補佐、細谷ガバナー補佐を迎
えてのセミナーもロータリー財団に対する理解
と期待に応えていただけるセミナーになったと
思います。
　具体的な取り組み方と財団での実績でありま
す。
　◎財団奨学生ＯＢ……………澤渡　　章さん
　◎GSEインド派遣メンバー…長谷川　元さん
　貴重な体験談をお話頂きました。
 ●質疑応答
　△第2800地区のＤＤＦの使い道はどうなって
　　 いるのか？
　◎2006～07年度は野川年度の年次寄付215,725
　　ドルの50％が使用できます。
　　107,862ドルの80％が教育的プログラムに
　　使用（５名の奨学生）、20％が人道的プログ
　　ラムに使用（地区補助金）
　　前年度のＤＤＦを地区で有効に活用してお
　　ります。
　◎次回のロータリー財団セミナーを下記の通
　　りに行います。
　　９月８日㈯　ＰＭ1:00～　第６ブロック
　　アクティー米沢

第５ブロック
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　平成19年９月８日㈯、アクティー米沢において、
奨学生内定者のオリエンテーションが開催されま
した。諏訪慶蔵地区副幹事（ロータリー財団担当）
の司会で、大沼俊夫ロータリー財団奨学金学友小
委員会委員の開会の挨拶につづき、地区役員の紹
介・奨学生内定者及び顧問ロータリアンの自己紹
介がありました。
　奨学生内定者は下記の表の通りであります。

　佐藤豊彦ロータリー財団委員会委員長の「ロー
タリーの国際親善奨学生の主要な目的は、奨学生
がロータリーの国際親善大使として、世界各国の
人々と友好関係の増進に寄与することであり、単
に勉学あるいは研修のみを目的とした海外留学の
ための奨学金ではない」と挨拶がありました。吉田
眞一郎ロータリー財団奨学金学友小委員会委員長
により奨学金内定者へのオリエンテーションに入
り、奨学生の義務規定、奨学制度の目的、国際親
善使節の任務と責務、学友会組織への加入、など
詳細に説明がありました。その後、阿部恭子学友
会会員（オーストラリア留学）から貴重な体験に基
づくアドバイスがあり、多くの質疑応答で有意義
なオリエンテーショ
ンでありました。最
後に大沼俊夫委員の
閉会の挨拶でオリエ
ンテーションは終了
いたしました。

2007～2008年度 ロータリー財団国際親善奨学生オリエンテーション開催

奨学生内定者
氏　　名 推薦クラブ 留学予定先 顧問ロータリアン

本村　沙羅 鶴　岡 イギリス 丸山　隆志

村山　　晶 鶴岡西 イギリス 石黒　廣一

青木　紀子 山形北 ド イ ツ 中村昴三郎

第６ブロック

　９月８日（アクティー米沢）で４回目の開催と
なりました。大友ガバナー、第１ゾーン大口寄
付アドバイザーの高橋パストガバナー、佐藤和
男ガバナー補佐、佐藤信ガバナー補佐を迎えて
協議に入り、
　①「大口寄付への依頼」　高橋パストガバナー
　②「ロータリー財団の今年度活動方針」　
　　　　　　　佐藤豊彦Ｒ財団委員会大委員長
　③「今年度の具体的施策について」　
　　　　  菅 滋徳Ｒ財団支援小委員会小委員長
　④「ロータリー財団の具体的活動について」
　　イ吉田眞一郎Ｒ財団奨学金学友小委員会
　　　小委員長
　　ロ嶺岸禮三研究グループ交換（ＧＳＥ）小委員会
　　　小委員長
　の各長より、ご説明を頂きました。又、財団

奨学生（オーストラリア派遣）阿部恭子さん、Ｇ
ＳＥ派遣メンバーＯＢ（インド派遣）三井光さん
からは素晴らしい体験談をお聞きし、大変感動
致しました。
　今年度のセミナーには、４会場で約200名の会
員の出席があり、いずれも熱気あふれる雰囲気の
中、充実した内容となりましたことは、大委員
長・小委員長を始め、会員一人一人の協力の賜物
であったと感謝し御礼を申し上げます。今後とも、
皆様の更なるご理解のもとに、財団の意義ある活
動が円滑に行われますことを切望致します。

諏訪慶蔵（米沢中央ロータリークラブ ロータリー財団担当）

前山亮一
（米沢中央ロータリークラブ 月信編集長）
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「インターアクト地区外研修（金沢）」報告

インターアクト小委員会
委員長

佐 藤　清 一
（米沢上杉ロータリークラブ）

　今年度の地区外研修は８月19～21日の日程で
第2610地区（石川・富山）のインターアクト年次
大会に参加を主な研修内容として行ってきまし
た。
　庄内からと内陸からの参加者は新潟の胎内道
の駅で合流、一台のバスで途中中越沖地震の傷
あとが残る多くの屋根にブルーシートがかけて
ある光景を目にしたり、高速道路も波が打って
バスが揺れるなどを体験しながら金沢に到着、
さっそく金沢の伝統文化に触れようと金箔工芸
の箔写し体験をしました。
　翌日、インターアクト代表９名、顧問教師７名、

ロータリアン代表３名は大会会場の私立金沢高
等学校体育館に臨みました。年次大会は10時～
15時の一日で終わるスタイルで、式典後はホス
ト校金沢高校の箏曲部、バトントワリング部、
吹奏楽部の披露、同学校の紹介、同インターア
クトの海外研修（１年おき）の紹介などホスト校
の発表が主でした。参加者は石川県13校、富山
県５校の加盟校からの各２、３名～10数名、計
100名ほどにスポンサークラブのロータリアン。
　発表には暑い中にもかかわらず一生懸命がん
ばっている気持ちが伝わり良かったと思います
が、それを見ている参加者は受身の形でしたの
で何か工夫があればと思いました。
　三日目は、妙立寺（忍者寺）、兼六園を見学し
て帰路につきました。
　金沢加賀100万石の歴史と文化に触れた研修、
受け入れていただいた金沢の皆さんありがとう
ございました。遠路参加された皆さん大変ご苦
労さまでした。

Inter Act
in Kanazawa
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インターアクト研修に参加して

九里学園高等学校
2年

横 山　弥 生

　今回初めて国際ロータリー第2800地区外研修
に参加させていただきました。今回は、石川県
金沢市を会場として8月19日から21日の3日間お
こなわれました。金沢に着き、まず箔功館で箔
写しの体験をさせていただきました。金箔は、
硬貨三分の一の金を畳、一畳の大きさまで機械
を使って延ばすことを知りました。昔は、この
作業を手作業でやっていたそうですが、機械作
業に変わっていったそうです。金箔は、一万石
の一ミリととても薄く息をするだけでも飛んで
しまうため、体験場所では、みんな息をのむ光
景がうかがわれました。この金沢の伝統と文化
をいかし、すばらしい箔の技と美しさを感じる
ことができました。
　次の日の年次大会では、金沢高校を会場とし、
金沢ならではの日本の美の文化でもある箏曲同
好会による演奏をお聞きすることができまし
た。箏の音色はとても美しく私たちの心に響く
ものでした。箏の音色は聞いているだけでとて
も心が穏やかで心がとても安らぎます。改めて
日本の文化のよさを感じることができました。
その他にもバトントワリング部による発表を拝
見しました。どちらの部活の発表もとても良
く、練習を重ねてきた成果のあらわれだと思い
ました。国際ロータリー第2610地区インターア
クト委員長の松原さんがおっしゃっていた『人
の心は頭にある』という言葉が心の中に残って
います。喜びや悲しみ、嬉しさ、楽しさなどひ
とつひとつの感情が私たちの心の中で考えるこ
とにより表れるのだと感じました。人という字
は、片方の人ともう一人の人が支えることによ

り成り立っているということをお話から感じま
した。
　最終日には、金沢の有名な兼六園を見学させ
て頂きました。園内はとても広く夕顔亭、時雨
亭、霞が池を水源としており、自然の水圧によっ
て、噴水ができていました。根上松という松の
根が上がっている不思議な松もありました。四
季折々の風景があり、春夏秋冬と四季の変化を
見てみたくなりました。妙立寺、通称忍者寺と
呼ばれているお寺の中も見学させていただきま
した。お寺の中には落とし穴、階投や明かり取
り階段、井戸仕掛け賽銭箱といった様々なから
くりに関心させられました。
　またこの研修では、友達の大切さを改めて感
じさせられるものでした。様々なことを学べる
とても良い研修でした。本当にこの企画をして
いただきました国際ロータリー第2800地区のガ
バナーはじめ、日頃からお世話になっているス
ポンサーロータリークラブの皆様、本当にあり
がとうございました。私にとって忘れられない
経験になりました。本当に忘れられない思い出
となりました。感謝申し上げます。

「大切なこと」
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第２回青少年交換小委員会
帰国学生・来日学生オリエンテーション報告会

　去る９月１日～２日に、鶴岡にて本委員会を
開催し、３名の帰国学生、３名の来日学生、関
係クラブからの出席も得、３名の派遣先である
アメリカでの一年間の経過、体験、感想等報告
をしてもらい、また、今後の委員会活動の参考
にすべく、「帰国後の生活」に関するアンケート
を詳細にわたって行いました。
　それぞれの
報 告 に よ れ
ば、初めて親
元を離れ、し
かも異国の地
で慣れない生
活、それらを
通じて逞しく
成長した様子
が伺われまし
た。
　一方来日学生（女子２名
男子１名）は、まだ１ヵ月
あまりで、日本の生活、
学校、慣習になれるべく
苦労している様子もあり、
また反面楽しんでいる様
でもあり、これからの彼
らの成長が楽しみに感じられました。
　来日学生に対しては、森光雅一奉仕プロジェ
クト大委員長のオリエンテーションが行われ、

今後３回、４回と会を重ねることにより、彼ら
の手助けになるやに思われます。また、大友恒
則ガバナー、藤川享胤委員会カウンセラーのア
ドバイスも、彼らにとって心強いものがあった
ように思われます。

　さらに、次年度の
派遣学生の応募が
２名（男女各１名）
あり、両親同伴で
面接を行いました。
　彼らの期待に応
えるべく、我々も
努力しなければと

自覚をさせられた一日でした。
　本プログラムに、日頃、ご協力いただいてお
ります関係各位に感謝申し上げると共に、今後
更なるご理解、ご尽力を賜りますことをお願い
し、報告と致します。

青少年交換委員会
委員長

佐々木  源 幸
（余目ロータリークラブ）
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  ロータリー 広報・情報委員会

ロータリークラブのホームページについて
ロータリー情報小委員長 鈴木　政康（山形南ロータリークラブ）

　インターネットの発達にともないホームペー
ジを作成するクラブも増えてまいりました。ロー
タリーでの活動を外部にアピールする一つの有
効な手段ではないかと思います。今回は、2800
地区内のロータリークラブにおいてのホーム
ページの作成状況について調べてみました。
　地区のホームページにリンクの載っている15
クラブのホームページについて、どのような内
容が掲載されているのか見てみましょう。
①会長紹介および挨拶…12クラブ
　ほぼすべてのクラブのホームページに会長の
紹介および挨拶がありました。また、そのほと
んどが会長の写真付で紹介されておりました。
②クラブの概況や歴史…12クラブ
　ホームページを作成する目的がクラブの紹介
と思われるため、当然ほとんどのクラブがその
クラブの創立年月、例会場、略歴を掲載してお
ります。中には歴代の会長幹事を紹介している
クラブもありました。
③クラブ組織について…12クラブ
　理事役員のみ紹介しているクラブと会員全員
の名前、勤務先が記載されているクラブがあり

【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.240

　「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、２万余点を収集・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。また、一部資料はホームページでPDFもご利用いただけます。
クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えておりますので、ご活用願います。以下資料の
ご紹介を致します。

◎「サービス思想の意味するもの」　　　　　　　　　塚本　義隆　　大阪R.C.　　1972　　66p
◎「フォアウエイ・テストは前進する」　　　　　　　　　　　　　　大阪R.C.　　1972　　42p
◎「小話「フォアウエイ・テスト」」　　　　　　　　　塚本　義隆　　大阪R.C.　　1973　　21p
◎「フォアウエイ・テストの日本語訳は正しいか」　　塚本　義隆　　D.366　　　1974　　20p
◎「浪費ひどすぎる《こうして物を大切に》」　　　　　塚本　義隆　　D.366　　　1975　　49p
◎「むつかしくはないヴォケーショナル・サービス」　塚本　義隆　　大阪R.C.　　1976　　30p
◎「ロータリー定礎の三人」　　　　　　　　　　　　塚本　義隆　　大阪R.C.・D.266　　1979　　42p
◎「ロータリアンのお題目」　　　　　　　　　　　　塚本　義隆　　大阪R.C.　　1979　　29p

［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 ⑵

ます。中には全員顔写真付のクラブもありました。
④奉仕活動の報告…１クラブ
　クラブの性質上新年度のクラブ紹介がメイン
となっており、前年度の活動について記載して
いるクラブは少ないようでした。まだ年度初め
ですので、今度活動報告などがアップされてい
くことを期待したいと思います。
⑤年間スケジュール…６クラブ
　本年度のスケジュールを載せてありました。
年間スケジュールの掲載があるとクラブ会員の
みならずメークアップ等にも便利と思います。
⑥会報（週報）のバックナンバー…９クラブ
　過去２～３年程度の会報がいつでも見られる
ようになっています。ADF形式等で保存され
ているところが多いようです。
⑦その他
　クラブの計画書、姉妹クラブの紹介、地区や
RWJへのリンク、ロータリーの豆知識、会員
専用ページ（内容不明）などがありました。また、
年度初めのためか前年の内容から更新されてい
ないクラブや現在休止中のクラブも若干ありま
した。
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ガバナー公式訪問記　8月1日～31日

ガバナー 大友　恒則

（2007.8.30　寒河江 RC）（2007.8.29　上山 RC）（2007.8.28　寒河江さくらんぼRC）

（2007.8.27　河北 RC）（2007.8.22　最上 RC）（2007.8.21　大江 RC）

（2007.8.20　天童西 RC）（2007.8.10　天童 RC）（2007.8.8　天童東 RC）

（2007.8.7　村山 RC）（2007.8.6　東根中央RC）

　9月、年度開始2ヶ月を迎えた、前月概に15ク
ラブを訪問させて頂きましたが無我夢中の訪問
でありましたがそれぞれの担当ガバナー補佐の
助力と各クラブ会長、幹事を初めメンバー諸兄
の寛容な姿勢と心からの歓迎に甘えながら年頭
初の一ヶ月に渡る公式訪問を終了出来ました。
改めて各位に御礼と感謝の意を表します。そし
て2ヶ月目鶴岡東ロータリークラブを16番目と
して8月30日寒河江ロータリークラブまで8月中
12クラブ通算27クラブの公式訪問を致しました。
前月同様訪問先クラブの会長、幹事初めメンバー
各位の変わらない歓迎に御礼を申し上げます。
加えて8月にはお盆の月、それに会員あるいはク

ラブの関わる夏祭り等の行事等多忙を極める時
期故大変後迷惑をお掛けいたしました。
　共通の話題は会員増強と退会者の防止と一部、
地区大会登録のあり方と登録料の問題等ありま
したが、各クラブ共会員の増強は純増1名～5名
を達成すると頑張っておられました。感謝致し
ます。また現在地区大会会員登録制、全員（出欠
にかかわらず）登録料1万円の納付について、式
典参加と懇親会参加の登録料区別をするか、年
会員の一部として地区大会費として年頭初に負
担金として納付をするか、また地区大会そのも
ののあり方を再考し低額な全員登録制に移項す
るか検討を要する課題と言えます。
　今月もまた多くの会員の真摯な態度に接し得た
事が嬉しい事でした。ありがとうございました。

（2007.8.1　鶴岡東 RC）
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高橋　昌起
所属クラブ：天童東RC
入会日：2007.8.1
職業分類：住宅暖房設備

君 高橋　　純
所属クラブ：山形北RC
入会日：2007.7.5
職業分類：建設業

君 佐藤　博行
所属クラブ：山形北RC
入会日：2007.7.12
職業分類：リフォーム業

君 秋場　秀俊
所属クラブ：寒河江RC
入会日：2007.8.9
職業分類：建設設計

君 安孫子新市
所属クラブ：寒河江RC
入会日：2007.8.9
職業分類：経営コンサルタント業

君 遠藤　伸一
所属クラブ：寒河江RC
入会日：2007.8.30
職業分類：石材工

誉田　則之
所属クラブ：寒河江RC
入会日：2007.8.30
職業分類：旅行業

君 川島　栄子
所属クラブ：米沢中央RC
入会日：2007.9.5
職業分類：平版印刷

君 鈴木　信次
所属クラブ：酒田RC
入会日：2007.9.1
職業分類：卸電気事業

君 伊藤　修平
所属クラブ：天童西RC
入会日：2007.7.1
職業分類：ホテル業

君 石橋　　浩
所属クラブ：天童西RC
入会日：2007.7.1
職業分類：電気業

君 伊藤　広文
所属クラブ：天童西RC
入会日：2007.9.7
職業分類：舗装業

君

君

新入会員紹介

　７月に開催いたしました、３年未満及び50
歳以下の会員を対象にしたセミナーに続き、
本来やっております職業奉仕セミナーを、各
クラブの職業奉仕委員長・会長・幹事さんを
主体に８月25日に開催いたしました。今回の
セミナーはパネルディスカッション方式を取
り入れ、多くの人の意見や考えを聞くなかか
ら何かヒントをつかんでほしいという思いで
企画をさせていただきました。パネラーの皆
さんからは、それぞれの体験や考えをお聞
きでき、大変充実した内容だったと思って
おります。特に各パネラーの方々の職業に対
する考え方の中で自分が自分の心を補って育
て、一つ一つ築いていくことが、ロータリー
の奉仕であり職業奉仕の原点であると思うが、
結論が出るわけではなく結論は自分の心にあ

るということや、信頼される当たり前の値段
で当たり前にやってくれる事が信用となって
繁盛につながり、ロータリーで言う最も多く
奉仕した人が最も多く報われるという事に繋
がる。又、常に誠実そして真面目にやってい
るかということを一つ一つ積み上げて自分を
高めて行く事がロータリーの職業奉仕である
というお話等、参考になるお話やヒントを得
ることが出来たのではないかと思っています。
最後にこのまとめと職業奉仕について安孫子
パストガバナーより懇切丁寧にわかり易くご
指導をいただきました。安孫子パストガバナー
のお話になった内容（原稿）を各クラブに一部
送付しておりますのでコピーをしていただき
是非お読み下さい。

職業奉仕セミナーの報告

お
ら
知
せ

尾花沢ロータリークラ
ブと尾花沢中央ロータ
リークラブよりクラブ事
務所移転のお知らせです。

１．移転日時：
２．新事務所住所：

３．電話番号：
４．FAX 番号：

2007年9月20日（木）より
〒999-4221 尾花沢市大字尾花沢1570-8

（株式会社 佐藤住建 内）
0237-23-2315
0237-22-0747 Information
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クラブ会員数

ブロ
ック No. クラブ名 2007.7.1

会員数 内女性会員 2007.7.31
会員数 内女性会員

年初からの増減数 増減数内
女性会員

当月増減
増 減 増 減

第
一
ブ
ロ
ッ
ク

1 酒田 40 4 40 4
2 酒田東 35 2 35 2
3 遊佐 12 12
4 八幡 6 6
5 酒田中央 38 38
6 酒田スワン 16 5 16 5
7 平田みすみ 6 1 6 1
8 酒田湊 15 2 15 2

第
二
ブ
ロ
ッ
ク

9 鶴岡 45 5 46 5 2 1
10 鶴岡西 42 3 42 3
11 余目 38 38 1 1 1 1 1
12 立川 24 24
13 鶴岡東 52 3 52 3
14 鶴岡南 16 2 16 2

第
三
ブ
ロ
ッ
ク

15 天童 49 2 49 2
16 村山 27 27
17 新庄 23 2 23 2
18 尾花沢 24 24
19 東根 44 44
20 最上 23 1 23 1
21 天童東 56 57 1 1
22 天童西 28 28
23 東根中央 37 1 37 1
24 尾花沢中央 19 19
25 村山ローズ 22 5 22 5 1
26 新庄あじさい 25 25

第
四
ブ
ロ
ッ
ク

27 寒河江 53 58 6 1 4
28 大江 24 24
29 朝日 15 15
30 河北 37 37
31 寒河江さくらんぼ 35 35
32 西川月山 22 22

第
五
ブ
ロ
ッ
ク

33 山形 85 84 1 2
34 上山 22 1 23 1 1 1
35 山形西 95 95 2 2 1 1
36 山形北 78 1 80 1 2
37 山辺 33 34 1 1
38 山形南 60 61 1 1
39 中山 17 17
40 山形東 44 44
41 山形中央 39 5 39 4 1 2 -1 2
42 山形イブニング 37 3 36 2 3 -1 2

第
六
ブ
ロ
ッ
ク

43 米沢 60 6 61 6 1 1 1 1
44 長井 32 2 32 2
45 米沢上杉 56 4 56 4
46 南陽 23 2 24 2 1 1
47 白鷹 18 18
48 高畠 49 3 49 3 1
49 小国 18 18
50 米沢中央 52 2 52 2
51 南陽東 46 48 2
52 長井中央 23 1 23 1
53 川西ダリア 16 16 1 4
54 米沢おしょうしな 31 1 31 1
55 南陽臨雲 36 35 1 1 1

地　区　全　体 1918 69 1931 67 27 16 0 13 8
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第2800地区　ロータリーダイジェスト

★上山RC
社会奉仕プロジェクト

「上山かかし祭り会場清掃奉仕活動」
　九月初旬に開催する
全国的に有名な上山市
恒例のかかし祭りの会
場を８月26日の日曜日
に上山RC会員・家族・
社員が身体・知的障が

いを持つ方々とその支援に携わるボランティアの
方々、社会福祉協議会の担当者のご協力と参加を頂
き、ゴミ拾い班、草取り班の２班に分かれて約１時
間の奉仕活動を行いました。その後、上山消防署の
ご協力の元さまざまな消防車・救急車の説明と試乗
を体験、放水の実演もして頂き、日頃から市民生活
の安全を陰で支えてくれている努力を参加者全員が
実感致しました。
　清々しい汗を流した後、清掃が済んだ公園での木
陰にシートを敷き、会員が調理した美味しい芋煮で
昼食を共にし総評感想発表をして好評の中に無事終
了致しました。

編 集 後 記

ガバナー月信委員長 前山　亮一
（米沢中央ロータリークラブ）

★山形中央RC
ふれあい芋煮会

　このイベントは、障
がいを持っている子供
たちに少しでも夢を
持ってもらうため、全
国的にも有名になって
いる「日本一の芋煮会

フェスティバル」の会場を清掃することで心を磨き
自覚と誇りを持っていただき、さらにその会場で一
足早く芋煮を味わっていただくという趣旨で平成10
年にスタートして、今年で10回目となります。
　毎回参加する施設の子供たちの人数が増え、隔
年に割り振っているくらいです。今年も８月30日馬
見ヶ崎の河川で子供たちと楽しく活動しました。

《ご　案　内》
　ロータリーの友編集長・二

ふたがみ

神典子さんをお迎えし地区
広報雑誌委員の方々と勉強会を企画いたしました。多く
の会員のご出席をお願いいたします。

★山形イブニングRC
「10周年に向けて」

　当クラブはその名
のとおり、例会が夜
に開催される2800地
区で唯一のクラブで
す。このこともあり、
会員平均年齢は49才

と非常に若くなっております。また、クラブ自体も
2009－10年度に10周年をようやく迎える若いクラブ
です。現在は10周年に向けてクラブの礎を築くため、
メンバーが一丸となって活動に取り組んでおります。

★中山RC
楽しみの移動例会

　毎年２月最終土曜
は大井沢雪祭りです。
当クラブでは数年前
より宿泊研修として
大井沢雪祭りに参加
しています。メイン

イベントは願掛け花火大会です。夏の花火大会は各
地で開催されていますが、厳冬の花火大会は大井沢
雪祭りのみです。地酒の熱燗を飲みながら、晴れた
夜は凍えるような冬の星座の下で、また雪の夜は粉
雪と共に舞い上がる大輪の菊花を真下で眺められる
醍醐味は格別です。クラブおよび会員のニコニコに
よる花火も、毎年祈りを込めて打ち上げられ、旅館
でのキノコと熊肉の鍋料理を味わいながらの親睦会
など、毎年楽しみな移動例会です。

記
◆10月23日㈫　　米沢市白布温泉　西屋旅館宿泊
　　　　　　　　午後５時集合
◆10月24日㈬　　米沢中央RC　例会場　グランドホクヨウ
　　　　　　　　午前10時より
　　　　　　　　地区月信編集委員：
                                      雑誌委員長とミーティング
　　　　　　　　12時15分より米沢中央RCの例会で卓話

ロータリーの友　地区委員 斎藤　栄助

　今月号の月信編集は厳しい残暑の中、地区大会の準
備と、編集委員各自の仕事の多忙と闘いながら、編集
を続けてまいりました。期間の短い原稿をお願いして
いる方々もおりますが、御協力により、締切まで提出
していただき、心から感謝しております。編集にもだ
いぶ慣れてきましたが、会員皆様より月信欄にいろい
ろな御意見を寄せていただけましたら、より良い月信
になることと思います。
　次号に向けて、秋の虫の音を聞きながら、委員一同
頑張ってまいります。




