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ガバナーメッセージ
Governor's Message

C o n t e n t s

国際ロータリー第2800地区
2007－2008年度ガバナー

大 友　恒 則

　―地区2007～08年度2ヶ月を残して―

　光陰矢のごとしと言われますが過ぎた日の速く感
ずることは実感であります。2006年9月のGETSから
国際協議会出発歓送会（2007年1月13日）、国際協議会
（2007年1月26日～2月6日）、PETS（2007年3月）、地区
協議会（2007年4月）、国際大会（2007年6月14～20日）、
この間各種の年度スタッフ等の打合会の開催等2007
年7月1日スタートに備えて準備が進められました。
　どの行事も当時関原ガバナー、髙橋幹事、小松資
金委員長を始め石黒当時直前ガバナー、中澤幹事、
木村資金委員長さんの御指導を受けたり更に多くの
PGを含め御協力を頂きました。
　この間絶えず心配されて九里、濵田両PGには心労
をお掛けした事と思っております。そしていよいよ
2007年7月1日を迎え公式訪問の始まりです。7月4日
の酒田クラブを最初に途中体調不良により40日程休
息、2008年2月20日ホームクラブ米沢中央RCを最後
に地区内55クラブの公式訪問終了となり“ほっと”一
息。2007年10月地区大会を含め主たる行事の終了と
なった訳でありますが振り返ってみますと“あっ”と
言う間の時でした。地区内55クラブの会長、幹事さ

ん会員の皆様に心からの歓迎を受けました公式訪問
が何といっても最良の思い出です。また各地域の町
長さん、市長さんを訪問出来たことも最大の収穫で
した。
　公式訪問終了後本格的に他地区の地区大会に参加
を致しました。2007年10月13～14日の2530地区（福島）
大会を皮切りに私と妻の同伴、妻単独出席等2008年4
月18～19日迄計8地区の大会に参加出来ました事、ガ
バナー冥利につきると思いました。各地区大会の雰
囲気でありますが、地区内会員のかもし出す状況は
我が2800地区が最良かなと思いました。会員の皆様
の一致した成功への協力の意志が伝わってまいりま
した。県民性かも知れません。
　まだ反省は時期尚早であります。後2ヶ月が残さ
れております。この間ライラ研修もあります。各財
団の寄付も気になります。最大の気がかりは公式訪
問中無理な会員増強には慎重にと話してまいりまし
たが、やはり最低一クラブ一名の純増が望まれる事
です。2007～08年の会長、幹事の皆様、会員の皆様、
年度最後の踏ん張りをお願い致します。その踏ん張
りは次年度へのエネルギーになります。
　更に年度当初計画されました各奉仕プログラムの
完遂を喫して下さい。そして次年度への確かなバト
ンを渡して下さい。
　次回の月信も御礼の言葉になると思いますが、1回
の御礼では足りません。ラスト前の月信の紙面をお
借りして、多くの皆様の御理解と御指導、運営への
協力に重ねて御礼申し上げます。
　武田年度も地区協議会も終わりいよいよ2ヶ月後
スタートです。精一杯協力をし、2800地区の発展を
期して行きたいものです。
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青少年交換スプリング・キャンプ

　去る３月23日（日）～25日（火）に、裏磐梯高原
ホテルにて、2520地区・2530地区・2800地区合同
の本委員会が開催されました。毎年持回りで、
今年は2530地区の担当で実施され、インバウン
ド10名、アウトバウンド11名、ローテックス18
名、2530地区ガバナー始め関係者12名の出席が
ありました。
　内容的には、アウトバウンドを中心と
し、先輩であるローテックスの指導の
元、派遣国の文化や習慣の違いを知る
事、アメリカのみならず、フランス、メ
キシコ、カナダ等英語圏以外の国も基本
は英語との事で、自己紹介や、空港、学
校、ホームステイ先を想定しての英会話
の訓練、帰国後の進路指導等が行われ、
先輩達の体験談を直に聞く事により、不
安も和らぎ、自信につながったように感
じられました。
　最終日には、2530地区の牧ガバナーよ
り、講話を頂き、ご自身の留学、海外で
の生活体験を聞く事ができました。その
後、アウトバーン各自の決意表明があ
り、スケジュールが終了しました。出発
までの残り少なくなった時間を有効に過
ごしてほしいものです。当キャンプで初
めて出会った人、久々の再会をした人、
それぞれ別れがたくなり、時間ギリギリ
まで交流をする姿がありました。アウト

バウンドは勉強、インバウンドは同じ国から来
ている仲間と交流、ローテックスは後輩への指
導の３日間でした。
　本キャンプの準備、設定を頂いた2530地区の
佐藤委員長・委員会の皆様ありがとうございま
した。

佐々木 源幸青少年交換小委員会小委員長 (余目ロータリークラブ)
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　熱い語りかけ

　３月 22 日（土）、山形市ホテル・キャッスル
を会場に、大勢のパストガバナー、関原研修リー
ダー、大友ガバナー、武田ガバナーエレクト
と、100 名以上の次期会長幹事に次期ガバナー
補佐、次期地区大委員長が一堂に会して PETS
が開催された。
　午後１時半点鐘、国歌斉唱、ロータリーソン
グ「奉仕の理想」が歌われた後、大友ガバナー
のご挨拶、武田ガバナーエレクトのご挨拶と次
期地区役員の紹介があった。

　関原研修リーダーは、会長、
幹事の任務について話され、会
長幹事はクラブの要であること、
クラブ協議会を開くこと、例会
の出席をきちんとすること、ロー
タリー会員の義務を果たすこと、
情報伝達の大切さを話された。
　武田ガバナーエレクトは、毎
日３万人の子供が命を落として
いる。きれいな水が飲めれば、
栄養が良くなれば、文字を知り
危険にどう対処すれば良いか学

習できれば、命を失う子供が少なくなるだろ
う。このD.K.Lee 次期会長の「夢をかたちに」
のテーマの思いを伝達し、組織も古くなると成
人病の動脈硬化症で血液の流れが悪くなるよう
に、ロータリーも「情報伝達不全症」に蝕まれ
る可能性がある。この会の情報をクラブ会員に
伝えて欲しい。ロータリアンは地域のエリート
で、その役員はエリートから選ばれたエリート
です。会員の期待に応えてください、ご協力を
お願いしますと挨拶した。

　楽しくロータリーを運営

　休憩の後、地区大委員長より今年の運営の方
針が発表された。細谷クラブ管理運営委員長は、
クラブには個性があり奉仕活動もさまざまであ
るが、活気あるプログラムで企画しましょう、
CLP も修正するところは修正し見直し、四大
奉仕を重視します。家族の為のプログラムを作
りましょうと抱負を述べた。玉井広報・ロータ
リー情報委員長は、これからは黙っているので
はなく、良いことをして大いにロータリーの存

国際ロータリー第2800地区  2007～2008年度

次期会長・幹事研修セミナー報告
武田　和夫ガナバーエレクト (山形南ロータリークラブ)
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在を宣伝しよう、クラブ会員にはロータリーの
歴史や目標などの情報をどんどん提供しようと
話した。佐藤会員増強・会員維持委員長は女性
会員をもっと増やしたい。先進国の会員が減少
しているのにドイツで会員が増えているのは、
職業分類と会員選考委員会が機能しているから
である。入会し何も分からず失望して退会する
人を無くすのが最重点と話し、ブロック別にセ
ミナーを開くと述べた。五十嵐職業奉仕委員長
は職業奉仕はロータリーの花を咲かせるための
水と栄養を送る木の幹であり、職業人として自
覚を持とうと話した。森光奉仕プロジェクト委
員長は、青少年交換を増やしたい、それぞれの
地域で必要とされる活動を考え、国境を越え
ての社会奉仕はWCSであり、国際関係事務局
は海外活動を援助しますと述べた。池田 R財

団委員長は派遣学生のこと、今年度の GSE へ
の協力をお願いした。鈴木米山奨学委員長は米
山財団の奨学金は世話クラブとカウンセラーが
特色、大学から遠いクラブも第二世話クラブと
なって、関心を持ってもらいたいと説明した。

　限られた予算で大きな効果を

　この後、高梨地区資金委員長から地区の予算
について、加藤地区協議会実行委員長から４月
に開催される地区協議会の説明案内があり、最
後に青山地区大会実行委員長から１０月の地区
大会について説明があった。
　最後に関原研修リーダーの講評で大変良しと
と評価を受けた。その後、懇親会で親睦を深め
た。



Rotary International District 2800

8 GOVERNOR'S  Monthly Letter

　国際ロータリー第2800地区第3ブロックのイン
ターシティ・ミーティングを、野川桂一パストガバナー
をリーダーに、国際ロータリー第2780地区、松宮
剛、国際ロータリー研修リーダーを講師にお招きし
て、『ロータリーを理解して、ロータリアンの資質を
高めよう』のテーマの元に、平成20年3月17日(土)天
童西ＲＣがホストクラブとなり、天童温泉ホテル王
将においてブロック内200余名の会員の御参加をい
ただき開催することが出来ました。
　松村研修リーダーからは、積極的なロータリー観
を持ってロータリーの価値を見出し、地域社会に貢
献していくことがロータリーの活性化につながる。
　しかしながら、会員だけのロータリーに陥り、希
薄な会員交流に終始して、ロータリー活動への参加
が積極的でなくなり、出席率が低下し会員の減少に

　第1ブロックのＩＭ・8クラブ合同例会を3月19日（水）
酒田ＲＣをホストクラブとして、ベルナール酒田を会
場に丸藤雅毅ガバナー補佐の元開催されました。
　開会にあたり開会点鐘の前に、故小松靖和直前
ガバナー補佐に敬意を表し黙祷を捧げました。
　登録会員数125名で多数の参加を頂き､心より御
礼と感謝をこの場をかりて申し上げたいと思いま
す。故小松靖和ガバナー補佐が、大変心配しており
ました、IM事業を第1ブロック一丸となって成功さ
せようと、第1ブロック全会員の心の意気が感じ取ら
れたIMだったと思います。
　今回のIMのテーマは、地区目標でありました、地
域の活力と地域に貢献と言う、大友ガバナーが唄っ
ているテーマを取り上げました。
今、県立日本海病院と市立酒田病院の再編統合に
ついて、地域の人達が一番に関心のある地域医療
に関して、大変忙しい中、酒田市立病院長の栗谷
義樹様より講演を頂く事になりました。その後、新
日本海総合病院の医院長になられ、非常にタイム

つながっていく、これが今の多くのロータリーが抱
えている現状なのではないか。
活性化の一例として、世界に一つしかない独自のク
ラブ細則をつくり実践をすることや、全員で決定し
た測定可能で取り組み甲斐のある目標を設定して、
行動することなど、様 な々例をあげられ御講演いた
だきました。
　講演、質疑応答の時間が足りなかったことなどを
反省している処ですが、
　ロータリーを学ぶ機会と、修練の場をあたえてい
ただきましたことに心から感謝を申し上げましてＩ
Ｍの報告とさせていただきます。

リーな講演でありました。
　地方独立行政法人、山形県酒田市病院機構の
理事長でもあります。初めての取り組みではあるも
のの、医者も看護士も経営的感覚で取り組む事が
重要であり、それが最終的に黒字になることである
と言っておりました。とにかく、一般市民が望んでい
る、安心で円滑な運営を期待しております。
　会員からも終了後、質問が出され、活発な意見交
換が交わされました。やはり、関心が強いテーマで
あったと思います。駐車場の問題、待ち時間、医者
の数、救命救急センターについて、ヘリポートの問
題、病院の黒字経営するための指導方法とか、熱
のこもった意見交換が交わされ、IMの目的が達成
したと確信致しました。

第３ブロックＩＭ報告

第１ブロックＩＭ報告

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

東海林　松男 (天童西ロータリークラブ)
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　山形北ロータリークラブ創立40周年記念式典
が３月29日、山形市長市川昭男様、ＲＩ第2800
地区ガバナー大友恒則様と多くのパストガバ
ナー、担当地区委員の皆様、そして地区内ロー
タリアン約300名の皆様にご出席をいただき盛
大に挙行されました。
　内ロータリアン約300名の皆様にご出席をい
ただき盛大に挙行されました。
　当クラブ熊谷会長は、本年度「40周年を意義

ある年にしよう」との
クラブテーマを掲げ各
奉仕部門とも全力を挙
げ取り組むとともに、
大友ガバナーの地区
テーマである「他人を
思いやる心と分かち合
いの心」の実践やクラ
ブ組織を見直し効果的

な奉仕活動に取り組むなど、更なる50周年への
ステップを踏み出すべく、奉仕の理想をより高
く掲げ、地域社会あるいは国際社会のニーズに
貢献できるよう心を新たに致しました。
　記念式典に先立ち、記念講演は往年の名ラン
ナー、メキシコ・オリンピック銀メダリスト
の君原健二さんが「ゴール
は無限」と題してＲＣ会員
と陸上部に所属する市内の
中、高生約100名を招き講
演いたしました。君原さん
は３度のオリンピック出場
は「人より多く走ったこと
と、結果に到るまでのプロ
セスが大事。夢や希望を持
ち続ければ人生は変えられ
る」と語りメキシコ・オリ
ンピック銀メダル獲得の秘
話を紹介した。講演後君原

さんと中、高生の懇談
会も開かれました。
　記念事業として、一
つに、山形県が誇る山
形交響楽団が、モー
ツアルトの交響曲「ア
マデウスの旅」を企画
実施中で、当時の時代
の演奏を再現するため
に使われた楽器いわゆる「古楽器」の購入資金
として100万円を寄贈しました。２つに、筋ジ
ストロフィー救済のためＡＬＳ協会山形県協会
に20万円の資金を支援しました。３つ目に当ク
ラブが世話をした米山奨学生だったモンゴルの
ジャンチブ・カルバドラッハ氏が母国に日本式
の「新モンゴル高校」を設立、支援を続けてき
ましたが、この度、故寺島俊昭会員の寄贈を受
け高校生に衣料品の提供をしました。
　式典終了後にひき続き祝宴は新たな50年100
年への思いを馳せ、終始和やかな雰囲気の中、
友情と親睦の輪を拡げたすばらしい式典・祝宴
となりました。ご出席いただきました各クラブ
の会員の皆様に心から感謝と御礼を申し上げま
す。

山形北ロータリークラブ創立40周年記念式典
鈴木　孝一山形北ロータリークラブ40周年記念誌委員長
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　今年度ならびに次年度と、そしてまたその次
の年度においても永久になくすことの出来ない
会員増強・会員維持委員会。	
　次年度の武田和夫ガバナーエレクトは、「楽
しいロータリーで仲間をふやそう」をここ第
2800 地区のテーマに掲げておられ、会員増強
を次年度の最大の目標とされました。	
　そこで次年度の各委員会に先立ち、3月6日（木）
にパレスグランデールに於きまして次年度の武
田和夫ガバナーエレクト、次年度の会員増強・
会員維持・クラブ拡大委員会のカウンセラー関
原亨司パストガバナーをお迎えして、委員会の
全委員の方々よりご出席をいただき、次年度の
武田秀則地区副幹事の進行のもと大変に活発な
そして有意義な会議を実施することができまし
た。	
　武田ガバナーエレクト、カウンセラーの関原
パストガバナーのご挨拶を頂戴いたした後に委
員会の皆様より自己紹介がおこなわれ、次年度
はいける！そんなふうに感じられました。それ
は、どの委員の顔を拝見しても、本当にロータ
リーを心から愛しまたロータリーを心から楽し
み、輝いている顔と自己紹介の時の一言のご挨
拶が、何かをやってくれる、そんなふうに感じ
られまさに次年度のＲＩテーマ「夢をかたち
に」・次年度の地区テーマ「楽しいロータリー
で仲間をふやそう」を会員増強委員会が、独り

占めできそうな中身の濃い、有意義な会議がで
き次年度へ向けてスタートの準備が出来たのか
なと考えております。	
　会議の中では、様々なご意見がだされまし
た。そのなかでも特に次年度は各クラブ内にお
いて、職業分類の見直しやクラブの奉仕事業の
再確認をし魅力あるクラブの運営をしていただ
きますように各クラブの会長さんにお願いをし
新しい会員を迎えて、新しい奉仕にも目を向け
ていただきたいとおもっております。
　そして最後に、次年度は各ブロックごとに会
員増強セミナーを開催し、会員の動向を見守っ
ていき、クラブの活性化にご協力をしてまいり
たいと考えております。

　武田年度クラブ管理運営委員会会議が、大友
恒則カウンセラー、大久保章宏次期地区幹事、
齋藤太兵次期担当副幹事、細谷伸夫大委員長、
今井健次、黒川一夫、鈴木孝一、宗川真希、芳
賀光弘の各委員の出席を得て、平成 20 年３月
８日山形グランドホテルにて開催されました。
会議では大友カウンセラーの御指導の下種々の
協議がなされ、以下の各事項につき協議し、決

定された。
①この委員会は各クラブのプロデューサーとし
ての役割を担う。

②各クラブによってバラバラな例会運営をある
程度レベルアップし標準化する必要があるた
め、例会のあり方につきセミナーを開催する。

③ロータリーの活動の充実には奥様（特に会長・
幹事の）理解と協力が欠かせないため、奥様

次期会員増強・会員維持・クラブ拡大委員会会議

次期クラブ管理運営委員会会議報告

松浦　秀文

細谷　伸夫

次期会員増強・会員維持小委員会小委員長 （東根ロータリークラブ）

次期クラブ管理運営委員会大委員長 （山形西ロータリークラブ）
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　「職業奉仕」について、これまで毎年繰り返
し重要性を説いてきました。
　今年度は、その内容について、より具体的に
掘り下げて勉強していこうと思います。
　理由は、職業を通して価値観が拡がるもの、
人々に生きる活力を与えるもの、世代が変わっ
ても受け継がれるもの、地域の産業として根づ
いていくもの、利益の中から浄財として有効利
用が計れるものなど、人を育て、国境を越え、
世界の苦難を祓い去ることが出来るくらいのパ
ワーを備えているものだからなのです。わが職
業を天職として捉え、社会に奉仕すべき絶好の
チャンンスと考える。さらには、己を磨き自己
研鑽することにより、より奉仕力がパワーアッ
プし、より拡がりを持った活動となり、影響力
も大きいものとなる。

　以上のことを目標の柱として、下記の事業計
画に基づいて、遂行してまいります。
①職業奉仕セミナーの開催　８月 23 日（土）：
パレスグランデール

②職業奉仕月間内は、理解を深めるチャンスと
捉え、例会行事等を有効に活用する

③会員同士が協力しあい、職場訪問や、講師を
選定しながら勉強会を行なう
ロータリーは、いずれの時代であっても、将
来のことを第一に考え、世界のあるべき姿を
思い描いてきました。近年、企業の不祥事や
不正が多発しております。自分自身の職業が
他人のための事業であるとの認識に立った
時、ロータリーの職業奉仕の真髄が見えてま
いりました。１年間、どうぞ宜しくお願い申
し上げます。

　「次期広報・ロータリー情報委員会」が、武
田ガバナーエレクトを迎え、去る３月 14 日山
形市のホテル・キャスルにおいて開催されまし
た。
　広報・ロータリー情報委員会が担当するもの
には、ロータリー会員向けのものと、広く地域
社会に向けての情報活動の二つに大別されると
思います。
　地域社会に向けての情報発信は、ロータリー
内部で十分に練り上げた行事や事業を、マスコ
ミを通じてＰＲして頂ければ良いので、その手
段・手法は比較的単純ですが、むしろ我々が一
番意を用いなければならないのは、ロータリー
会員向けの情報発信であり手法であります。

　一般にロータリー会員向けの情報は、普段か
らパターン化して、日常業務としてやっている
事が多いため、マンネリ化し、発信者と受信者
（会員）間に、気がつかない較差が生じている
事も意識しなければならない。
　こうした点を充分加味し、高齢化とインター
ネット情報の氾濫している現実社会の変革に対
応しながら、文章なども簡便で、わかり易い伝
達方法を常に開発して行かなければならないと
考えます。
　特に、期待を持って入会した新会員に対する
教育的な情報活動は、退会防止にも繋がってゆ
き、更にロータリーに新しい風を吹かせる原動
力にも育って行くものと信じています。

次期広報・ロータリー情報委員会

次期職業奉仕委員会会議

玉井　　恒

五十嵐   慶三

次期広報・ロータリー情報委員会大委員長 （山形東ロータリークラブ）

次期職業奉仕委員会大委員長 （山形ロータリークラブ）

研修会を開催する。
④ 10 人未満の会員数のクラブへの対応、支援
をどうするか。
⑤各クラブの例会を楽しいものとすることと、

卓話の充実を図るために地区内全クラブより
2007 ～ 2008 年度の卓話のゲスト役職・氏名・
卓話のテーマを提出し、全クラブに配布し、
卓話の講師選定の参考にしてもらう。
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決 議 34 号
広報・ロータリー情報委員会大委員長 鈴木　政昭（米沢ロータリークラブ）

決議34号
　これは有名な決議であり、ロータリーの歴史

に重大な関係を持ち影響を与えている。それは

社会奉仕に関することを中心として、その他

ロータリアン全般の心構えとか理念について言

及しているものである。つまりロータリー運動

全般を対象として、ロータリー哲学を定義し、

ロータリー・クラブと国際ロータリーの関係や

原則を明確に区分し、確定したことにありま

す。

　1923年のＳＴ.Louis年次大会において決議23

－34号として採択されたものであるが、そのと

きは「綱領に基づく諸活動に関するロータリー

の方針」とされ、その後1926年のDenver大会

の決議26－6号「社会奉仕に関するロータリー

の方針」と表題が改定され、1936年	Atlantic	

City大会の決議36－15号	及び1951年のAtlantic	

City大会の決議51－9号等で改訂され、後1964

年Toronto大会・決議64－43号、1966年Denver

大会決議66－49号でそれぞれ改訂され今日に

至っている。

　その全文は手続要覧の社会奉仕の項に示して

あるからご覧いただきたいが、ロータリアンは

「ロータリーの綱領」と共にロータリー実践の

拠りどころとして熟知していなければならない

が、これが提出された1923年頃にはロータリー

の内部で社会奉仕の方針について、個人の奉仕

か、クラブとしての奉仕か、理論派と実行派と

の間に激しい対立が生じ、ロータリー分裂の危

機をさえ招くに至ったのである。しかしシカゴ

クラブ、ウィリアム・マニアーの起草になるこ

の決議を採択したことによってその危険も全く

解消して今日のロータリーを築くことに導いた

のである。

　如何なる枠組みの中で行われたらロータリー

の奉仕になるかという原案が、この23年の大会

の34号議案として提案され、この提案は単に社

会奉仕だけを対象としたものではなく、あらゆ

るロータリーの奉仕の実践についての基本を示

すものであった。注1

　どのロータリー・クラブも、毎年度何か一つ

の主だった社会奉仕活動をすべきである。なる

べく毎年異なったもので、その年度内に完了す

ることの出来るものを。

　更にその奉仕活動は、地域社会が本当に必要

としているものを選び、かつクラブ全員の一致

した協力を必要とするものでなければならな

い。とし、ロータリーが個人の奉仕から出発し

て団体的の奉仕活動をクラブが認めるように

なったのである。

　ロータリー・クラブは、ロータリーの奉仕の

哲学を受け入れ、奉仕の理論が人生における成

功と幸福の真の基礎であることを団体で学ぶこ

とが第一。この学んだことの実際例を団体で示

すのが第二。第三には各人が個人としてこの理

論をそれぞれの職業及び日常生活に於いて実践

すること。更にロータリアン以外の人々を含め

てすべての人たちにロータリーの哲学を理解し

て貰うように実例で示すのが第四。

　以上の四項目を実行することが、ロータ

リー・クラブの行き方であり勤めである。とし

ている。

　これは1923年、第34の決議で決められたもの

であるが、何故こんな理屈っぽい決議をしなく

てはならなかったのか。注2

　そもそもの発端は次の通りである。
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　ロータリーの誕生し発育した1900年代（20世

紀）初頭のアメリカを「禁酒法」抜きでは語れ

ません。（注3）また急速に発展した近代産業社

会は「ひずみ」を生じさせ、当時大都市は「富

は力なり」と信じる一部金権ボスが牛耳り、市

政は汚職と腐敗の渦と化し、流入する労働者や

移民によるスラム街の続出に対しても、殆ど福

利行政は顧られませんでした。注4

　そんな時代背景で誕生した初期ロータリー・

クラブは身内同志の仲良しの集まり（親睦）で

あった。創立2年目に入会を勧誘されたドナル

ド・カーター弁理士の「ロータリーは互恵ク

ラブである。利己的な団体は発展の余地はな

い。」として入会を断ります。これはロータ

リーに社会奉仕の概念が導入されるきっかけと

なる出来事でした。せまい仲間の中の友諠の交

流から、シカゴCityという広い地域の為につく

すという大きな気持ちに躍進をした。

　1912年頃から身体障害児童救済の奉仕活動に

徐々に目を向けられ、そして1912年には41クラ

ブと大発展をし、全米は勿論ヨーロッパまで拡

大し、名称も国際ロータリー・クラブ連合会と

改称しクジン・ミードが初代会長となった。

ミード会長はロータリー・クラブが地域に奉仕

することに積極的な意欲を示しこれを奨励し、

ニューヨーク州シラキユーズクラブでは、身体

障害を持つ若い女性の開復手術に協力をし、こ

れを健常者に対する奉仕に成功をさせた。

　オハイオ州トレードクラブでは、ある日会員

が町でぶらぶら遊んでいる身体不自由の少年を

見て言葉を掛け、この少年が歩行困難なために

登校ができず唯無為に一日することもなく送っ

ていることを知り、会員はクラブに計りこの少

年達を収容し教育する施設の設立を提案し、ク

ラブは大賛成、募金を行って財源を作り障害児

教育の特殊学校を作った。これをミード会長は

激賞をし、このためこの運動は全米に遼原の炎

の様に拡がり、特殊学級・学校が設立された。

　後日談だが、それから10年程経ったある日、

車椅子に乗った立派な身なりの一青年がトレー

ドクラブにゲストスピーカーとしてやってき

た。彼は、トレードクラブが創立した身体障害

者養護学校がどのような社会的機能を果たし、

世のため人のためになっているかという話をし

ました。そして最後に、「実は」として「何を

かくそう」として前記の少年であった。と告げ

た。

　期せずして、万歳。皆落涙。昂奮のるつぼ。

と化した。注5

　これらの運動を統合するため、エリア・クラ

ブのエドガー・アレンが音頭をとり国際身体不

自由児協会を作り、ポール・ハリスに直訴を

し、協力を求めたものであります。注6

　結果として1913年以後、障害児運動に対する

関心が全国的に高まり、後1915年オハイオ州ト

レードロータリー・クラブのエトガー・アレン

が提唱した身体不自由児の収容所設立は、ロー

タリアンとしての生活のすべてを身体障害児対

策に捧げ、見事に国際不自由児協会が生まれる

までに成功したのである。

　その他数々の社会奉仕活動が実施され、あた

かも社会奉仕がロータリーの進むべき主道であ

るかの観を呈してきた。

　これに対して理論派ロータリアンから待った

がかかったのである。

　ロータリーは本来職業奉仕の団体である。奉

仕的態度による事業の運営はとりもなおさず社
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注 1：大村北 RC：ロータリーの心を尋ねて：昭 56.1
注 2：岡崎藤憲：ロータリーの建前：昭 56.1
注 3：東大阪みどり RC・邦文定款第 4 条への疑問　第 20 版・
　　　2006.9・P12
注 4：D2660 月信・2004.4.1
注 5：大村北 RC: ロータリーの森を歩く：長崎新聞出版部：
　　　2005.6.1 発行 P291.
注 6：D2550 月信・1991.11.15・大竹俊夫 PG
注 7：前掲 注 2
注 8：D2780 月信・山本淳正 PG・1994.3.15
注 9：D267・今西・西本正明・1988.6

会奉仕なのである。わざわざ社会奉仕を行う必

要はない。もしも強いて社会奉仕がしたいなら

ば、利益を得た個人個人が自ら行うべきである

というのである。職業奉仕と社会奉仕、個人と

団体、激しい討論の結果が決議34号が生まれた

ものである。

　しかし万事一件落着ではなく、1917年、テキ

サス・ダラスの会員メルビン・ジョンズは、こ

の論争で彼の慈善的な主張が容れられず、つま

りロータリーの奉仕のあり方をアメリカ的効率

主義にかえて「We	Serve」をモットーに団体

的社会奉仕を叫んで譲らぬグループとし、「ラ

イオンズ」という別の奉仕団体を作ることに

なったのである。注7

　サテ時の経過と共に決議23－34は古臭くなっ

たので撤廃し、新たに新決議を作ろうというこ

とになり、RI理事会から提案された決議案が

決議92－286である。

　しかし決議23－34の前文に謳われているロー

タリーの人生哲学、並びに実践倫理なることを

信じてその決議23－34の存続についての運動が

活発に展開され、後これが実り、遂に決議23－

34は撤廃を免れ、現行のまま存続が決定し、そ

の代わり「決議23－34に関連して使用される新

決議案92－286」を規定審議会に提案すること

となった。かくしてアナハイム規定審議会では

決議92－286は全員の賛同を得て採択されたも

のである。

　1923年にできた決議23－34のような古い決議

を今日の大変革の時代に後生大事に守っている

のはおかしいではないかという意見である。

　時代に沿ぐわなくなってきたとき敢然と改め

る積極性と柔軟性こそロータリーが今日まで発

展してきた重大要因でないかと考えられる。

　何人としても採択後70年の年月を経過し、旧

来の決議23－34をそのままの形で存続すること

は奉仕の対象の変化、その他色々の面で問題が

生じてきたことは当然である。

　決議92－286は、決議23－34と共に使用され

るとなっており、決議92－286が一人歩きする

ことはありませんし、我々は、決議23－34の前

文に謳われているロータリーの奉仕の哲学、理

念、並びに実践倫理の原則を心として決議92－

286を遵守すべきだと考える。注8

　「23－34」廃止論は、主として理論よりも実

践の見地から「心の問題をうんぬんするのはナ

ンセンス」との考え方のようだが、ロータリー

の原点が「なぜ、個人奉仕」なのかである。個

人奉仕はお互いに心を磨き合い、一人ひとりが

心の奉仕をしていこうとするものだからであ

る。

　ロータリアン一人ひとりの心、思いやりの

心、善意の心を大切にする。思いやりの心や善

意から奉仕が生まれるのであり、お互いが磨き

合うことによって自らを高め、その高められた

境地において、一人ひとりが奉仕するという個

人奉仕こそ、ロータリーの真髄であろうと思

う。物の時代から心の時代への転換が待望され

ているが、ロータリーの心を基本とする考え方

こそ、心の時代の扉を開く鍵であると確信する

ものである。注9

　そしてロータリー・クラブの目的は、社会奉

仕の必要性を会員に自覚させ、更に地域社会の

人々に取り込んで実践させることであり、クラ

ブがひと固まりで行う事業よりも、ロータリア

ン個々の力を動員するものの方がロータリーの

精神にかなっているし、クラブの社会奉仕活動

は、あくまでも会員の教育的効果を狙ってする

ものと見るべきである。と秘かに考えている。
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所属クラブ：米沢上杉RC
入会日：2008.4.1
職業分類：自動車販売

鑓水美恵子君

所属クラブ：酒田中央RC
表彰回数：PHF

高橋　竹夫君
所属クラブ：酒田中央RC
表彰回数：PHF

本間　正博君
所属クラブ：酒田中央RC
表彰回数：PHF

茜谷　　衛君

所属クラブ：米沢上杉RC
入会日：2008.4.1
職業分類：建設業

蓼沼　一之君
所属クラブ：米沢上杉RC
入会日：2008.4.1
職業分類：内科

小林　雅子君
所属クラブ：米沢上杉RC
入会日：2008.4.1
職業分類：建設業

金子　尚人君
所属クラブ：酒田RC
入会日：2008.3.5
職業分類：旅行業

田中　耕樹君
所属クラブ：酒田東RC
入会日：2008.3.6
職業分類：行政書士

三谷美重子君

����������������������������������������������������

新　入　会　員

ポールハリス
フェロー

Paul Harris Fellow

【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.247

　「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。

◎「藤沢周平を通して見る庄内山形」　　　　　　　　　　山田洋次　　　2006　　５ｐ　（D.2800地区大会）
◎「まちを活き活きとさせる建築」　　　　　　　　　　　伊東豊雄　　　2006　１５ｐ　（D.2600地区大会）
◎「日本の進むべき道」　　　　　　　　　　　　　　　　上坂冬子　　　2007　　９ｐ　（D.2590地区大会）
◎「日本の美と現状」　　　　　　　　　　　　　　　　　アレックス・カー　2006　　５ｐ　（D.2630地区大会）
◎「税金の使われ方」　　　　　　　　　　　　　　　　　浜田幸一　　　2007　　２ｐ　（D.2770地区大会）
◎「『内助の功』と『大出世』の虚実ー検証・山内一豊伝説」　渡部　淳　　　2006　１４ｐ　（D.2670地区大会）
◎「河内の英雄『楠木正成』」　　　　　　　　　　　　　永島龍弘　　　2007　　８ｐ　（D.2640地区大会）
◎「未来を切り拓く経営者たち」　　　　　　　　　　　　福島敦子　　　2007　　５ｐ　（D.2640地区大会）
◎「人口減少時代の地域経済」　　　　　　　　　　　　　藻谷浩介　　　2007　３１ｐ　（D.2600地区大会）

［上記申込先：ロータリー文庫（コピー/PDF）］

記念講演から
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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 2008.3.31
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 2
2 酒田東 35 2 36 3 3 2 1 1
3 遊佐 12 12
4 八幡 6 4 2
5 酒田中央 38 38
6 酒田スワン 16 5 15 5 1
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 1
10 鶴岡西 42 3 43 3 2 1
11 余目 38 39 1 2 1 1
12 立川 24 24 1 1
13 鶴岡東 52 3 52 3 2 2 1
14 鶴岡南 16 2 19 3 3 1

第
三
ブ
ロ
ッ
ク

15 天童 49 2 51 2 3 1
16 村山 27 27 1 1
17 新庄 23 2 23 2
18 尾花沢 24 24
19 東根 44 43 1 1
20 最上 23 1 22 1 1 1
21 天童東 56 56 1 1
22 天童西 28 29 1
23 東根中央 37 1 42 1 5
24 尾花沢中央 19 19
25 村山ローズ 21 5 22 5 2 1
26 新庄あじさい 25 25

第
四
ブ
ロ
ッ
ク

27 寒河江 53 57 7 3
28 大江 24 24
29 朝日 15 14 1
30 河北 37 34 3
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 85 5 5 1
34 上山 22 1 22 1 1 1
35 山形西 95 99 6 2
36 山形北 78 1 79 1 3 2
37 山辺 33 33 2 2
38 山形南 60 61 2 1
39 中山 17 16 1
40 山形東 44 47 3
41 山形中央 39 5 38 4 2 3 -1
42 山形イブニング 37 3 36 2 1 2 -1

第
六
ブ
ロ
ッ
ク

43 米沢 60 6 60 7 2 2 1
44 長井 32 2 32 2 1 1
45 米沢上杉 56 4 55 4 1
46 南陽 23 2 23 2 1 1
47 白鷹 18 18
48 高畠 48 3 48 3 1 1
49 小国 18 15 3
50 米沢中央 52 2 53 3 1 1
51 南陽東 46 49 4 1
52 長井中央 23 1 23 1
53 川西ダリア 16 15 1
54 米沢おしょうしな 31 1 32 3 2 1 2
55 南陽臨雲 35 2 34 2 1 2

地　区　全　体 1915 71 1931 76 75 59 5 2 4
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第2800地区　ロータリーダイジェスト

★酒田東 RC ★南陽東 RC

★南陽臨雲 RC

★南陽 RC

★小国 RC

★高畠 RC

　毎年恒例となった「松林荘手打ちそばを食べる会」の
移動例会を今春も３月27日に行いました。10時からの
そば打ちでは、参加会員18名だけではく、入居の皆さん
も楽しみにしていたようで10名程の皆さんが私たちと
一緒にそばを打ってくれました。
　酒田市養護老人ホーム松林荘では、30年前に桜の苗
木30本の植樹を当クラブでやっております。今は開花
間近の桜の並木になっています。
　そば打ちは、20年余になり皆さんが喜んでくれたこと
が私達にも大変嬉しいこ
とでした。松林荘の皆さ
んといっしょに食べた手
打ちそばは美味しくいた
だきましたが、細いの太い
の様々でとっても手打ちら
しく出来ました。

　当高畠クラブは、社会奉仕活動として地域の清掃と特
別養護老人ホームとの交流会を行ってております。
　清掃奉仕活動は、毎年観桜会例会の前に国道沿線や、
桜の緑道の雪解け後のゴミ拾い清掃を行います。
　特老との交流会は、当町に３ヶ所ある施設の内２ヶ所
を訪問し、輪投げ大会やボーリング大会を行いお年寄り
との交流と施設に対して備品の寄贈も併せて行っていま
す。
　この行事（奉仕活動）は20
数年続いており、これからも
高畠クラブの伝統として残
して行きたいものです。

　南陽市毎年全市をあげて「菊まつり」を行い県内外か
ら多くの方々が集まっているが、2007年度は開催年数
95年という全国一の歴史と文化を誇って、10月12日か
ら11月11日まで開かれた。
　南陽ロータリークラブでは、ロータリー哲学の高揚と
広報活動を目的にこの祭典に例年参加協力し、菊花展
にロータリー会長賞を５種目に贈呈などしているが、本
年はとくにボランティア
活動をされる方々の控
所としてプレハブ施設を
１棟寄贈するなどで、ま
つりの盛り上げを行っ
た。

　４月５日、友好クラブの富山県・新湊中央Ｒ・Cとの友好
延長締結式に当クラブ9名で訪問してきました。		
平成7年友好クラブ締結、以来海の子・山の子交流会とし
て相互に訪問、また高校野球親善試合などの	事業を行い
交流を深めてまいりました。近年どちらも会員の減少か
らか疎遠になっておりましたが、		再延長を機会に、子供た
ちの為の事業を再度実行し
ようと約束してきました。		
　式後の懇親会ではお互い
久しぶりに顔を合わせ友好
談義にはなを咲かせてまい
りました。	

　南陽臨雲ロータリーク
ラブがホストクラブとな
り、２年間米山奨学生とし
て交流を深めてきた顧全
君が、いよいよ卒業を迎え
ました。日本企業への就

職も決まり、４月から社会人となる顧全君に対し、思い
出深く心に残る送別会となるよう企画し、３月17日お別
れ会を開催致しました。
　当日は多くのメンバーに参加いただき、記念品として
メンバーの企業である宮城興業さんのオーダーメイドの
靴と、メンバーの寄せ書きを贈呈しました。また、当日ビ
デオ撮影したビデオを、後日顧全君に送る予定です。
　メンバーの皆さんのご協力で大変盛り上がった送別
会となりました。

　我がクラブの特色は、ローター・インターアクトクラブ
があり、そして県内ではめずらしい高齢者委員会があ
るということです。その委員会の活動ですが、最大の
事業が市内４高齢者施設の入居者同士のゲーム大会
です。風船バレーボールや紅白まり入れをした後、昼食
（高齢者向けと若者向け）を共に摂りながら各施設間の
親睦と交流を図っています。大会のお手伝いには、ロー
ター・インターアクトクラブ、も参加しています。今年は６
月に開催します。

「老人ホーム手打ちそばを食べる会」

新湊中央R・Cを訪問

米山奨学生　顧全 君　お別れ会

南陽菊まつりに協賛

「社会に奉仕する心」

　一面桜の艶やかな世界から、新緑の涼風が心地
よい季節になりました。2008～2009年武田年度の
PETS、地区協議会が開催され「月信」も引継ぎ会議
が終了し、まもなく新たな年度を迎えようとしていま
す。１年近く「月信」の編集に携わり多くのロータリア
ンとの出会いが生まれ、交流を深めさせていただいた
ことに感謝いたします。今、大好きな「コブクロ」のラ
イブの余韻に浸りながら編集作業をおこなっていま
す。口ずさみながら、楽しく、そして有意義に…。

ガバナー月信委員 赤間　俊明
（米沢中央ロータリークラブ）

編

集

後

記




