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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

　いよいよ最終章を迎えました。12回に亘って未熟な文章
を書き続けたと思うとぞっとする気持ちでいっぱいでありま
す。前月末において関係各位の皆々様への感謝の意を述べ
させて頂きましたが最終の月信に当って改めて各PG、AG、
各クラブ会長、幹事、会員の皆様に心から御礼を申し上げ
ます。2007～2008年2800地区の運営に際し何かと御指導、
御協力を賜りありがとうございました。
　特にホストクラブの米沢中央 RCの前年度羽生会長、本
年度柳澤会長を始めとする会員の皆様には地区委員として
の御協力更に各種行事のサポート等ガバナーの地区内外
の活動を支えて頂きありがとうございました。
　一年間のガバナー活動を通じ地区内外のロータリアンと
の出会いは言葉に表せない喜びでした。同一の目的を有し
それぞれ職域、地域の中で堂々の人生を送られておられる
人達を仲間として語り合えることの楽しさはロータリアンと
して又ガバナーとしてその立場に感謝せずにはおれません。
すばらしい一年を過ごせました。
　ロータリー誕生103年の歴史を経てロータリー活動の方
向性が活発に議論されて来ております。
　一つは職業奉仕を基礎とする自己修練と職業そして社会
との係りを大切にしようとする考え方、もう一つはロータリー
組織を一つの運動体とみなし、協力をしながらロータリー

財団を強化し世界平和への貢献を第一義とする考え方であ
ります。
　私はいずれも否定出来るものではありませんが最初に記
述した自己修練～職業～社会（家族を含）活動と言う循環思
考に重きを置きたいと考えています。昨今の世相状況を考
える時、必要とされる職業観、社会観は明らかであります。
　我々の標榜するロータリーの目的（綱領）への理解と接近
しようとする努力であります。この真摯な姿勢こそ今なさな
ければならない行動であると思います。それぞれロータリ
アンが一職業人として、また市民として堂々の行動こそ重要
ではと考えます。
　またクラブ運営について、特に会員の増強でありますが
良き理解者と心から話せる仲間が必要であると思います。
そのためにも一業種一名の原則は極めて重要なものと思い
ます。互いに切磋琢磨し合いながら共通の理念を持つ事は
クラブ運営にとって大切なことであります。更に例会への出
席であります。例会の場は友情の高揚の場であると同時に
自己修練の場でもあります。例会への出席率が問われる所
以はクラブ構成会員の意志が問われることにあります。
　クラブ運営の良し悪しは例会への出席度合によって表さ
れると思います。これらの帰す所は再度一業種一名と言う
選考基準の尊守にあると思います。会員同志の信頼こそが
ロータリアンのロータリーたらしめるものだと確信しております。
　終わりに会員
諸兄の益々御精
励を心から御期
待致します。ま
た武田年度の活
発な地区運営に
積極的に協力し
ていきたいと思
います。 武田ガバナーエレクトへバトンを



Rotary International District 2800

3GOVERNOR'S  Monthly Letter

　今月6月は、レクリエーション活動や保健と医療
問題に共通の関心を寄せるロータリアンや、類似し
た職業を持つロータリアン同志の国際親善と善意
の重要性を認識し、親睦活動への参加の増加及
び、このプログラムに対する理解を促進するため、
RI理事会によって2003年5月「ロータリー親睦活
動月間」として指定されました。RI理事会は、各親
睦グループがプロジェクト、活動及び催しを通して
6月の「ロータリー親睦活動月間」を祝う活動を強
調するように奨励されています。（ロータリー章典
41.040.10）
　全てのロータリー・クラブとロータリアンは、諸
活動を計画する際、ロータリー・クラブ会員の配偶
者と家族のことを考慮に入れなければならない。
これらの配偶者と家族は、ロータリー・クラブ在籍
に伴う楽しい親睦と奉仕目標に寄与できる（手続
要覧）
　「親睦」と言う名称から、ロータリー親睦活動
は、単なる同好会、遊びの会と混同されがちです
が、ロータリーの親睦活動は、RIの構成プログ
ラムで「ロータリー章典」にも記載があります。現
在、ロータリー親睦活動は、ロータリーの綱領を
推進する国際的な奉仕プロジェクトを展開してい
る「ロータリアン行動グループ」と共に、「世界ネッ
トワーク活動グループ」に属しています。「ロータ
リー章典」によれば「ロータリー親睦活動は、職業
的又はレクリエーションの活動を遂行するために
結束したロータリアンのグループである」となって
います。そして「親睦活動の目的は、共通の関心を
持つ人々が友情や親睦を深めることである」となっ
ています。親睦活動には、趣味、職業等100近くの
グループがあり、今でも増え続けています。自分に

合ったグループを見つけ世界の友人をつくったり、
新しいグループをつくりましょう。RIのウェブサイ
トにリストが掲載されています。ロータリーで言う
「親睦」は（Fellowship　仲間・同業）となってい
る所以でしょう。
　又、一般的に言う「親睦」は（Friendship　友
情・味方）で文字通り「親しみ睦まじくする事」で
配偶者であれ、家族であれ、友人であれ、仕事仲
間に於ても、飲食を共にして、お互いに仲良くする
事は、人生においても、欠く事のできない重要な
核になっている事は間違いありません。PIが定義
する、「ロータリー親睦活動」とは、若干意味合い
が違っているようですが、ロータリアン同志であ
れ、多くの方 と々友情を深め、絆を強くし、コミュニ
ケーションを図る事は、人生にとって必要なもので
す。我 ロ々ータリアンの義務の一つ、まず例会に出
席しましょう。出席がコミュニケーションのスター
トで、親睦のスタートでもあるのです。一週間振り
で交わす挨拶、異業種同志の情報交換、趣味の
話、そしてロータリー情報等々で心の洗濯が出来
る爽快感。そこから、思いやり、分かちあい、報恩
の「超我の奉仕」「利己の利他」が芽生えロータリ
アンで良かったと思う心が育まれます。ロータリー
に入りたいと考えている人が、あなたのすぐ側で見
ています。
　ロータリアンの親睦により、知り合いを広め深め
ることにより友情を育て仲間意識を高めて奉仕活
動に携わる心の基盤を相互にしっかりと確かめ共
有することであること、そしてロータリー活動の成
立と活性化の基本的条件だと思っています。
　月間に鑑み、親睦について大いに語り合い実行
する事で、会員減少に歯止めがかかり、増強につ
ながるチャンスになればと願っています。各クラブ
では、年度末懇親会
が企画されている事
でしょう。有意義な懇
親会で、魅力ある新
年度を迎えて戴けるよ
うに期待しています。

直前ガバナー

関原　亨司

ロータリー親睦活動月間にあたって

（酒田ロータリークラブ）
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地　区　協　議　会　報　告２ ０ ０ ８ - ２ ０ ０ ９ 年 度
国際ロータリー第２８００地区

報告：地区協議会実行委員長 （山形南ロータリークラブ）加藤　昭弘

　武田ガバナーエレクトとして最後の一大イベ
ント、２００８～２００９年度国際ロータリー
第２８００地区  地区協議会が平成２０年４月
１９日 ( 土 ) 県都山形市東北芸術工科大学を会
場に開催されました。    
　例年より４～５日早い桜の開花で、丁度満開
の花見ごろでしたが、昨日来の雨でちょっぴり
残念でした。しかし、外の景色を気にせず協議
会に打ち込むことが出来たのではと思っており
ます。       
　さて、武田和夫ガバナーエレクトを中心に山
形南ＲＣがホストを務め、大友恒則ガバナーを
はじめ、研修リーダー、副リーダー、そして地
区内５５クラブの次年度の会長・幹事・各委員

長、総勢４６８名の方々が参加し活発な討論が
行われました。     
　午前の部は１１：００より次期ガバナー補佐・
会長・幹事会、大友恒則ガバナーと武田和夫ガ
バナーエレクトの挨拶。武田ガバナーエレクト
から地区役員の紹介があり、その後、今年度地
区収支予測並びに次年度予算案、次期地区組織
について協議を行い、 承認されました。
　昼食は学生食堂でトレーを手に並んでいただ
きました。若き学生時代を思い出された方も多
かったと思います。     
　本会議は１３：００より開催され、大友恒則
ガバナーの挨拶に続き、大友ガバナーによる佐
藤豊彦ガバナーノミニー ( 天童ＲＣ ) の紹介と

提供　東北芸術工科大学
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佐藤豊彦ガバナーノミニーによる挨拶があり、
次いで武田ガバナーエレクトによる挨拶とリー
ダー・副リーダーの紹介、次期ＲＩテーマと地
区目標について詳しい説明がされ、そのなかで
武田ガバナーエレクトは、次年度ＲＩテーマ「夢
をかたちに」を踏まえ、地区目標「楽しいロー
タリーで仲間を増そう」を提示され具体的目標
として５つの項目を挙げられました。  
　特に１００年以上前シカゴでポール・ハリス
と、その仲間が集まってから、ロータリーは
何故今まで存続発展できたのかとしたうえで、
ロータリー活動を１本の樹の生長にたとえ、お
互いに助け合い信頼で結ばれた仲間は、水や養
分を集め取る根、高い職業倫理は、それを枝葉
に伝える幹、周りの地域社会に対する配慮や世
界の人々への思いやりは、美しい花や夏の木陰
を作る葉などにたとえられると熱く問いかけま
した。さらに関原亨司地区研修リーダーから「地

区協議会の目的について」講話を受け、分科会
に移りました。     
　分科会は、１４：００からガバナー・パスト
ガバナーがリーダーとなり、９会場に分かれ開
催されました。   　 
　次年度の地区・クラブ運営について熱心な協
議と研修が行われ、終了後１５：１０より本会
議が再び開かれ、各分科会の副リーダーから協
議・研修の成果が発表され、そして大友恒則ガ
ナバーより所感をいただきました。   
　その後、大友ガバナーと武田ガバナーエレク
トの間で、記念品贈呈の形でバッジ交換がなさ
れ、形式上の次年度へのバトンタッチが、全員
見守る中で厳かに執り行われました。
　最後に地区大会は１０月３・４日に山形市で
開催される旨の案内があり１６：１０に地区協
議会は無事閉会となりました。   
     



Rotary International District 2800

6 GOVERNOR'S  Monthly Letter

米山奨学生オリエンテーションを開催

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）

　去る５月１１日（日）、山形市のパレスグラ
ンデールに於いて２００８学年度の「カウンセ
ラー説明会」並びに「米山奨学生オリエンテー
ション」が開催され、大友恒則ガバナーをはじ
め地区役員と地区米山委員計１０名、新規米山
奨学生７名、世話クラブカウンセラー（代理含
む）７名、講師としてカウンセラー経験者の山
形西ＲＣの伊藤義彦さん、の計２５名が出席し
ました。
　カウンセラー説明会では、世話クラブの山形
イブニング、寒河江さくらんぼ、天童東、南陽東、
長井、長井中央、鶴岡東の各カウンセラーに対
し、地区米山委員会から①カウンセラーの役割
と心得、②個人情報の取り扱い注意、③届出書
類、④セクシャルハラスメント、パワーハラス
メントなどについての説明がありました。後半
では伊藤義彦氏の「カウンセラー経験から学ん
だこと」と題するスピーチをお聴きしました。
各カウンセラーから「心の通った交流や指導を
どのように実行したか具体的に知ることができ
た」、「安心した」との感想をいただきました。

　「米山奨学生オリエンテーション」ではパワー
ポイントで各種注意事項の説明があった後、各
奨学生は奨学生の義務や規則を定めた確約書に
署名し、大友ガバナーから米山バッジが贈呈さ
れました。その後７名の奨学生の３分間スピー
チがあり、ロータリーへの感謝の思い、研究テー
マ、将来への夢などが語られました。
　言うまでもなく私たちの願いは世界平和と奉
仕の理想の実現です。そして私たちの情熱の源
泉は、ロータリー運動に対する「誇りと自信」
ではないでしょうか。米山奨学事業は身近にい
る奨学生を鏡としてロータリーの存在意義を私
たちにはっきりと感じさせてくれます。各クラ
ブにおかれましては来年度も地区米山奨学委員
会をうまくご活用いただき、夢の実現に向けて
自クラブの一層の活性化を図っていただければ
誠に幸いです。
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　例年ならば櫻花満開、春爛漫の好適日を選ん
だつもりだったが今回は名残花となった4月24
日、2530・2800両地区パストガバナーの皆さん
21名が此処米沢に集い第10回RI両地区合同研
究会を開催されました。
　佐藤豊彦GNの司会進行により大友Gによる
開会と歓迎の挨拶、引続き当地区の現況報告、
RID2530味戸GE、当地区武田GEによります次
年度への抱負をお聞きし、大友Gが議長となり
協議事項に入りました。
　懸案であった本合同研究会の継続についての
協議がされました。253地区から分割した時か
ら17年が経過し253当時のP G は濵田氏、松永
氏、九里氏の3名のみとなり各々独歩している
ので昨年来の懸案事項でもあったが、会員減少
化の昨今を憂い思うと両地区合同の会員大会や
ライラなど共同開催の可能性も多々あるので今
後もこの研究会は継続することで一致されまし
た。
　協議内容はこの一点でしたが付随する諸問題
について両地区PG氏の活発なご意見が次々と
交わされ、予定された90分を超えて120分にも
迫る研究会となり今更ながらPG諸氏のロータ
リーに懸ける情熱を感じました。
　引続き懇親会も親睦と友情交換には大事な要
素でありますので、今回は大友G地元米沢（一
昨年は山形市、昨年は福島市）にお集まり頂い
たので、野々村PGの特別な計らいで山形舞子
の日舞を冒頭ご覧いただくことに致しました。

続いて2530
地 区 松 永
P G の 乾 杯
ご発声、そ
して歓談と
なりました
が濵田、加
藤両氏の蔵
地酒提供などで盛り上がり、二次会においても
米沢牛も僅かばかりでしたが堪能いただき、こ
れにもご満足を頂戴した様子で設営者としては
安堵をしたところでした。                         

出席者名 （敬称を略します）

2530地区　85-86松永輝彦（原町）・97-98鈴木喬

二（いわき中央）・02-03阿久津肇（福島）・05-06紺

野嘉昭（福島北）・06-07寺島岩男（原町中央）・GE

味戸道雄（須賀川）・GN中澤　剛（会津若松南）

2800地区　07-08大友恒則・80-81濵田五左衞門・

86-87九里茂三・92-93遠藤栄次郎・93-94加藤有

倫・94-95安孫子貞夫・95-96渡部保太郎・02-03

野々村政昭・04 -05豊田義一・05 -06石黒慶一・

06-07関原亨司・GE武田和夫・GN佐藤豊彦

事務局　地区幹事 佐藤　斌・資金委員長 鈴木博

雄・事務局長 今井健次

第10回 ＲＩ2530地区・2800地区 合同研究会報告
地区幹事 （米沢中央ロータリークラブ）佐藤　　斌
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　去る4月6日(日)、奉仕プロジェクト3委員会合同
会議をホテルキャッスルにて開催いたしました。
旧新世代委員会と言われたインターアクト、ロー
ターアクト、ライラの委員長、委員。国際奉仕／
WCS委員会、委員長が参加。GEも同席下さいまし
た。組織の縦横の連携、協力を確固たるものとす
る為の本年度が始めての試みでありました。
　会議の冒頭に奉仕プロジェクト委員長が各委員
会の今までの経過を説明、現状の認識を求めまし
た。現状を打破するには、奉仕プロジェクト委員
会全体の協力はもとより、各スポンサークラブ、
提唱クラブからの充分な協力も得たいということ
を確認いたしました。

３つの小委員会での結果
１．インターアクト委員会
・インターアクトに対するロータリアンの意識の高揚
・設置高校との関係強化

・未設置高校への呼びかけ
　特に今年度はインターアクト、顧問教師、ロータリ

アン合同会議を新規に設ける事になりました。
２．ローターアクト委員会
・現在の危機的状況を打破して、会員増員と共に何らかの

活性化を図っていく必要性を全員で認識いたしました。
　全提唱クラブ担当者がアクト会長、幹事会での情報

交換の開催。
３．新世代ライラ小委員会
・今年度のライラはホストクラブを山形イブニングRC

にお願いすることになりました。開催地は山形市近
郊とさせていただきます。

　奉仕プロジェクト委員会の全面的な協力。
　最後に社会奉仕、国際奉仕、青少年交換を含め
た６つの小委員会が互いに連携を取り合いそれぞ
れの委員会が活性化なるよう確認しあって会議を
閉会いたしました

次期奉仕プロジェクト委員会 合同会議

第2800地区 第17回ローターアクト 年次大会

森光　雅一（天童西ロータリークラブ）

薮田　寿一ローターアクト代表

　5 月17 日（土）、南陽市のグランドホクヨウ南陽に
於いて、南陽東ローターアクトクラブ（提唱：南陽東
ロータリークラブ）をホストとして、ローターアクト第
17 回年次大会（以下、年次大会）を開催させて頂き
ました。年次大会には、大友恒則ガバナーをはじめ、
地区内外より約 120 名の方々においで頂き、盛大に
行われました。今年は「喜・Do・愛・楽」を大会テー
マとして設定しましたが、これは「ローターアクトとし
て活動（Do）することで実感することのできる喜び（喜）

や愛情（愛）を、共に分かち合い楽しもう（楽）」とい
う思いを込めたものでした。
　式典は厳粛な雰囲気の中、ローターアクト代表の
挨拶から始まり、小関寛南陽東 RC 会長及び竹田舞
衣子大会実行委員長の歓迎の挨拶を経て、大友恒則
ガバナー並びに塩田秀雄南陽市長からご祝辞を頂戴
しました。その後、今年度を　振り返りながらご列
席頂いている方々に地区ローターアクトをご紹介する
意味で、ローターアクト代表より地区活動報告及び紹介
のプレゼンテーションが和やかムードで行われました。
滞りなく式典が終了した後、阿部正ローターアクト委
員長、藤川享胤カウンセラーにご挨拶を賜り、大友
恒則ガバナー他多数の応援団による乾杯のご発声を
合図に懇親会がスタートしました。ゴスペルグループ

「DimpleDimple」と南陽東ローターアクトのコラボレー
ションによる「上を向いて歩こう」などの歌や、2800
地区ローターアクトによるダンスの披露により、懇親
会は大変な盛り上がりとなりました。
　大会翌日、他地区の参加ローターアクターから「と
ても楽しかった」・「数時間かけて山形に行った甲斐
があった」・「見習うべき点が幾つもあった」など、あ
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第2800地区 地区会員増強セミナーの報告
佐藤　孝子（鶴岡ロータリークラブ）次年度会員増強・会員維持委員会 大委員長

　２００８年５月１７日（土）１０時よりパレスグランデー
ルにて大友年度武田年度共催で「地区会員増強セミ
ナー」が開催された。
　大友ガバナー、武田ガバナーエレクトの挨拶を頂き、
セミナーが開会されました。今回の講師は３月１６日
の「全国会員増強セミナー」でもリーダーでご活躍さ
れた次年度 RRIMC（RI 地域会員組織コーディネー
ター）桑原茂氏をお迎えして行われた。

　基調講演「ロータリーの夢を現実に」

　会員増強、会員維持の基本的な考え方をわかり易
く丁寧に説明して頂きました。
　一番大切な事は自分達のクラブに活力があり、魅
力あるロータリークラブであるかどうかです。自分達
のクラブに合った方法を見つけ「魅力あるロータリー
クラブは、どんなクラブをいうのか」また「魅力あるロー
タリークラブは、どうすれば作れるのか」という問題
と取り組む必要がある。
　ロータリーの原点に帰り、私達が心に描いていた
ロータリーの夢を現実にしょうではありませんかと結
ばれた。
　この基調講演の内容は後日月信に掲載して頂きま
す。楽しみにして下さい。
　セミナーの後半はパワーポイントを使い、中央に発
言者（次年度会長）の方達に座って頂き、資料の説
明と皆さんの意見を聞きながらユーモアに富んだ講演
であった。

　新会員の勧誘　　－ Ask?　Ask?　Ask? －

　名古屋のセミナーで使ったパワーポイントはガバ
ナーエレクト事務所に用意してあります。各クラブで
資料としてお使い頂けます。
　７月７日（月）第１回 RI 会長主催会議が、　会員
増強をテーマに開催される。
その折、下記のような事前発表が行われますので、

該当するクラブや事例があれば、是非情報をお寄せ
くださいとのお願いがあった。
１ａ．新設クラブの情報
　 b．再生、新生クラブの情報
　ｃ．特色ある奉仕活動を実践して、活性化したクラブ
　ｄ．なんらか支援を必要としているクラブ
　ｅ．１０％以上の増強をしたクラブ
  ｆ．クラブや地区として、増強への特色ある取り組
　　　みの例
　ｇ．その他、特に取り上げたい事例
２．条件　７月７日の会議に発表クラブより代表者が出

　席できる事
３．但し件数が多数の場合、事例の選択及び発表形式

　は RRIMC の会議の上決定させて頂きます。
４．情報提供の締め切りは、５月29日必着、クラブと交渉

　中は」その由を記載して下さい。
　７月新年度がスタートしてすぐにブロック別のセミ
ナーが予定されています。今回のセミナーを元に開催
したいと思いますのでよろしくお願いいたします。
　流石に１時間半の予定の時間どうり終了、関原
次年度カウンセラーから講評を頂き、昼食後解散。
１４６名の参加の皆さんご苦労様でした。
内容のある充実したセミナーであった。

りがたい言葉を多数頂戴しました。これまで、「自地
区の年次大会に来てもらいたいから、また素晴らしい
ものにしたいから、自分も進んで他地区に足を運ぼう」
という思いで、幾度となくあらゆる地区の年次大会に
参加してきましたが、「年次大会」というものが「こ
んなにも準備が大変で、こんなにも楽しく感動できる
もの」だとは思いませんでした。大会が終わった今で

は、少しの疲労感と大きな充実感・達成感が思い出
として残り、また言葉では言い表せないほどの清 し々
さを実感しているところです。今回ホストを担当した
南陽東 RAC のメンバーのうち、ほとんどが年次大会
のホストを初めて経験した訳ですが、本当に良い経
験になったと思います。このような経験は地区内の全
ローターアクターに是非味わってもらいたいものです。
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米沢RC
50周年記念 寒河江さくらんぼRC20周年記念式典

会報、広報委員長 後藤　周一（寒河江さくらんぼロータリークラブ）

　平成20年４月13日（日）、ホテルシンフォニー
に於いて、当クラブの創立20周年記念式典が、
RI2800地区大友恒則ガバナーはじめ、多くのパス
トガバナー、来賓、県内各クラブの多くの仲間の
ロータリアンの御出席を賜り盛大裡に挙行、終了し
ましたことに心より感謝申し上げます。特に、国際
ロータリー3630地区より、姉妹クラブであります安
東中央RC下昌根（ビュン、チァングケウン）会長は
じめ多くのご参加を賜りましたことは、国際的な交
流という意味において、大きな意義があったものと
思います。

　さて顧みますと、寒河
江さくらんぼロータリー
クラブは、寒河江ロー
タリークラブをスポン
サークラブとして、特別
代表の安孫子正平様の
ご尽力とご指導のもと、
1989年（平成元年）３月

24日設立、６月10日に国際ロータリーに加盟承認
され、チャーターメンバー25名で誕生した県内39
番目のクラブでした。
　以来20年、地域の皆様、県内外のロータリー
クラブの皆様のご指導、ご協力のもと『奉仕の理
想』を求めて活動してまいりました。特に今回の
記念式典の記念品は、当クラブの社会奉仕事業と

して創立まも
なくから、慰
問、交流活動
している知的
障 害 者 授 産
施設「寒河江
共労育成園」

の協力のもとで製作、提供できましたことは、その
ひとつの象徴であると自負しているところでありま
す。又、20周年記念事業として「最上川ふるさと公
園内に屋外の時計塔、寒河江市図書館への図書
寄贈、村田兆治氏らを迎えての青少年育成少年野
球教室」などの６つの事業ができたことを、会員
共々喜んでいるところです。
　今年度は「20年みんなで祝おうロータリー」をス
ローガンに年間を通じて、この創立20周年記念事
業に会員一人一人がその任務のもと、準備をしてき
たつもりです。その情一杯の感謝の心を込めて迎
えた記念式典、祝賀会でしたが、ご出席の皆様に
は満足いただけたでしょうか。
　私たち寒河江さくらんぼロータリークラブは20
年という一つの節目を、これまで見守り育てて頂い
た感謝と、明日からの『奉仕の理想』を求め、これ
からの10年、20年を会員一同、心を合わせて歩み
邁進してゆく所存でありますので、今後とも尚一層
のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。
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　平成20年5月10日（土）午後4時より東京第一ホ
テル米沢3階会議室において佐藤 斌地区幹事進
行の下に歴代地区幹事・資金委員長会議がおこな
われました。
　大友ガバナーの歓迎の挨拶において先の諮問
委員会上で単なる懇親会に終始しないようにとの
要請があったことの報告があり、自己紹介の後本
会議は当然ながら地区執行部としての円滑なる運
営と会員大会及び各種会議やRIとの連携に係わる
地区の要として予算執行を行っていく立場から経
験者による次期へのアドバイスや意見交換を行う
会議となりました。
　中でも地区大会における登録料や懇親会、昼
食会の件ではいろんなご意見があり、全員登録制
はやむを得ないが、昼食会参加や懇親会の参加
人数の把握をしっかりやり無駄をなくす最善の方
法を選択してゆこうと合意し、次年度大会委員会
に申し送りをすることになりました。
　また、鈴木資金委員長からは地区資金の現況説
明が行われ4月時点で約75％程度の執行額である
との報告がなされました。
　続いてRI規定審議会は3年に一回開催されるが

昨年の地区諮問委員会で合意された旅費補助金
は毎年15万円を積立し3年で45万円を当てること
になったと報告があり佐藤ノミニー年度時が最初
の支出年度に当たると説明があった。
　次に特別会計基金は武田年度に既に送金済み
でエレクト事務所運営及び会議開催などで運用
されているがこの資金は以前濵田PGから提案が
あり多年にわたり積立てたものであり毎年基本額
を次年度に繰り越して引継しているものと説明が
あった。
　いずれにしても会員減少の危機が現実となり地
区運営は非常に難しくなっているので無駄を排除し
少人数クラブのことも踏まえ英知を結集して地区発
展を目指そうと意を新にした会議となりました。
 
　出席者  

大友恒則ガバナー
地区幹事・資金委員長
98-99 後藤光昭・須貝正造　06-07 髙橋弘哉　
07-08 佐藤斌・鈴木博雄　08-09 大久保章宏・高梨英
吉　09-10 伊藤彰・今田尚夫
事務局長
07-08 今井健次　08-09 鈴木政康

（尚、本会議案内は91-92から09-10迄の該当者でRC在籍者30名の方にしました）

【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.248

　「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。

◎「“心の温かさ”こそロータリーの推進力」   松本兼二郎　1973　 4ｐ
◎「どうしてあなたはロータリアンになっているのですか」 中山　義之　1997　 6ｐ（横浜東RC週報）
◎「ロータリーよ、いずこへ？」    村田　善明　1984　 4ｐ
◎「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神とロータリーの理念」 濱川金兵衛　1986　 4ｐ
◎「ロータリーの精神を振るい起こすには」　　　　  前原　勝樹　1974　 4ｐ
◎「職業奉仕のお話」     神守源一郎　1981　18ｐ
◎「良き市民とは・・・＞その心得十カ条」   伊藤次郎左衞門編輯　12ｐ
◎「四つのテスト」     刈谷ＲＣ　　1998　 9ｐ

［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（３）

歴代地区幹事・資金委員長会議2007～08年度RI第2800地区
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鈴木　政昭
広報・ロータリー情報委員会大委員長

米沢ロータリークラブロータリーの綱領
　ガバナー月信11号H20.5月号に「決議34号」につ
いて掲載した。誤りがあったので次に訂正しておき
たい。分裂の危機を救ったのは「テネシー州・ナッ
シュビルRCのウィル・W・メーニア・JR」と「1923～
24のシカゴRC会長ウェストバーグ」であり、次い
で、クラブの社会奉仕の活動としてクラブが受け
入れて「団体」が受け入れるのではなく、そして3
番目の訂正は「ライオンズ」を作ったのは「メルビ
ン・ジョンズ」ではあるが、ロータリーの会員ではな
かったこと。
　さて、過日クラブ例会で2007年版の手続要覧を
入手した。
　3年に1度の改定により発刊されるので、今まで
は2004年版を常に携帯していたことになる。英語
版もあるらしいが、なかなかそこまではなぜか手
が廻らない。
　ロータリー・クラブ定款第15条に「会員は、入会
金と会費を支払うことによって、綱領の中に示され
たロータリーの原則を受諾し、本クラブの定款・
細則に従い、その規定を遵守し、これに拘束され
ることを受諾するものとする。」（251頁）と明記さ
れ、会員は「綱領」の熟読を要求されている。
　まず最初に「ロータリーの綱領は、有益な事業
の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成
する。」とある。この綱領の最初の部分が「ロー
タリーの綱領」であり、この部分は次に続く文章
の前文ではない、とされている。「ロータリーの綱
領」はあくまでも一つであり、次に続く第1から第4
までは「ロータリーの綱領」を達成させる方法を示
しているのである。
　次にキーワードは「奉仕の理想」（Ideal of 
service）である。
　米山梅吉氏は「奉仕の理想」を「サービス」で通
された。とある。「奉仕の観念にこだわるより“役
に立つ”という考え方が適切であり」「初期ロータ
リーの相互扶助の観念が、外部に対し一般的奉
仕観念に進展したものをServiceと呼ぶようになっ
た」と、ことさらに行為をあらわす必要のないこと
を説いています。（This Rotarian Age　米山梅吉

訳　ロータリーの理想と友愛）
〔1905年2月 シカゴ〕
　ロータリーが創始されたのは1905年2月23日とい
うことになっていますが、その時点では未だ確定し
た定款とか細則のようなものはできておらず、また
そのクラブ名もロータリーとは言っておられなかっ
たようです。
　その最初の定款ができ、刊行されたのは1906年
1月で、その中に2つの綱領を掲げています。
〔1906年1月付〕
　印刷されたクラブ定款の中に、綱領は次のよう
に述べられていました。

　シカゴロータリークラブ2代目会長アル・ホワイト
がその友人ドナルド・カーターに入会を勧誘したと
ころ、「そんな内部の利益交換だけで対社会的意
義に欠けているクラブは将来性がない」と言って
断られました。これを聞いてポール・ハリスは直ち
に次の項を加えることを提案し、
〔1907年に更にもう1条採択されました。〕

　これを知ったカーターは喜んで入会したと言わ
れています。
　綱領の根幹を貫く思想は一貫して「親睦と職業
倫理の確立」であり、この理想の上に時代時代の
価値観や、諸々の体験が肉付けされ、社会奉仕と
国際奉仕の観念が生まれ、ロータリーの中に芽生
えそして育った「奉仕」の概念が逐次成熟し、こ
の変化に伴ってその都度「改定版」となり、これ
が1922年でほぼ固まり、1951年で現行の形となっ
た。
　そして、その基本的な考え方、底に流れる思想
について考えたとき、「自己の職業観を通じて人に

　
綱
　
　
領

　
綱
　
　
領

第１　本クラブ会員の事業の利益の増大
第２　通常社交クラブに付随する親睦及

びその他の特に必要と思惟する事
項の推進。

第3　シカゴの最大の利益の推進、及び
市民の誇りと忠誠とを市民の間に
拡げること。
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対する思いやりと他人のために役に立つという倫
理観の完成に他ならない」という根本的な考え方
に突き当たる。
　それは「実業人としてまず利益を第一としてそ
の深奥に精神的な支えが必要である」としてい
る。
　そのことを踏まえて、現在の経済活動を概観し
たとき、日本銀行は4月の金融経済月報で景気は
「減速している」とし、前月までの「緩やかに拡
大」という判断を変えた。景気は常に循環するの
で、拡大が始まってから6年も経つとあれば、減速
しても不思議ではない。企業が財務健全化や事業
の効率化を進めれば、経済全体を押し上げる原動
力となる。今は企業により一層の改革と実行をせま
られる経済環境といえる。つまり景気の減速を、経
済改革を加速させるきっかけとしたい。またその環
境が整ったとみたい。
　そして、その一方で人間はもっと謙虚にならねば
ならないのではないかとさえ思っている。そもそも
人間は火を使い石器を作る技術を覚えたことによ

り、人間が人間らしい生活が出来るようになった。
ということは実は、技術が人間を作った、産み出し
たのではないか。だとすれば、人間が実は技術を
コントロールできるという考え方は、実は傲慢かも
しれない。実際、人間は技術の自己運動に振り回
され、利益を追い求める資本の自己増殖運動に翻
弄され、地球温暖化や格差拡大といった問題を産
み出しているのではないか。
　実はもっともっと謙虚に振舞うべきではないの
か？
　同じ事をもう一度云いたい。「実業人としてまず
利益を第一とする。しかしその深奥に精神的な支
えが必要であると脇まえることも肝要なのではな
いか。」と。
　そして、それは「ロータリーの綱領」の真髄を貫
く一本の太い大きな考え方、それは「社会的責務
を自覚し実践するのが『Ideal of Service』であ
る。」と実は秘かに模索している。
　先輩ロータリアンに敬意を表したい。課題提供
されたので……。

  ――ロータリークラブは、世界の子供たちからポ
リオを無くそうという運動に取組んでいます。世界
中のロータリアンの寄付金は、ユニセフ（国際連合
児童基金）を通して、子供たちへのポリオワクチン
の接種に役立っています。  

アグネスさん　その通り
です。ロータリークラブ
がなかったら、ポリオの
減少に関してここまでの
成果は出なかったと思い
ます。全世界のロータリ
アンがポリオを撲滅しよ
うということで、ずっと前
からワクチンの支援をし
てくれて、それでいまはほ

ぼ絶滅に近い状態です。私はすごく感謝しています。
ロータリークラブが全面に出ないところがまたすご
いです。ロータリアンの方にお会いしたときは必ず、
「皆さんの御支援がポリオ絶滅に大きな力となっ

ています」と、お礼を言っています。 
――アグネスさんは教育界のノー
ベル賞とも言われるぺスタロッ
チー教育賞を受賞されています
ね。米沢市にも九里学園学園長
をされている九里茂三先生がや
はり同賞を受賞されています。 
アグネスさん　米沢市にそのような方がおられると
はすごく嬉しいです。何かのご縁ですね。九里先生
に宜しくお伝え頂ければ大変に光栄に存じます。 
　私がぺスタロッチー教育賞を受賞したのは２００
５年の時ですが、その時に「あなたはこれまでの最
年少です。期待を込めて賞を差しあげました」とい
うように言われたのです。私はその時に平和教育を
拡げたり、あるいは世界の子供たちの教育面でで
きるだけ貢献していきたいと思いました。九里先生、
是非応援してください。 

（アグネス・チャン　歌手、教育学博士、日本ユニセフ協会大使）
※記事・写真提供　米沢日報（平成20年６月１日特集号より抜粋）

歌手	アグネス・チャンに聞く インタビューは成澤礼夫米沢日報社長
(米沢上杉ロータリークラブ)
米沢市市民文化会館・４月９日

九里茂三氏
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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

2008.4.30
会員数

内女性
会員

年初からの増減数 4月
出席率

累計出席率
7～4月分増 減

第
一
ブ
ロ
ッ
ク

1 酒田 40 4 40 4 2 2 81.08% 84.05%
2 酒田東 35 2 36 3 3 2 98.40% 100.00%
3 遊佐 12 12 91.34% 85.14%
4 八幡 6 4 2 100.00% 79.69%
5 酒田中央 38 38 83.11% 78.71%
6 酒田スワン 16 5 15 5 1 96.60% 88.91%
7 平田みすみ 6 1 6 1 83.33% 82.93%
8 酒田湊 15 2 15 2 97.33% 95.08%

第
二
ブ
ロ
ッ
ク

9 鶴岡 45 5 46 5 2 1 79.07% 76.57%
10 鶴岡西 42 3 43 3 2 1 79.61% 84.88%
11 余目 38 39 1 2 1 69.70% 75.14%
12 立川 24 24 1 1 96.59% 94.20%
13 鶴岡東 52 3 52 3 2 2 66.48% 74.11%
14 鶴岡南 16 2 19 3 3 82.35% 91.67%

第
三
ブ
ロ
ッ
ク

15 天童 49 2 51 2 3 1 100.00% 98.37%
16 村山 27 27 1 1 89.80% 89.24%
17 新庄 23 2 23 2 86.00% 86.74%
18 尾花沢 24 24 81.25% 91.06%
19 東根 44 43 1 93.02% 89.23%
20 最上 23 1 22 1 1 81.82% 80.34%
21 天童東 56 56 1 1 78.51% 82.74%
22 天童西 28 29 1 87.83% 83.89%
23 東根中央 37 1 42 1 5 78.57% 77.08%
24 尾花沢中央 19 19 78.95% 85.62%
25 村山ローズ 21 5 23 6 3 1 90.22% 77.38%
26 新庄あじさい 25 25 86.67% 92.41%

第
四
ブ
ロ
ッ
ク

27 寒河江 53 57 7 3 89.10% 90.32%
28 大江 24 25 1 91.67% 93.76%
29 朝日 15 14 1 91.00% 85.18%
30 河北 37 34 3 92.16% 87.89%
31 寒河江さくらんぼ 35 35 100.00% 100.00%
32 西川月山 22 22 80.30% 83.12%

第
五
ブ
ロ
ッ
ク

33 山形 85 86 6 5 98.83% 99.37%
34 上山 22 1 22 1 1 1 83.00% 83.66%
35 山形西 95 98 6 3 91.50% 91.74%
36 山形北 78 1 79 1 4 3 98.73% 99.61%
37 山辺 33 32 2 3 92.13% 94.53%
38 山形南 60 59 3 4 93.37% 92.59%
39 中山 17 16 1 75.00% 78.25%
40 山形東 44 47 3 79.67% 79.49%
41 山形中央 39 5 38 4 2 3 81.76% 79.36%
42 山形イブニング 37 3 35 2 1 3 60.61% 69.65%

第
六
ブ
ロ
ッ
ク

43 米沢 60 6 61 8 4 3 100.00% 95.05%
44 長井 32 2 32 2 1 1 87.10% 91.26%
45 米沢上杉 56 4 58 6 4 2 98.28% 98.21%
46 南陽 23 2 23 2 1 1 77.25% 87.98%
47 白鷹 18 19 1 98.63% 95.91%
48 高畠 48 3 48 3 1 1 71.35% 76.30%
49 小国 18 15 3 100.00% 82.03%
50 米沢中央 52 2 53 3 1 100.00% 100.00%
51 南陽東 46 50 5 1 84.02% 82.94%
52 長井中央 23 1 22 1 1 97.39% 94.30%
53 川西ダリア 16 15 1 70.00% 77.44%
54 米沢おしょうしな 31 1 32 3 2 1 74.50% 76.85%
55 南陽臨雲 35 2 34 2 1 2 80.90% 84.47%

地　区　全　体 1915 71 1934 80 88 69 87.18% 87.66%
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　吾妻山には残雪による「白馬の騎士」の姿があり、周囲の山々
は美しく新緑に彩られております。ガバナー月信も最終になり、
大友ガバナーのカラーを出そうと編集委員全員で表紙のデザイ
ンから始まり、いろいろと試行錯誤をしながらスタートした一年
前が懐かしく思われます。ガバナー月信は、ガバナーからクラブ
に対する特に感心の高い重要事項を伝えるという使命から、原
稿を忠実に表現しましたが、ロータリー用語や表現の違いなど
のご指摘、ご忠告をいただいたりと問題も多くあったことを反省
しているところです。
　また、すばらしい月信だとお褒めの言葉も多くいただいたこと
もあり、大変励みになりました。これを発行するにあたり、会員
の方 よ々り多くの原稿を提出していただき、遅れることなく発行
できたことは最大の喜びであり、深く感謝申し上げます。また資
料、写真などご提供いただいた上杉神社様、上杉博物館様、宮
坂考古館様、鈴木デザイン事務所様に厚く感謝申し上げます。
　最後に編集委員長として微力な私と共に、毎月ご協力下さい
ました編集委員の方々に心より感謝申し上げます。

ガバナー月信編集長 前山　亮一
（米沢中央ロータリークラブ）

所属クラブ：山形西RC
表彰名：第14回（メジャードナー）

細川　伸夫君
所属クラブ：鶴岡RC
表彰名：第14回（メジャードナー）

藤川　享胤君
所属クラブ：天童東RC
表彰名：第4回（マルチプル）

須藤　　博君

所属クラブ：天童RC
表彰回数：MPHF

山口　賢一君

所属クラブ：山形南RC
表彰名：第1回

鈴木　政康君
所属クラブ：山形南RC
表彰名：第3回（マルチプル）

青山恵一郎君
所属クラブ：山形西RC
表彰名：第4回（マルチプル）

鈴木　隆一君
所属クラブ：山形西RC
表彰名：第1回

結城　和生君
所属クラブ：山形西RC
表彰名：第1回

酒井　政輔君
所属クラブ：山形西RC
表彰名：第1回

小林　廣之君

所属クラブ：白鷹RC
入会日：2008.4.26
職業分類：保険代理業

岡崎　鹿造君
所属クラブ：米沢中央RC
入会日：2008.5.7
職業分類：幼稚園

井上　　薫君
所属クラブ：米沢中央RC
入会日：2008.5.7
職業分類：消防施設工事業

佐藤　哲雄君
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所属クラブ：南陽東RC
表彰回数：PHF

川井　利幸君
所属クラブ：南陽東RC
表彰回数：PHF

小関　　寛君
所属クラブ：南陽東RC
表彰回数：PHF

佐藤　忠宏君
所属クラブ：南陽東RC
表彰回数：PHF

高橋　眞己君
所属クラブ：山形西RC
表彰名：第4回（マルチプル）

佐藤　茂雄君

新
入
会
員

米
山
功
労
者

ポ
ー
ル
ハ
リ
ス

フ
ェ
ロ
ー

編 集 後 記

ガバナー月信編集委員（左から　佐藤、前山、安部、赤間、成澤）




