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　2008－2009年度、私は世界中のロータリアンの
皆さんに地域社会の最も大切な資源である「子供
たち」に光を当てていただきたいのです。
　ロータリーの奉仕の最たる特質は、一貫して、
やるべきことは成し遂げるというロータリアンの
固い志に表れています。私たちは日々、何千、何
万という地域社会の中で、周囲を見回し、どこで、
どのような形で人々を助けるのがベストかに思い
を巡らせています。
　私たちが行う支援活動はさまざまな状況に対応
するものであり、その方法もまた多種多様です。
クラブのレベルでは、学校に本を寄贈したり、身
体障害者の世話をしたり、職業プログラムでボラ
ンティアをするなどの活動があります。クラブ同
士が協力し合えば、単一クラブでは実現できない
ようなプロジェクトも可能になります。さらには、
ロータリー財団の支援の下に、世界中の全クラブ
が一体となったとき、最も遠大かつ重要な目標で
ある「世界からのポリオの撲滅」に渾身の力で取
り組むことさえ可能になりました。
　奉仕プロジェクトを選ぶにあたって、私たちは
最大の成果が期待でき、後々まで恩恵が残される
ものを実施するよう最善を尽くします。しかし、
素晴らしい世界を後世に残すためには、まず、最
も若い世代に焦点を当てなければなりません。で
すから、2008－09年度、私は世界中のロータリア
ンの皆さんに地域社会の最も大切な資源である
「子供たち」に光を当てていただきたいのです。
　健康を享受する機会は、すべての子供に与えら

れて当然のものです。しかしながら、毎日、避け
られるはずの原因で命を落とす５歳未満の子供の
数が３万人を超えているのが現状です。この数字
を初めて知ったとき、私は、そんな馬鹿な、何か
の間違いに違いないと思ったものです。しかし、
その数字に誤りはありませんでした。悲しいかな、
世界では毎日のように、肺炎やはしか、マラリア
といった治療可能な病気で死んでいく子供たちが
後を絶たないのです。最も基本的な資源であるき
れいな水が手に入らないために死んでいく人々も
一日に何千人といます。栄養失調や貧困も、ほか
の要因と絡み合って、多くの人々の命を奪う主な
原因となっています。
　今後１年間の私の希望は、子供の死亡率の低下
をクラブと地区の奉仕プロジェクトの主要目標に
していただくことです。
　この思いから、私は2008－09年度のRIテーマを
「夢をかたちに」としました。食糧と水、保健と就

夢をかたちに
2008～2009年度国際ロータリー会長

李　　東建

President's Message
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学、充実した人生を送り、寿命をまっとうするこ
と……、これは（今現在）多くの子供たちにとっ
て見果てぬ夢に過ぎません。2008-09年度、このよ
うな子供たちとその家族のために、どうか「夢を
かたちに」してくださるようお願いいたします。
そして、幸せと健康に恵まれた平和な世界を築く
というロータリーの夢に向かって、私とともに歩
み、活動してください。
　子供の死亡のほとんどは開発途上国で起きてい
るため、ここに私たちは力を注がなければなりま
せん。一方、それぞれのロータリークラブも地元
地域の子供たちの安全と健康に寄与することで、
責任を果たすことができます。最も豊かな国にお
いてさえ、医療サービスを受けることのできない
子供たちがいます。火災警報器、自転車用ヘルメッ
ト、子供用安全シートといった、ごく単純な器具
がないために、毎日、子供が死んでいるのです。
そして、世界のあらゆる場所で、子供たちはいま
だポリオの脅威にさらされており、私たちが約束
どおりポリオのない世界を築くまで、その脅威か
ら免れることはありません。
　私も人の親であればこそ、わが子や孫たちの存
在がいかに大切なものであるかが理解できます。
私たちは子供をかわいがり、育て、全力をもって
彼らの身を守ろうとします。ロータリアンである
私たちは、さらに、地元地域のみならず、世界中
の子供たちをかわいがり、育て、守り抜く責任が
あると私は信じております。
　ここ数年の間、RI会長は、同じ奉仕の強調事項
を引き継いで掲げ、毎年、保健と飢餓追放、水、
識字率向上を主眼とするプロジェクトに力を注い
できました。この決定にはしかるべき理由があり
ます。これらの強調事項は、ロータリーのリソー
スを最大限に生かして、目に見える進歩が期待で

きる分野だからです。また、莫大なニーズをはら
むこれらの分野でロータリアンが発揮できる力も
十分にあります。
　この３つの強調事項を、私もまた引き継いでい
く所存です。その中で、私がロータリー家族全員
にお願い申し上げるのは、今ロータリー年度、子
供たちの生活をより良くするプロジェクトに焦点
を当てるよう特別に努力していただくことです。
目標を達成するにあたり、３つの強調事項のそれ
ぞれの分野は、相互に密接につながっています。
水系感染の疾病で死亡する子供の数は１日あたり
6,000人です。安全な水があれば、この数字を直ちに、
しかも劇的に減らすことができるのです。栄養が
十分であれば、子供は健全な発育を遂げ、病気へ
の抵抗力も増します。そして、読み書きの能力を
備えた子供は、将来、自らが家庭を築くようになっ
たとき、豊かな環境の中で健全な育児を営むこと
ができる確率が高まるでしょう。
　ロータリーは、まさに地球規模のボランティア
たちのネットワークです。ですから、世界中のク
ラブが協力し合い、私たちがもてる技能と資材の
すべてを結集させるなら、絶妙なタイミングで、
ここぞという場所に、これぞという援助を提供す
ることができるのです。私たちが一丸となったと
き、子供の死亡率を低下させるという果敢な目標
さえ取り組みが可能になります。これが類いまれ
な私たちの組織の資質です。私たちがあらん限り
のリソースを生かし、各クラブとロータリー財団
のリソースをも駆使するなら、真の意味で変化を
もたらし、世界の子供たちのために「夢をかたち
に」することができるでしょう。

■2008～2009年度
　李　東建RI会長と
　ヨン・ジャ夫人の紹介

李　東建、韓国、ソウル
2007－08年度国際ロータリー会長エレクト
2003－07年度ロータリー財団管理委員
2002－03年度国際ロータリー財務長
2001－03年度国際ロータリー理事 

2004－05年度会長主催祝賀会議
　　　　　　 （地域社会問題）委員長
1995－96年度地区ガバナー

　李東建氏は、ソウルにある製造会社、ブバン株式会社ならびにブバン・テクロン株式会社の会長を務めていま
す。延世大学で政治学と外交学の学位を取得した李氏は、現在、釜山情報大学の理事を務め、過去には、母校の
高校と大学の学友会会長を務めたこともあります。また、ソウル銀行の理事を務め、韓国のイタリア領事館にお
いて名誉領事を務めた経歴の持ち主です。2005年には、韓国大統領によって国際親善大使に任命されました。
　李氏は、1971年にソウル漢江ロータリー・クラブに加わり、これまでにRI理事、財務長、管理委員、地区ガバ
ナー、および国際協議会の研修リーダーを務めてきました。また、ロータリー財団地域コーディネーター、ゾー
ンならびに地域の会員増強コーディネーターも務めたことがあります。現在は、韓国でポリオ撲滅民間部門推進
計画の委員長を務めています。李氏は、財団の功労表彰状を受けています。1996年には、地区ガバナーとして32
の新たなクラブを結成し、1800人近くの新会員を入会させ、李氏の地区は、同年度のロータリー世界のリーダー
となりました。第87回国際大会では、会員増強活動におけるその最高の功績を称えられ「カルガリー・チャレン
ジ」の受賞者として表彰されました。
　韓国、ソウルに在住する李氏とヨン・ジャ夫人との間には、４人の成人したお子さんと、４人のお孫さんがい
ます。
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　国際ロータリー第2800地区のクラブ会長、幹

事それからすべての会員の皆さん、2008～09年

度がスタートします。

　今日は昨日に比べて太陽の位置がほんの少し

違うだけですが、新年度で新しい目標に挑戦す

る人々には、大きな変化がおこります。花など

は３日見ぬ間に驚くほど変化します、人は肉体

的には３日では変化を感じないかも知れません

が、精神的な３日の差は驚くほどの変化を見る

ことがあります。無理と思われた地位でも、そ

の地位で努力することにより人の心も行動も成

長し、大きくなり進歩します。

　人は各々夢があります、健康でありたい、子

供の成長、家庭の幸福、これらは社会が正常に

運営されてこそ実現されます。ロータリーにも

夢があります、大きな夢です、戦争のない平和

な世界、飢餓と病気から開放された社会、子供

達が健やかに成長できる環境。今年度のロータ

リーはこの夢の実現のために、

１．安全な水の水保全

２．病気と餓え対策の保健と飢餓

３．身を守るため文字を知ろう、識字率の向上

がD. K. Lee会長が掲げたテーマです。

　毎日３万人の子供の命が感染症で失われる現

実を見つめ、私達は何が出来るか、どうしたら

良いのかしっかり考えよう、そして行動しよう。

ポリオはまだ絶滅はしておりません、きれいな

水を飲めない子供は大勢います。日本ではポリ

オで歩けない子供を見る事はありません、味や

臭いを気にしてボトルの水を買っても、水道の

水が飲めないわけではありません。でも世界に

は井戸もなく、川の水を飲んで病気になる子供

もいます。開発途上国が距離的に遠く直接の援

助が困難なら、現地のロータリークラブの手助

けは出来ます。直接のボランティア行動は無理

でも資金援助は出来ます、ロータリーの提唱す

る１人100ドルに協力しましょう。協力者は大勢

の方が心強く、共に歩む仲間を増やしましょう。

クラブに新しい会員を１人でも２人でも増やし

ましょう。

　第2800地区をここまで育ててくださった歴代

パストガバナーの方々、今年の夢の実現に向け

て、私と歩を共にしてくださるガバナー補佐、

地区委員、事務局、そしてクラブの皆様に感謝

し、ご協力と熱い声援をお願いいたします。

「夢をかたちに」実現させよう
Make Dreams Real

ガバナー就任に
　　　　寄せて

国際ロータリー第2800地区
2008～09年度ガバナー

武　田　和　夫
―――――――――――――――――――――
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武田　和夫（たけだ　かずお）

生 年 月 日：1935年１月25日
住　　　所：山形市十日町一丁目３－37
電　　　話：023－632－3353
Ｆ　Ａ　Ｘ：023－641－7524
 e-m ail ：kazu-t@mtf.biglobe.ne.jp
所属クラブ：山形南ロータリークラブ

▼現　　職
医療法人社団汎愛堂
武田眼科医院　理事長　院長
山形市十日町１－３－37
TEL 023－623－3455　FAX 023－625－0983
▼学　　歴
1953年 県立山形東高等学校卒業
1957年 東京大学教養学部中退
1961年 慶應義塾大学医学部卒業
▼職　　歴
1962年 海上自衛隊２等海尉任官
1964年 慶應義塾大学医学部眼科学教室助手
1967年 山形鉄道病院眼科主任医長
1970年 武田眼科医院開設
1970年 山形医師製薬株式会社取締役
1976年 株式会社イセイ代表取締役

▼役　　職
1984年 社団法人日本眼科医会理事
1986年 社団法人山形市医師会理事
1988年 社団法人日本眼科医会常任理事
1992年 山形県眼科医会会長
1998年 社団法人山形県医師会常任理事
▼賞　　罰
1993年 厚生大臣表彰
▼ロータリー歴
1974年 山形南ロータリークラブ入会
80～81年 山形南ロータリークラブ幹事
82～02年 分区幹事、地区委員・委員長等
00～02年 山形南ロータリークラブ会長
02～03年 ガバナー補佐
06～07年 ガバナーノミニー

ロータリー財団大口寄付者・ベネファクター
米山功労者メジャードナー

武田ガバナー略歴

大友直前ガバナーご苦労様でした
ガバナー　武　田　和　夫

　大友直前ガバナーご苦労様でした、感謝いたします。
　大友直前ガバナーは2007～08年度の国際ロータリー会長ウィルフリートＪウィルキン
ソン氏の掲げたテーマ「ロータリーはおもいやりの心」でお互いに思いやり助け合う心
を大切にして、地区目標の「簡素な組織で豊かな奉仕」を常に念頭に、地域へのサービ
スを説かれ、実践なさいました。
　おかげで2800地区のクラブのCLP採用率も格段に高まり、上杉鷹山公をお手本に、華
美を廃し実質を高め、文字通り簡素な組織造りが行われました。
　市町村合併の影響で、都市部に重点がおかれ、地域のアイデンティティが減少し、地
域と共生していたロータリーの存在価値が小さくなり、さらに地域経済が原油の高騰の
影響を受けるなか、人の和と輪を信じ小さいクラブの活性化に努力なさいました。
　また大友ガバナーを支えたガバナー補佐の皆様と縁の下の裏方を務めた事務局の佐藤
地区幹事、今井事務局長、前山さんはじめ事務局員の方々本当にご苦労様でした。心か
ら感謝とお礼を申し上げます。2008～09年度の事務局をもよろしくご指導ください。本
当にご苦労様でした。
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諮問・指名委員　パストガバナー’ 02～’ 03　所属RC／山形
S17.10.2生　RC入会年月／S58.1　職業分類／料亭

   野  々  村 　 政  昭 
の の むら まさ あき

 自　宅
 〒990-0042　山形市七日町4-1-6
 TEL(023)641-0515　FAX(023)641-0076
 勤務先
 〒990-0042　山形市七日町4-1-6
 TEL(023)641-0515　FAX(023)641-0076
 ㈱のゝ村　代表取締役

諮問・指名委員　パストガバナー’ 95～’ 96　所属RC／長井
T14.4.26生　RC入会年月／S37.6　職業分類／綜合貸衣裳

   渡  部 　 保  太  郎 
わた なべ やす た ろう

 自　宅
 〒993-0084　長井市栄町6-22
 TEL(0238)88-2145　FAX(0238)84-5551
 勤務先
 〒993-0084　長井市栄町6-22
 TEL(0238)84-5550　FAX(0238)84-5551
 ㈲パール衣裳　取締役会長

諮問・指名委員　パストガバナー’ 80～’ 81　所属RC／米沢
T15.6.29生　RC入会年月／S33.6　職業分類／酒類製造

   濵  田 　 五  左  衞  門 
はま だ ご ざ え もん

 自　宅
 〒992-0026　米沢市東3-8-40
 TEL(0238)23-7230　FAX(0238)23-7252
 勤務先
 〒992-0005　米沢市窪田町藤泉943-1
 TEL(0238)37-6330　FAX(0238)37-6335
 浜田㈱　取締役会長

諮問・指名委員　パストガバナー’ 86～’ 87　所属RC／米沢
T10.2.6生　RC入会年月／S40.7　職業分類／私学経営

   九  里 　 茂  三 
くの り しげ ぞう

 自　宅
 〒992-0039　米沢市門東町3-3-11
 TEL(0238)23-2854　FAX(0238)23-2854
 勤務先
 〒992-0039　米沢市門東町1-1-72
 TEL(0238)22-0091　FAX(0238)22-0092
 学校法人九里学園　理事長・学園長

諮問・指名委員　パストガバナー’ 92～’ 93　所属RC／山形西
S6.1.6生　RC入会年月／S35.5　職業分類／石油販売

   遠  藤 　 栄  次  郎 
えん どう えい じ ろう

 自　宅
 〒990-0021　山形市小白川町1-9-25
 TEL(023)622-8431　FAX(023)622-8456
 勤務先
 〒990-8558　山形市穂積85
 TEL(023)631-1331　FAX(023)625-1633
 遠藤商事㈱　代表取締役会長

諮問・指名委員　パストガバナー’ 93～’ 94　所属RC／鶴岡西
S11.9.23生　RC入会年月／S55.11　職業分類／日本酒製造

   加  藤 　 有  倫 
か とう あり みち

 自　宅
 〒997-1124　鶴岡市大山3-32-25
 TEL(0235)33-2000　FAX(0235)33-0477
 E-mail:chimiria@eos.ocn.ne.jp
 勤務先
 〒997-1124　鶴岡市大山3-32-48
 TEL(0235)33-3200　FAX(0235)33-0477
 冨士酒造㈱　代表取締役会長

諮問・指名委員　パストガバナー’ 94～’ 95　所属RC／寒河江
S10.10.9生　RC入会年月／S40.5　職業分類／構造技術

   安  孫  子 　 貞  夫 
あ び こ さだ お

 自　宅
 〒991-0021　寒河江市中央1-10-18
 TEL(0237)86-8615　FAX(0237)86-8616
 E-mail:sadao@rmail.plala.or.jp
 勤務先
 〒991-0021　寒河江市中央1-10-18
 TEL(0237)86-8615　FAX(0237)86-8616
 E-mail:abikoarc@sea.plala.or.jp
　　 ㈱安孫子建築事務所　代表取締役

　
諮
問
・
地
区
ガ
バ
ナ

指
名
委
員

諮問・指名委員　パストガバナー’ 96～’ 97　所属RC／酒田中央
T12.6.23生　RC入会年月／S46.6　職業分類／建築設計事務所

   伊  藤 　 政  一 
い とう まさ かず

 自　宅
 〒998-0062　酒田市北新町2-7-3
 TEL(0234)24-3821
 勤務先
 〒998-0851　酒田市東大町1-48-27
 TEL(0234)24-1567　FAX(0234)24-1569
 E-mail:ito-a@plum.plala.or.jp
 ㈱伊藤建築設計事務所　代表取締役社長

諮問・指名委員　パストガバナー’ 98～’ 99　所属RC／山形北
S3.2.27生　RC入会年月／S47.12.7　職業分類／電気工事

   髙  橋 　 文  夫 
たか はし ふみ お

 自　宅
 〒990-0832　山形市城西町5-12-32
 TEL(023)643-8775　FAX(023)643-8774
 E-mail:fumio-ta@ma.catvy.ne.jp
 勤務先
 〒990-2435　山形市青田3-9-18
 TEL(023)623-0611　FAX(023)623-0617
 E-mail:f.takahasi@tohoku-denka.co.jp
 東北電化工業㈱　取締役相談役

諮問・指名委員　パストガバナー’ 99～’ 00　所属RC／鶴岡
S22.11.2生　RC入会年月／S53.10　職業分類／宗教

   藤  川 　 享  胤 
ふじ かわ きょう いん

 自　宅
 〒997-0029　鶴岡市日吉町9-47
 TEL(0235)23-7563　FAX(0235)24-3711
 E-mail:fujikyo@chive.ocn.ne.jp
 勤務先
 〒997-0029　鶴岡市日吉町9-47
 TEL(0235)23-7563　FAX(0235)23-3711
 E-mail:fujikyo@chive.ocn.ne.jp 
 宗教法人般若寺　代表役員

諮問・指名委員　パストガバナー’ 00～’ 01　所属RC／大江
S8.11.15生　RC入会年月／S45.4　職業分類／電気器具製造

   伊  藤 　 巳  規  男 
い とう み き お

 自　宅
 〒990-1101　西村山郡大江町大字左沢592-2
 TEL(0237)62-2440　FAX(0237)62-2440
 勤務先
 〒991-0061　寒河江市中央工業団地158-15
 TEL(0237)86-1111　FAX(0237)86-1004
 伊藤電子工業㈱　代表取締役会長

諮問・指名委員　パストガバナー’ 01～’ 02　所属RC／南陽東
S15.9.14生　RC入会年月／S63.7　職業分類／精神科医

   佐  藤 　 忠  宏 
さ とう ただ ひろ

 自　宅
 〒999-2221　南陽市椚塚947-1
 TEL(0238)40-3172　FAX(0238)50-3780
 E-mail:t-sato@jan.ne.jp
 勤務先
 〒999-2221　南陽市椚塚948-1
 TEL(0238)40-3170　FAX(0238)43-2076
 医療法人公徳会　理事長
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  第１ブロックガバナー補佐　所属RC／酒田東
 S32.12.20生　RC入会年月／S63.8.18　職業分類／ホテル業

 熊谷　芳則  くまがい　よしのり
 自　宅 〒998-0029　酒田市住吉町18-34
  TEL(0234)33-2591
 勤務先 〒998-0834　酒田市若竹町1-1-1
  TEL(0234)26-1111　FAX(0234)26-1119
  E-mail:pub@richgarden.co.jp
  ㈱ホテルリッチ酒田　代表取締役

　
ガ
バ
ナ

補
佐

  第２ブロックガバナー補佐　所属RC／鶴岡南
 S28.7.3生　RC入会年月／H7.6　職業分類／建築設計

 後藤　　正  ごとう　ただし
 自　宅 〒997-0028　鶴岡市山王町7-10
  TEL(0235)22-4125
  E-mail:t-gotoh@ruby.plala.or.jp
 勤務先 〒997-0861　鶴岡市桜新町8-33
  TEL(0235)24-5510　FAX(0235)23-9565
  E-mail:t_gotoh@brain-staft.jp
　　  ブレンスタッフ㈱　代表取締役社長

  第４ブロックガバナー補佐　所属RC／寒河江さくらんぼ
 S22.7.10生　RC入会年月／H1.4　職業分類／旅行業

 鈴木　茂範  すずき　しげのり
 自　宅 〒991-0031　寒河江市本町3-11-19
  TEL(0237)86-8456　FAX(0237)86-8456
 勤務先 〒991-0031　寒河江市本町1-7-21
  TEL(0237)86-5153　FAX(0237)86-5152
  E-mail:qqgm5dh9k@earth.ocn.ne.jp
  寒河江観光㈱　代表取締役

  第６ブロックガバナー補佐　所属RC／米沢上杉
 S15.11.8生　RC入会年月／S55.11.11　職業分類／米穀

 渡部　文雄  わたなべ　ふみお
 自　宅 〒992-0046　米沢市信夫町1-11
  TEL(0238)22-2285　FAX(0238)22-2285
 勤務先 〒992-0044　米沢市春日3-2-21
  TEL(0238)22-4060　FAX(0238)22-4099
  ㈲富士屋商店　会長

  第６ブロックガバナー補佐　所属RC／小国
 S24.12.30生　RC入会年月／S58.8　職業分類／新聞販売

 遠藤　正美  えんどう　まさみ
 自　宅 〒999-1342　西置賜郡小国町大字大宮154
  TEL(0238)62-3980
  E-mail:omiya154@sea.plala.or.jp
 勤務先 〒999-1352　西置賜郡小国町大字岩井沢375
  TEL(0238)62-4265　FAX(0238)62-2420
  E-mail:masami24@rmail.plala.or.jp
　　  山形新聞小国販売所　所長

  第５ブロックガバナー補佐　所属RC／山形北
 S17.5.1生　RC入会年月／S56.9.10　職業分類／水産物卸

 中村　昻三郎  なかむら　こうさぶろう
 自　宅 〒990-0043　山形市本町1-1-14
  TEL(023)624-0123　FAX(023)624-5023
 勤務先 〒990-2161　山形市漆山1420
  TEL(023)686-3611　FAX(023)686-4312
  山形中央水産㈱　社長

  第５ブロックガバナー補佐　所属RC／山形イブニング
 S28.9.27生　RC入会年月／H12.6.30　職業分類／税理士

 天口　信裕  あまぐち　のぶひろ
 自　宅 〒990-0810　山形市馬見ヶ崎1-6-29
  TEL(023)682-7875　FAX(023)682-7875
 勤務先 〒990-0053　山形市薬師町1-16-1
  TEL(023)625-2773　FAX(023)625-2774
  E-mail:amaguchi@amaguchi.com
  天口会計事務所　所長・税理士

  第３ブロックガバナー補佐　所属RC／東根中央
 S23.10.23生　RC入会年月／H3.7　職業分類／あん類製造

 佐伯　信一  さえき　しんいち
 自　宅 〒999-3701　東根市大字東根甲9267-83
  TEL(0237)43-6248
 勤務先 〒999-3701　東根市大字東根甲9267-186
  TEL(0237)42-0076　FAX(0237)43-6710
  E-mail:saeki@tkcnet.ne.jp
  ㈲佐伯製餡所　代表取締役

  第３ブロックガバナー補佐　所属RC／新庄
 S32.4.11生　RC入会年月／H3.7.1　職業分類／産婦人科医

 三條　典男  さんじょう　のりお

 自　宅 〒996-0084　新庄市大手町5-30
  TEL(0233)28-8125　FAX(0233)22-4011
 勤務先 〒996-0084　新庄市大手町5-30
  三條医院　院長

諮問・指名委員　パストガバナー’ 03～’ 04　所属RC／天童東
S8.2.22生　RC入会年月／S60.3　職業分類／飼料販売

   野  川 　 桂  一 
の がわ けい いち

 自　宅
 〒994-0012　天童市久野本1-2-3
 TEL(023)653-2058　FAX(023)653-2058
 勤務先
 〒994-0001　天童市万代1-2
 TEL(023)653-4151　FAX(023)653-0663
 野川商事㈱　顧問

諮問・指名委員　パストガバナー’ 04～’ 05　所属RC／山形西
S9.10.30生　RC入会年月／S40.5.17　職業分類／薬剤師

   豊  田 　 義  一 
とよ だ ぎ いち

 自　宅
 〒990-0043　山形市本町1-4-30
 TEL(023)633-0444　FAX(023)633-0510
 勤務先
 〒990-0043　山形市本町1-4-30
 TEL(023)622-2747　FAX(023)622-2748
 E-mail:toyodafarmacid@silver.plala.or.jp
 ㈲豊田薬局　代表取締役社長

RI研修リーダー （2008） 諮問・指名委員　パストガバナー’ 05～’ 06　所属RC／鶴岡西
S16.9.20生　RC入会年月／S60.8.9　職業分類／矯正歯科医

   石  黒 　 慶  一 
いし ぐろ けい いち

 自　宅
 〒997-0824　鶴岡市日枝字坂本17-1
 TEL(0235)24-7171　FAX(0235)24-7171
 勤務先
 〒997-0034　鶴岡市本町1-5-25
 TEL(0235)24-8111　FAX(0235)24-8808
 E-mail:keiai@ruby.ocn.ne.jp
 医療法人敬愛会　石黒歯科・矯正歯科医院
 理事長

諮問・指名委員　パストガバナー’ 06～’ 07　所属RC／酒田
S11.12.19生　RC入会年月／S60.4　職業分類／通信教育業

   関  原 　 亨  司 
せき はら こう じ

 自　宅
 〒999-7772　酒田市門田字宮ノ前5
 TEL(0234)93-2158
 勤務先
 〒998-0044　酒田市中町3-1-15
 TEL(0234)21-2575　FAX(0234)21-2576
 ㈱庄内社会教育事業センター　顧問

諮問・指名委員　直前ガバナー’ 07～’ 08　所属RC／米沢中央
S16.10.22　RC入会年月／S58.6　職業分類／自動車学校

   大  友 　 恒  則 
おお とも つね のり

 自　宅
 〒992-1582　米沢市大字神原333
 TEL(0238)31-2402　FAX(0238)31-2402
 勤務先
 〒992-0022　米沢市花沢町3044-1
 TEL(0238)21-3711　FAX(0238)21-3714
 ㈱米沢ドライビングスクール　代表取締役会長

諮問・指名委員　ガバナーエレクト　所属RC／天童
S18.1.12生　RC入会年月／S58.11.1　職業分類／不動産賃貸

   佐  藤 　 豊  彦 
さ とう とよ ひこ

 自　宅
 〒994-0034　天童市本町2-1-14
 TEL(023)653-2014　FAX(023)653-2014
 E-mail:toyohiko-sato112@k9.dion.ne.jp
 勤務先
 〒994-0034　天童市本町2-1-14
 TEL(023)653-2014　FAX(023)653-2014
 富士屋損害保険　代表

ガ
バ
ナ

エ
レ
ク
ト
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パストガバナー

濵田五左衞門

　私がロータリアンとして、
50年間健康に恵まれたのは、
厳しい例会出席と職業分類の

規定とロータリアンの医師の助言による健康管
理のお陰である。1956年図らずも、スポンサー
クラブの山形ロータリークラブ長谷川吉三郎会
長と、庄司晋作特別代表から、米沢ロータリー
クラブ設立のキーメンに指名された、蓼沼外助
氏、粟野善雄氏とともにチャーターメンバーの
名簿作りに携ってから２年掛かった。本来なら
ば、県内二番目の設立の筈が、織物業の有力者
が多い米沢では、職業分類が難しく時間がかか
り、上山、山形西、天童の次に漸く創立に漕ぎ
着けたのである。
　当時は１職業分類から１名の会員で、その職
業を代表したという自覚に誇りを持ったもので

ある。日本国内平均出席率92％と高率のため、
仲間に迷惑を掛けてはならないとの責任感で出
席に励んだ。４回連続例会欠席すると、自動的
に会員身分が終結する。みんな国内外の出張の
都度メークアップに努めた。疾病や傷害で病院
に入院するときには、誰もまだロータリー歴が
浅くシニア・アクチブ会員ではないので、理事
会が出席免除を認めることができない。そこで
一時退会して入院し、退院したとき再入会を認
めるようにしていた。
　このように、各自会員身分の保持に苦労を重
ねたので、エリート意識とノブレス・オブレジェ
の精神が養はれ、少しは奉仕の理想に近づいて
いたと思う。
　現在の定款では、職業分類も、出席規定も当
時では考えられないほど緩和された。それが、
ロータリー先進国日米のロータリアン減少に繋
がっている。

例会出席と職業分例会出席と職業分類類

ガバナー月信編集長

青山治右衛門

　2008～09年武田ガバナー月
信を担当する編集長の青山治
右衛門でございます。

　当年度RIのテーマとして「夢をかたちに」が
提示され、このテーマを具現する為、武田ガバ
ナーは「楽しいロータリーで仲間を増やそう」
を地区テーマに決定されました。
　このテーマを達成する為にも、月信を楽しく
読んでもらいクラブ運営の基盤である仲間を増
やす事に繋がるような内容を考え皆様に提供し
たいとの想いを持って編集したいと存じます。
ご承知の様に、最近表面化した商道徳の衰退は
目を覆うばかりです。

　勿論、時代の変化に合った考え行動も必要で
すが、やはり最低限の倫理感を持つ事は、少な
くとも我々ロータリアンとしての努めかと思い
ます。
　武田ガバナーは、改めてロータリー創設時の
初心に返り、職業奉仕の理念と行動規範である
「四つのテスト」の徹底を図りたいとの問題意識
を強烈に持っております。
　当年度、月信はこのガバナーが考えてみる、
ロータリアンとしての有るべき姿を追求する考
え方を主眼に、編集してゆく所存でございます。
　小生始め月信担当委員、不慣れですので、皆
様方に多大のご迷惑、ご不満をおかけするかと
存じますが全力を尽してがんばりますので、今
年一年何卒宜しくご指導ご支援賜わります事を
お願い申し上げます。

月月月月月月信信信信信信発発発発発発行行行行行行ににににににああああああたたたたたたっっっっっっ月信発行にあたっててててててて
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2008～2009年度　国際ロータリー第2800地区　組織図
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2008～2009年度　国際ロータリー第2800地区　資金予算書
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2008～2009年度　送金カレンダー
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国際ロータリー第2800地区　2008～2009年度　上半期行事予定表
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クラブ幹事並びに事務局の重要な仕事（定期報告関係）

備　　　考報　告　先報告期日報告事項

R.I.事務局より送付された用紙を使用すること（原） （写） R.I.日本事務局経理室宛
（写） R.I.2800地区ガバナー
武田　和夫

2008年７月１日現在
2009年１月１日現在
を末日迄に

半期報告

Ｒ
　
　
　
Ｉ
　
　
　
関
　
　
　
係

ガバナー事務所より送付される用紙により、FAXにて
最終例会終了後、直ちに報告のこと（15日必着）

R.I.2800地区ガバナー武田　和夫毎月分翌月15日必着クラブ出席報告

１．会長、幹事署名
２．７月１日会員数による
３．R.I.細則15.050.1によること
４．大会幹事より送付の用紙を使用すること

幹事が資格審査委員会に提出2008年８月末日必着年次大会選挙人信任
状送付

氏名、住所、職業分類、例会日、例会場を記載すること
R.I.本部より各クラブに送付の用紙を使用すること

（原） R.I.日本事務局奉仕室宛
（写） R.I.2800地区ガバナー
武田　和夫
R.I.2800地区ガバナーエレクト
佐藤　豊彦

最終締切
2008年12月31日

次年度クラブ会長、
幹事報告
（公式名簿記載資料）

１．会長、幹事署名
２．2008年12月31日現在の会員数を記入
３．会員数75名までのクラブは代議員１名
　　会員数76名から125名までのクラブは代議員２名
４．R.I.事務局より送付の用紙を使用すること

国際大会出席者（投票代議員又は補欠）
又はR.I.2800地区ガバナーエレクト
佐藤　豊彦
R.I.国際大会2009年６月21～24日
イギリス　バーミンガム

2009年地区協議会開
催前

国際大会出席代議員
信任状送付

クラブ幹事要覧Ｐ32に収録（原） R.I.日本事務局
（写） R.I.2800地区ガバナー
武田　和夫

その都度新会員、退会者、会
員の種別の変更

各マニュアルの収録を使用すること（原） R.I.日本事務局奉仕室
（ガバナー事務所を通じて）
（写） R.I.2800地区ガバナー
武田　和夫

その都度新RC、IAC、RACの
誕生

書式自由
※役員の変更はガバナー事務所宛のみ

（原） R.I.日本事務局奉仕室
R.I.ロータリーの友事務所
R.I.2800地区ガバナー
武田　和夫

その都度事務所、例会場、例
会日、会長、幹事、
役員等の変更

ロ

タ
リ

の
友

書式自由（原） R.I.2800地区ガバナー
武田　和夫
R.I.2800地区ガバナーエレクト
佐藤　豊彦

2009年２月末次年度会長、幹事住
所、氏名及びクラブ
事務所

そ
　
　
　
の
　
　
　
他

書式自由（原） R.I.事務局
（写）R.I.2800地区ガバナー
武田　和夫

その都度クラブ細則の変更

１．用紙は３部をクラブ会長要覧Ｐ118～Ｐ125よりコ
ピーする。
２．用紙をコピーして１部下書きの上、ガバナー補佐
宛に送付し承認後清書して、２部提出して下さい。

R.I.2800地区ガバナー
武田　和夫
R.I.2800地区各担当ガバナー補佐

クラブ協議会の14日
前迄に必着

効果的なロータリー・ 
クラブとなるための
活動計画の指標（こ
のほかクラブ活動計
画書、充填末充填職
業分類一覧表各１部
を同封のこと）

各RCで常備する所定の注文用紙、又は下記ホームペー
ジを使用
http://shop.rotary.org/catalog/出版物注文用紙　英文
http://www.rotary.or.jp/出版物注文用紙　和文

（英文の文献）（和文の文献）
R.I.事務局資料室

その都度文献資料注文、お問
い合わせは
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　酒田RC（白崎文雄会長）と酒田東RC
（吉川洋史会長）の“ガバナー補佐引継合
同例会”が、６月13日 （金） にホテルリッ
チ＆ガーデン酒田にて開催されました。
両クラブの更なる連携を約束し親睦を深
めた合同例会でした。

酒田ロータリークラブ　　　　　　
プログラム委員長　茂木　英一　

　文庫資料は自由に閲覧できますが、電話や書信によるお
問合せも承ります。お問合せは間接では要領を得ない場合
がありますので、なるべくご本人から直接お願い致します。
（文庫資料をご希望の場合は）
・発行先に在庫のある資料については、発行先をご紹介
致します。

・絶版のものは実費（１枚20円＋送料）でコピーサービ
スを致します。一部PDFで閲覧できます。

・重複資料はご希望により無料進呈致します。
・ビデオテープは有料でダビングを致します。
（貸　出　し）
・視聴覚資料（スライド・フィルム）は予約制（申し込
み用紙有）で貸出し致します。

（登録資料の紹介）
・「資料目録」をクラブ事務所に備付用としてお送りして
ありますので、ご利用願います。「目録」をご希望の場
合はお申込みください。
・「ガバナー月信」に「文庫通信」欄を設けさせて頂き、皆
様のご参考になるような資料の紹介を致しております。
・「ホームページ」を開設しております。分類別に検索可
能です。

（ご　寄　贈）
・個人の著作、クラブ発行のもの、地区発行のもの等々、
いずれも内外を問わずロータリーに関する資料をご寄
贈願います。文庫に保存して皆様のお役に立てさせて
頂きます。

第249号

文庫
通信
利用方法

 ロータリー文庫 　　〒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

　新年度にあたり改めてご挨拶申し上げます。
　本ロータリー文庫には、常々一方ならぬご協力、ご愛顧を賜り衷心から感謝致しております。
今更申し上げるまでもなく、［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年に設立され、38年の歴史を誇る全日本ロータリアンの資料室です。
　ここにはロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約２万余点が収集・分類・整備され、皆
様のご利用に備えております。
　ロータリーの研究や諸活動のため、ぜひご利用くださるようお待ちいたしております。

　寒河江さくらんぼロータリークラブの事務局が、次年度（2008年７月１日）より下記の
ように変更になります。新しい事務局は寒河江ロータリークラブと一緒となります。

●寒河江さくらんぼロータリークラブ 事務局移転のご案内 （平成20年５月）

月信６月号（Vol.12）
訂　正

焔月信６月号　P.15　ポールハリスフェロー
　佐藤　忠宏 君（南陽東RC）の表彰回数
　「PHF」でなく「大口寄付者」です

焔月信６月号　P.15　米山功労者
　細川　伸夫 君（山形西RC）閣細谷　伸夫 君

◆R. I. 2800地区ガバナー事務所
　〒990－0031　山形県山形市十日町１－１－26－２Ｆ
　TEL． 023－633－3890　FAX． 023－633－3891
　E-mail：office2008@rid2800.jp
　URL http://www.rid2800.jp/

◆ （財） ロータリー米山記念奨学会
　〒105－0011　東京都港区芝公園２－６－15
　黒龍芝公園ビル３階
　TEL． 03－3434－8681　FAX． 03－3578－8281
◆RIホームページ　http://www.rotary.org/

変　　更　　後変　　更　　前
2008～2009年度
 （2008年７月１日～2009年６月30日）

2007～2008年度
 （2007年７月１日～2008年６月30日）年　度

斉　藤　　　勝土　田　政　明会　長
佐　藤　栄　一鈴　木　公　章幹　事
〒991－0031　寒河江市本町二丁目８－３
フローラSAGAE ５階〒991－0052　寒河江市幸田町４－５事務所

（0237）77－6086（0237）86－5475電　話
（0237）77－6081（0237）86－8616ＦＡＸ

鶴岡西ロータリー
クラブ
平成20年
７月１日より

毎週月曜日
午後12時30分開催
となります。

例会日変更の
お知らせ

ガバナー補佐引継合同例会開催第一ブロック

丸藤雅毅君 （左） と熊谷芳則君 （右）
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月の地区スケジュール

 日 曜 日 地区行事 【公式訪問】
Ｇ会・Ｇ懇談会（東京）
グランドプリンスホテル高輪

ＲＩ会長主催・会員増強会議（東京）
ホテルグランパシフィックメリディアン

YEO委員会
クラブ管理運営委員会セミナー（山形）

第４ブロック会員増強セミナー

第３ブロック会員増強セミナー

インターアクト年次大会（湯の浜）

ロータリー財団地域セミナー

財団セミナー（第５ブロック）

第６ブロックＢ会員増強セミナー

第６ブロックＡ会員増強セミナー

米沢中央

米沢

河北

寒河江さくらんぼ

朝日

寒河江

東根

長井

長井中央

高畠

天童

南陽臨雲

米沢上杉

南陽

白鷹

余目

八幡

立川

 27 日

 ７/１ 火
 ２ 水
 ３ 木
 ４ 金
 ５ 土
 ６ 日
 ７ 月
 ８ 火
 ９ 水
 10 木
 11 金
 12 土
 13 日
 14 月
 15 火
 16 水
 17 木
 18 金
 19 土
 20 日
 21 月 海の日

 22 火
 23 水
 24 木
 25 金
 26 土

 28 月
 29 火
 30 水
 31 木
８/１ 金
 ２ 土
 ３ 日
 ４ 月
 ５ 火
 ６ 水
 ７ 木
 ８ 金
 ９ 土
 10 日

新 世 代の為の月間

　群馬県尾瀬ヶ原の沼地や山形県月山の池塘（チ
トウ）など、自生地が限られた植物です。根茎は太
くて水底の泥の中をはっています。葉には、昆布
の様な沈水葉と、水面に浮ぶ長卵形の葉の２種類
があります。花は黄色で、根茎から水面上にまで
伸ばした花茎の先に１個だけ咲かせます。花の中
心部を覗き込むと、オゼコウホネの特徴である紅
色の柱頭盤が見られます。本来は冷涼で貧栄養の
厳しい環境のもとで生育する植物のためか、当園
のような好条件下では急速に勢力を拡大し、今で
はひょうたん池の一角を占領するにいたってい
ます。（園内での花期は、５月中旬～９月上旬）

写真文章提供：山形市  野草園　伊藤　一

オゼコウホネ（スイレン科）

国際ロータリー第2800 地区
2008 年～2009 年度ガバナー

武　田　和　夫
■ガバナー事務所
〒990-0031　山形市十日町１－１－26
歌懸稲荷神社　社務所ビル２階

TEL　023（633）3890　FAX　023（633）3891
E-mail off ice2008@rid2800.jp
URL http://www.rid2800.jp/

４つのテスト
１．真実か　どうか
２．みんなに　公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

Four tests
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