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2800地区ガバナー

武田　和夫

　ロータリーに入会すると先輩からとにかく例
会には出席しなさい、自分のクラブの例会に出
られなかったら、何処でも良いから行けるクラ
ブに行って食事をしなさいといわれた。
　何でこうもクラブの例会への出席を重視する
のだろうと思った、それでも素直に出張などで
自分のクラブに出られなければ、北海道から沖
縄まで、盲蛇に怖じずで東京駅前の老舗クラブ
へもメークアップをした。
　なぜロータリーはこうも出席がうるさいのだ
ろう。この頃自分なりに分かってきたのは、ポー
ル・ハリスは独りきりの食事が寂しかったのだ
ろう、人は群れを作る生物で仲間を作り、自分
独りでは得られない多くの情報を、仲間と交歓
することで得て生き残って来たのだろう。100年
前は直接顔を合わせるのが情報交換の最大確実
な方法であった、しかし現在はIT革命で家に居

ながら世界中の情報が得られる、同じ仲間とパ
ソコン上でチャットという情報交換も出来る、
わざわざ外出する必要がないという錯覚がある
のではないか。缶ビールを片手にテレビで野球
のナイターを見れば、球場に行くよりバッテ
リーの表情がよく分かるかもしれない。だが切
符が手に入ったら球場に行き、大声で贔屓チー
ムを応援すれば仲間意識が高揚する。バーチャ
ルでは駄目だ、やはり現場に行かなければ雰囲
気は味わえない。声を聞く、顔を合わせる、食
事を共にする、時には杯を挙げてのノミニケー
ションもする、この直接に会うことがコミュニ
ケーションに大切だろうと思う。ロータリアン
はステイタスのためにバッジをつけているので
はない、多くの人と出会い仲良しになるために
バッジをつけているのである。
　メークアップで色々なクラブを訪問すると得
るものが多い、あるクラブではSAAがカードの
職業分類を見て、自分のクラブ会員を移動させ
同業者の隣に席を作ってくれた。こうなれば食
い逃げは出来ない、名刺を交換し友人が一人増
えた。
　さあどんどんメークをしよう、友達を増やそ
う、友達が増える楽しみをもっと大勢の人に伝
えよう、仲間を増やそう。

　何のために例会に出るかガバナーメッセージ
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2010－2011年度ガバナー・ノミニー決定のお知らせ
2010～2011年度ガバナー
ノミニー
塚原　初男 君（鶴岡RC）

　第2800地区ガバナー指名委員会は、
国際ロータリー細則第13条第２節第
４項の規定により、2010－2011年度
第2800地区ガバナー・ノミニー候補
者の推薦をガバナー月信第８号（平
成20年２月発行：13頁）にて地区内

各クラブに要請しましたが、いずれのクラブよりも提案が
ありませんでした。
　よって、ガバナー指名委員会を2008年６月23日に開催し
審議の結果、国際ロータリー細則第13条第２節第２項の規
定により塚原初男君（鶴岡RC）を2010－2011年度第2800地
区ガバナー・ノミニーに指名しました。
　ここに、国際ロータリー細則第13条第２節第６項の規定

により塚原初男君をガバナー・ノミニーとすることを公表
します。

生年月日：1934年（昭和９年）10月10日
住　　所：〒997－0831　鶴岡市大西町41－11
現　　職：山形大学名誉教授
学　　歴：1963年　九州大学大学院農学
　　　　　研究科博士課程修了（農学博士）
所　　属：鶴岡ロータリークラブ
職業分類：大学（林学）
▼ロータリー歴
1984年１月 鶴岡ロータリークラブ入会
2000～2001年 鶴岡ロータリークラブ会長
2002～2003年 RI2800地区　第２ブロックガバナー補佐
2005～2007年 RI2800地区ロータリー財団
 奨学金学友小委員長
ポールハリスフェロー（２）・米山功労者（３）

　ロータリー年度が改まって１週間、７月７日
にD. K. Lee RI会長主催の会員増強会議が世界
のトップを切って、日本で東京お台場のホテル・
パシフィックLe DAIBAを会場に開催された。
　ガバナーは勿論、地区、クラブの増強委員長、
会長、幹事の動員で会場は1200名のロータリア
ンで満員になった。
　小沢RI理事の先導で会長ご夫妻が、RI増強委
員長を伴って入場する。演壇の直ぐ下はメイン
テーブルで前RI理事や元理事の席、その両側左
右４テーブルが現ガバナー、その外側にパスト
ガバナーと席が定められ、ゾーン毎地区毎に百
数十のテーブルが並んだ。
　会長の話はロータリーが奉仕活動をするには
ロータリアンの力が必要、それには会員増強が
大事と、国際大会、協議会と同じことを強調。
増強委員長は10年下げ続けた日本の会員数もど

うやら下げ止まったようだと報告した。会長は
さらに日本、米国では会員が減少しているが、
世界全体では増えており、インド、ブラジルな
どで増加が著しい。特にインドは第２位の日本
に接近しており、足音が聞こえるどころか息が
掛かるところまで近付き、財団の寄付も増えて
いる。日本が今後も世界第２位を維持できるよ
うに頑張って欲しいと話された。その後会員増
強で抜きん出たクラブの報告があった。

ＲＩ会長主催会員増強会議RI会長来日
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2800地区ガバナー

武田　和夫

　６月14日朝９時15分前、ユサユサと家が揺れ
た。地震！震源はどこか？新幹線は止まるだろ
う、短時間で動くか？９時過ぎ取りあえず山形
駅に行き情報収集するが、まったく不明。高速
道のバスも駄目らしい。東北新幹線も東北高速
道も駄目らしい、余震が次々来ているらしい。
大久保幹事が現れどうしますかという、しばし
情報収集、車で福島へ向かうことにし、鈴木事
務局長運転の車に乗り一般道を栗子経由福島に
向かう。途中幹事が携帯で情報収集、余震続発、
新幹線開通見込み無し断念、集合時刻に間に合
うか成田までそのまま飛ばすことにする。磐越

高速道では160キロまで出した。３時に成田空
港到着、間に合った！大久保幹事、事務局長本
当にご苦労様でした有難う。
　６月15日５時半ホテルのモーニングコール、
６時半日本人朝食会にバスで出発、ホテルの会
場には千人位の日本人。エレクトは前方の予約
席、定刻に始まりRI会長、会長エレクトご夫妻、
財団委員長、理事、役員など着席、会長の挨拶
はニコニコ顔、挨拶後すぐ別席へ、気の毒に飯
を食う時間もない。LACC（ロス・コンベンショ
ン・センター）に移動、登録を済ませ選挙の投
票代議員のバッジを受け取る。開会式は１時と
６時の２回、会場は１万人入るが参加登録者は
１万９千人。開会式後９時過ぎ独身者３人でリ
トルトキョウに行きラーメンをたべた。
　６月16日分科会をサボりサンタバーバーラに
行った。スペイン人が開いた植民地風の街、裁
判所の３階の望楼に登ると街が一望できる、観
光名所になっているが、入り口に裁判記録が掲
示してあった、現役の裁判所なんだ。夜、広島、埼
玉、愛知のノミニーと東京の坂本ガバナー会議
長ご夫妻と６人でリブステーキのお店に行く。
予約をしていたが満員で少し待たされた、会計
後値段と味で満員になるのも当然と思った。
　６月17日昨日の罪滅ぼしに終日本会議と分科
会、Ｒ財団の最新情報を手に入れる。午後はポ

ロス国際大会参加日記RI国際大会報告
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リオプラスの分科会、ポリ
オの発生が報告されるのは、
ナイジェリアの奥地の内戦
地帯、インドの北の奥地、
パキスタンとアフガニスタ
ンにまたがるテロリストの
巣の４箇所。数字的にはも
う一息なのだが、ドンパチ
の危険地帯なので困難が続
くだろう。夜は地元ロータ
リーが主催するイベント、
ハリウッドボウルでの「星
空の下のコンサート」に行
きハリウッドボウル・オー
ケストラの懐かしい映画音楽を聴く。巨大スク
リーンに映画が映る、幕開けはセピア色のカサ
ブランカの映画、イングリッド・バーグマンは
やはり美人だなあ。西部劇メドレー。新しいと
ころでバットマン、ハリー・ポッター、最後は
またセピア色に戻ってオーバー・ザ・レインボ
ウで、高齢者は青春時代を思い出し懐かしいの
一言。ロータリーは老タリーでしたっけ。
　６月18日最終日、本会議でRI会長ノミニーに
スコットランド出身のジョン・ケニー氏が紹介
され信任を求められる。無論OK。田中バーミ
ンガム国際大会推進委員長のスピーチが続く、
来年６月21～24日です。ぜひご参加ください。
バーミンガムへ旅立とう昼食会に出る。午後の
分科会はＲ財団の「未来の夢計画に関する最新

情報」を聞く、質問多数、11日の東京でのセミ
ナーで詳しく聞くことにしよう。３時半より閉
会式、参加者の半分は帰ったので１回でも会場
はかなり空席あり。RI会長ニコニコ顔。エレク
トは厳しい顔。対照的でした。閉会式は色々な
アトラクション、ハリウッドのバンド、男性、
女性の歌、合唱、女性はロータリーの財団学友
と言うことです。最後はお決まりの「蛍の光」
を皆で手をつないで歌いました。
　ロスの国際大会がすっかりお仕舞いになり、
明日の朝はさよならです。何処で名残りを惜し
もうかとなり、やはりリトル・トウキョウに足
が向かい、昔はニューオオタニホテルの和食に
なりました。日本のビールもありますが、どう
いう訳か西海岸ではやはりバドワイザーがすっ

きりして飲みやすい。乾燥し
た気候の所為でしょう。
　６月19日９時にバスに乗る、
ロスの空港はいつもどこか工
事中である。ANA005便で帰
国。成田でスーツケースを宅
急便にすれば良いのだが、時
間がないのでゴロゴロと押し
ながら成田エクスプレス。東
京駅を急いで地下から新幹線
まで走り山形新幹線の最終便
に間に合った。いささか疲れ
た。でも明日から仕事です。
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 会 員 増 強 セ ミ ナ ー

ASK！ ASK！ ASK！
　　「あなたも毎年１名を……」

RI2800地区会員増強・維持委員会
委員長 鶴岡RC 佐　藤　孝　子

　今年度武田ガバナーは地区テーマ“楽しい
ロータリーで、仲間を増やそう”を掲げ、会員
増強を最大目標とされました。
　現在の会員動向は世界的にも日本に於いても
減少傾向に歯止めが掛かりました。しかしなが
ら、RI2800地区の会員数は６月末現在1,874名と
大友年度のスタート1,915名から74名も減少し
てしまいました。ただし、女性会員については
71名から75名に増えております。日本の女性会
員の増強は順調でありますがやっと４％台に成
りました。世界の最高アメリカが13％、韓国、
台湾も日本の倍であることを考慮すべきと思い
ます。今年度はレディース小委員会のように独
立した委員会はありませんが、昨年度に引き続
いて委員会の中にレディース担当委員を置き、
女性会員の入会促進に努めたいと思います。
　会員増強の面は厳しい現実ですが、不正がは
びこり地球環境が悪化するこのような時代に
あって、職業奉仕を大切にする人、世界中の人
達が共に生きるために奉仕する人つまりロータ
リアンを増やすことが必要です。
１．職業分類の見直しと会員の人材源の開拓
２．若い会員の開拓
３．表彰制度を目標にして、各種の表彰制度に
応募しましょう概
４．女性会員の開拓
　会員維持の面からは折角入会してもロータ
リーの良さが何も解らない内に退会する人、心
あるロータリーを愛する人がロータリーに失望
して退会するなどいろいろなケースはあります
が、退会者を無くすのが最重点だと思います。
＊新入会員のためのセミナー（インフォーマル
ミーティング）の開催
＊情報委員会と協力して会員に情報を提供する
＊魅力あるクラブをどう作るか？
１．例会の充実
２．親睦

３．事業、行事への積極的参加
４．同好会

　クラブにはそれぞれ違う事情が存在しますの
で、各クラブで現状を把握し会員増強・維持の
為の方策を考えて頂きたいと思います。
　年度前の５日17日には大友年度、武田年度共
催で桑原RRIMC（RI地域会員組織コーディネー
ター）を迎え「地区会員増強セミナー」が開催
され、146名の皆さんから参加して頂きました。
とても充実したセミナーで参加した皆さんから
解り易く良かったとの声を聞く事が出来ました。
　今年度はこのセミナーでの新会員の勧誘
“ASK！ ASK！ ASK！”（誘って！誘って！
誘って！）を合言葉に活動して行きたいと思い
ます。
　７月からブロック別会員増強セミナーが開催
されます。各ブロックの地区委員の方がリー
ダーになりその地域に合ったセミナーを企画い
たします。

７月17日 （木）　第４ブロック会員増強セミナー
７月18日 （金）　第３ブロック会員増強セミナー
７月28日 （月）　第６．Ｂブロック
　　　　　　　　会員増強セミナー
７月29日 （火）　第６．Ａブロック
　　　　　　　　会員増強セミナー
８月21日 （木）　第５ブロック会員増強セミナー
８月29日 （金）　第１ブロック　IMの中で開催
９月４日 （木）　第２ブロック会員増強セミナー

　以上の日程で開催いたします。大勢の皆さん
の参加をお待ちしています。
　８月は会員増強・拡大月間です。各クラブに
ブロック別会員増強セミナーでの結果を持って
帰りクラブの皆さんと意見交換をして頂きたい
と思います。
　今年度皆さんのご協力、ご指導よろしくお願
い致します。
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　来たる８月29日 （金）午後３時より酒田の希望
ホールに於いて、元NHKキャスター松平定知氏
の講演会を第１ブロックの７クラブで開催する
ことになりました。
　講演のテーマは、「その時歴史が動いた９年間
の軌跡と吉田松陰」です。内容は、３部構成に
して、第１部の講演会では、ロータリークラブ
を一般市民に幅広く知って頂き、地域貢献と開
かれたロータリークラブを目指すことを目的に
企画しました。第２部は「会員増強」をテーマ
に武田ガバナーを迎えてインターシティミー
ティングを行います。そして第３部は７クラブ
合同例会の大懇親会という流れで、当日は第１
ブロックのロータリーのお祭りにしていきたい
と考えています。
　さて、私が松平さんとの御縁が出来たのは私
事ですが、今春、娘が京都の大学へ入学し、そ
の大学の構内に何故か吉田松陰の銅像があった
ことと、入学式に何故か松平さんが来賓として
おいでになっていたことに端を発します。祝辞
の中で思いもかけず松平さんが吉田松陰の話を
され、私は大変感銘を受けました。入学式が終
わってから興奮醒めやらない私は思わず大学の
理事長に面会を申し込み、突然のことで初対面
にもかかわらず快く理事長室に通して頂き面談
させて頂くことが出来ました。その際に厚かま
しくも松平さんを酒田にお呼び頂けないかとい
う相談を致しました。
　実は、理事長と松平さんは師弟関係にあり、
理事長の要請で吉田松陰の話をしたということ
でした。理事長は若い頃に松陰先生の本を読ん
でおおいに励まされ人生の指針を得たというこ
とで、この大学が出来たのは松陰先生のお陰で
あるとおっしゃっていました。

松平定知氏との
出会い

　
第１ブロックガバナー補佐

熊谷　芳則
（酒田東ロータリークラブ）

　私も松陰先生には昔から私淑し尊敬の念を
持っておりましたので、本を読むこともさるこ
とながら、全国の松陰先生ゆかりの地にはほと
んど足を運んでおりました。まさか娘の入る大
学で松陰先生の銅像と対面できるとは思っても
みませんでした。理事長も松陰先生の命日には
毎年欠かさず萩にあるお墓にお参りされている
ことをお聞きし、想いの深さに驚かされました。
“立志万事の源をなす”まさに同士を得た思いが
致しました。
　今の日本は、平和な国であるとはいえ、戦後
63年経済的な豊かさを追求するあまり心の荒廃
を招き、志の欠如、恕の大切さ孝養を尽くすと
いった本来、日本人が持っていた美徳が失われ
る国になり下がってしまいました。
　いま一度、原点に立ち帰って“人間は何の為
に生きるのか”“何の為に学ぶのか”といった根
源的な問題を立ち止まって考える時にきている
ような気がします。
　ロータリークラブの綱領も世界の平和と奉仕
を理念にしていますので、松陰先生との共通点
は十分あると思います。
　「賢者は歴史に学び愚者は経験に学ぶ」と言い
ます。松平さんが９年間「その時歴史が動いた」
の番組で取り上げた歴史上の人物が何を考えど
う行動し、どんな決断を下したのかをエピソー
ドを混じえながら語って頂くことは、大変意義
深いことだと思います。
　微力ながら、酒田の精神的な活性化と開かれ
たロータリー活動が出来ればと念じています。
７クラブの会員の皆様には、年度初めの日程に
もかかわらず御支援・御協力を頂き、心より御
礼申し上げます。
　「至誠にして動かざる者はいまだこれあらざ
るなり」感謝
 

 ガバナー補佐メッセージ
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　浅学若輩の私が、諸先輩を差し置いてガバ
ナー補佐の大役をお引受けしたことに、無謀と
改めて感じています。ロータリー知識の無さを
痛感している処ですが、就任した限りはガバ
ナー（地区）と第２ブロックの各ロータリーク
ラブのコネクター（繋ぎ役）として、ガバナー（地
区）の方針をクラブに、クラブの情報をガバナー
へタイムリーに伝える事に務めたいと思ってお
ります。

　2008～2009年度RI会長・李東建氏は、RIテー
マに“Make Dreams Real”「夢をかたちに」を
提唱しました。そして会長強調事項には、水保
全・健康と飢餓・識字率の向上を、前年度に引
き続き掲げています。全世界の子供達に目を向
けた、強調事項を通しての奉仕を望んでいます。
　RIテーマを受け武田和夫ガバナーは、「楽し
いロータリーで、仲間を増やそう」を、地区目
標テーマとされました。「たった一人で摂る食事
は寂しく何と味気ないのでしょう、二人で差し
向かいなら会話も弾み楽しい食事になるでしょ
う。それが大勢ならもっと楽しいでしょう。」と
武田ガバナーは話されています。「奉仕活動を始
めるにはまず自分の足元から始め、地域の人々
にロータリーの奉仕活動を知ってもらい、協力
してくれる仲間を増やし、地域社会の人々と手
をつないでより住みやすい世界を作りましょう。
一人で出来ることは限られています、一人では
動かせないものも大勢なら動かせるでしょう。
仲間を増やしましょう。」と言われています。
　ロータリーの創設から100年以上継続・発展し
てきた基を考え、単なる慈善団体ではなく「四
つのテスト」と「四大奉仕」を基礎とした、地
域社会に対する奉仕を実践するために、友情を
育み、仲間を増やし、信用信頼の絆を強めてロー
タリー・クラブを発展させましょう、と述べら

ガバナー（地区）と
クラブのコネクターとして

　
第２ブロック　ガバナー補佐

後藤　　正
（鶴岡南ロータリークラブ）

れています。ガバナー補佐として出来る限りの
補佐をしたいと思っています。

　今年度からは各クラブ共も、CLP（クラブ・
リーダーシップ・プラン）が本格的に実行され
ることと思います。各クラブ毎に、身の丈に合っ
た・単年度では終わらない継続性のある、四大
奉仕に沿った奉仕プログラムの計画と実践が行
われることと思います。
　ガバナー補佐といたしましても大いに期待致
しております。
　最後に、第２ブロックのロータリアンは勿論、
2800地区を始め全ロータリン、そして地域の皆
様からのご指導を賜りますよう、宜しくお願い
申し上げます。

 

　第３ブロック、2008年－2009年ガバナー補佐
を拝命いたしました三條と申します。職業分類
は産婦人科医師です。現在は、産婦人科、内科、心
療内科を標榜しています。
　さて、1993年にICUFR国際ロータリーコン
ピュータユーザフェローシップというものが存
在していることを知り、世界中のロータリアン
の知己を得られると、これに参加しました。こ
のフェローシップを通じて世界中のロータリア
ンと知り合い、友人となることが出来ました。
中でも元国際ロータリー会長の故ヒュー・アー
チャーと知り合いになれたことは非常に大きな
財産でした。個人的に夕食をご馳走になったこ
ともあります。1994年から４年間はICUFRの理
事を務めました。また同じ理事仲間のミシガン
州、マジソンスクエアロータリークラブのPDG
スタン・チュラックと意気投合し、お互いのク
ラブの間に高校生による2週間の短期交換留学
制度を立ち上げました。残念ながら、スタンは
持病の糖尿病が悪化し、帰らぬ人となりました。

自分のロータリーを
振り返ってみると

　
第３ブロックガバナー補佐

三條　典男
（新庄ロータリークラブ）
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その後、交換留学プログラムもクラブメンバー
の交代などが重なって立ち消えとなりました。
　ロータリーの世界大会には４度ほど参加しま
した。台湾、シンガポール、ニース、カルガリー
です。ニースでは南アフリカ共和国のダーバン
ロータリークラブと現地で姉妹クラブの締結式
を行いました。1995年の事です。当時の渡部保
太郎ガバナーにご出席いただきました。残念な
ことにダーバンロータリークラブはその後、メ
ンバー数の減少に伴って解散となってしまいま
した。こうやって振り返ってみると、私のロー
タリー歴は国の外に向けられた事が多かったと
思います。現在は、仕事やその他の役職でなか
なかロータリーミーティングにも出席できなく
なって、不良会員となりはてていますが、古く
は分区代理から連なるアシスタントガバナーの
諸先輩方の業績を汚さぬよう、努力していく所
存であります。よろしくご指導のほどをお願い
申し上げます。

 

　昨年11月17日にガバナー補佐の委嘱を受け、
その後数回の研修とPETSや地区協議会に出席
して、７月から任務が始まりましたが、知らな
い事や解からない事が多くて、不安なスタート
になってしまいました。しかし、ロータリーの
勉強をする為に与えられた一年間の役目と思っ
て精一杯楽しみたいと思います。
　今まで私は地区の方針を形式的に取り入れる
程度で、自分のクラブの事しか考えた事があり
ませんでした。しかし最近は、RIと地区とクラ
ブとロータリアンは、有意義に繋がっている様
に思います。
　ロータリアンは自分の仕事やボランティア等
で個人としての奉仕活動ができます。個人でで
きない奉仕はクラブの仲間または地区の仲間と
一緒にできます。地区の仲間とできない大きな

ロータリーの繫り
個人から世界へ

　
第３ブロックガバナー補佐

佐伯　信一
（東根中央ロータリークラブ）

奉仕は、世界中の仲間とロータリー財団等を利
用してできます。この様にロータリーは、世界
中に奉仕活動のできる仕組みがあります。ロー
タリアンそれぞれが地域として世界へ目を向け
て、世界中の人々が幸せな生活ができるよう手
を差しのべ、また、行動する事がロータリーの
奉仕の心ではないかと思います。
　李東建RI会長のテーマ「夢をかたちに」は、
世界中のロータリアン全員の力の結集でしか解
決できない大きな問題です。武田和夫ガバナー
の地区テーマ「楽しいロータリーで、仲間を増
やそう」は、ロータリーの思想を広める方策で
す。ロータリアン全員が地域のみならず、全世
界中の人々に愛の心を持って奉仕活動をしてい
ただける一年になってほしいと思います。その
為にガバナーとの橋渡し役として、一所懸命努
めさせていただきますので、宜しくお願い致し
ます。

 

　チベット仏教は、チベット、ブータン、モン
ゴル、ネパール等で広く信仰されていますが、
仏教徒の帰依する「三宝」（仏・法・僧）にラマ
（師・尊者）を加えて「四宝」に帰依することか
ら、ラマ教とも呼ばれています。また、四宝に
帰依する以外に注目すべき特色に「転生活仏」
信仰があります。これは指導的立場の菩薩、高
僧が転生すると考えられており、転生したと見
出された幼児は前代の後継者として教育を受け、
後の指導者となります。信者からはダライ・ラ
マ（観音菩薩の化身）と言われ、人生のあらゆ
る災難や恐怖を観音力を一心に念じれば決して
恐れることはなく除災招福を招くと言われてお
ります。
　ノーベル平和賞を受賞したダライ・ラマ14世
は、国際的活動により欧米などで広く知られ、
師の講演には必ず「私たちは思いやりの心を

ロータリーと
思いやりの心

　
第４ブロックガバナー補佐

鈴木　茂範
（寒河江さくらんぼロータリークラブ）
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もって行動すべきである」と いております。
それは しんでいる人、 みを えている人、
その人たちの 場に って 事を考え行動する
ことです。
　モラルの低下が叫ばれている昨今、私たちは
ロータリー精神である正しい職業倫理を高め、
地域社会の人々の信頼を得る企業人として自己
研鑽し活動すべきであると思います。また思い
やりの心をもって一歩一歩少しずつロータリー
活動を積み重ねて、争いのない世界平和実現の
為、邁進しようではありませんか。

 

　山形イブニングRC所属　天口信裕です。
　会員増強は最大のテーマです。１年間よろし
くお願いいたします。
　初期ロータリアンが会合を重ねて、彼らはど
んな活動をしたか、タイムスリップしてみます。

第１回会合
　1905年２月23日　ポール・ハリス、ガスター
バス・ローア、ハイラム・ショリー、シルヴェ
スター・シールの４人が集まった。
　ポール・ハリスは３人の友人を前にして、
「我々が定期的に集まり、肩と肩を寄せ合って
行ったら、どんなに楽しいだろう。一つの職種
から一人だけを選ぶ、職業人の社交団体を作ろ
う」と提案し、会員を募ることとし、２回目の
会合をポールの弁護士事務所で２週間後再会を
約した。

第２回会合
　第２回の会合に不動産業ウィリアム・ジェン
スン、印刷業ハリー・ラグルスが参加しました。
　人付き合いが悪くて、心配されたハリーがの
ちにロータリーソングの慣例を作り、最初の
バッジを造ることとなりました。

初期ロータリアンはいかにして、
会合を重ねたのか
―「楽しいロータリーで仲間を増やそう」―の原点を探る

第５ブロックガバナー補佐

天口　信裕
（山形イブニングロータリークラブ）

　1908年から10年にかけて、シカゴクラブの会
員数が400人位あったといわれており、その中の
100人はハリー・ラグルスの紹介であった。その
中にチェスレイ・ペリーも含まれていた。
　２回目までの参加者６人の内のちに３人が退
会しています。
　２回目の会合ではポールが「我々は同業者は
１人もいない。それが親類付き合いをするとい
うことであれば、皆が職業を理解してもらう事
が大事である。
　理解のためには例会場を各会員の職場で開こ
うじゃないか」ということで、会場の職場持ち
回りの原点がここで承認されました。２週間後
に石炭業のシルベスター・シールの事務所で会
合を開くことにしました。

第３回会合
　３回目の会合を以って、ロータリークラブは
正式に発足しました。この時に議事録の中に、
４回連続欠席した者は自動的に会員資格を喪失
するということが定められています。ロータ
リークラブという名称がこの時につけられてい
ます。ポールの発案でシルヴェスター・シール
をシカゴクラブの初代会長としました。はじめ
ての卓話が「石炭業界の展望について」でした。
それぞれのロータリアンが自分の仲間の面前で
１回はスピーチしなければならないという大原
則がスタートしました。

第６回会合
　ハリー・ラグルスの印刷工場での例会に
チャールズ・Ａ・ニュートンが遅刻してきまし
た。彼の遅刻を責める会員に対して、朝から忙
しく食事をとる暇がないという事情が理解され、
７回目からはレストラン持ち回りということに
なりました。会員の増加に各会員の職場が収容
できなくなった事情もあったようでした。のち
に1924年にメイキャップの制度が出来、例会場
が各地で固定されるに至りました。
　1907年にポール・ハリスが会長となり、親睦
のエネルギーを世の為、人の為に使おうと奉仕
哲学の理想を唱えました。ドクターネフは、ラ
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グルスと相談して、社交クラブとしての各会員
が心を通せることも大事だとロータリーソング
の慣例が出来、大きな発展につながりました。
　武田ガバナーの「楽しいロータリーで、仲間
を増やそう」は原点であり、喜びであることを
再確認したところです。
　
　初期ロータリアンの思いを受け継いで、2800
地区の活性化に微力ながら力をつくす思いを強
く持ちました。皆さんとともに「楽しいロータ
リーで、仲間を増やそう」を実践して行きたい
と思いますので、おつきあいよろしくお願いし
ます。

　　参考文献　「続　ロータリーの心を尋ねて」
　　　　　　　大村北ロータリークラブ
　　　　　　　「ロータリーモザイク」
 

 

　今年度武田ガバナーの御指名により、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、会員皆様方の友情と御指導
御協力の程よろしくお願い致します。
　今年度のRI会長のテーマは世界の子供達の
ために「夢をかたちに」です。このすばらしい
テーマのため、一歩一歩近づくためにも武田ガ
バナーの地区テーマとして、「楽しいロータリー
で仲間を増やそう」と示されています。そこで
毎日のロータリー活動の中で、共動・共有・共
感しあい楽しい仲間を作りましょう。一人でも
多くの会員「友」を増やし、クラブの発展こそ
ロータリーであり、最大の奉仕者であると思い
ます。私もまだまだ勉強不足でありますが、諸
先輩の方々の御指導のもと、思いやりの心を
もって活動したいと思います。よろしくお願い
致します。

楽しく
共動・共有・共感

　
第６ブロックガバナー補佐

渡部　文雄
（米沢上杉ロータリークラブ）

投稿をさせるには
茨　RIテーマ「夢をかたちに」、地区テーマ
「楽しいロータリーで、仲間を増やそう」に
合った内容がよい、また各クラブの特色、
特長のあるものが良い
芋　ガバナーが各地区訪問の際投稿を呼びか
ける
鰯　雑誌広報委員会に割り当てる
允　各地区ガバナー補佐に呼びかける
印　各事務所に呼びかける、連携
咽　投稿はインターネットで地区事務所へ事
務所から友へ

員　月信と連携し友に掲載されない場合、月
信で補佐

因　写真は、スナップ写真、整列写真はだめ
姻　行事の写真は一人写真を撮る人つけるほ
うが良い、スナップを多く
引　新聞奢り写真をもらう
飲　写真を主に文字は簡単に
友を読ませるには
茨　友を読む会を作る
芋　会報コンテスト実施
鰯　例会で友を使う
允　例会で友の簡単な発表

 ロ ー タ リ ー の 友 委 員 会

― 現・次期地区委員オリエンテーション ―
とき　2008年５月12日 （月）／ところ　ホテルパシフィック東京
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　平成20年５月17日、地区会員増強、維持委員
会主催により、大友・武田年度共催で増強維持
のセミナーが山形パレスグランデールで開催さ
れた。
　講師は第2520地区パストガバナー桑原茂氏
（塩釜ロータリークラブ）で、当地区石黒慶一パ
ストガバナーと同期ガバナーです。講演の中で、
会員増強の要請はRI会長やガバナー、クラブ会
員だけの問題ではなくクラブ会員全員が主役と
なる意識が大切であり、その為には自分
のクラブが新会員を受け入れても恥ずか
しくない活動や研修を積んでおかなけれ
ばならないのではないか、との問いかけ
が有った。また、現在ロータリークラブ
自体、いろいろな問題に直面している事
はご承知の通りで、例えば親睦と奉仕の
原理・原則がどの程度各クラブ内で議論
されたり、新会員に教えているだろうか。
奉仕にしても、地域社会に対するよりも
国際的な奉仕（ポリオ撲滅募金キャン

ペーン）にウエイトが置かれている等について
もう少し深く考える必要があるのではないか。
　その他、例会の目的、開催頻度（通常毎週開
催だが、隔週開催が世界的傾向）、会費使用の内
訳、ロータリークラブの地域社会における位置
付け、新会員に対する基本原則・理念のトレー
ニングの必要性など大変解かり易く、考えさせ
られるセミナーであった。

文責　月信委員長　青山治右衛門　

会員増強フォーラム報告　平成20年５月17日 （土）

　08～09年度地区事務局スタッフ、クラブ地区
副幹事、各担当委員の研修会が山形パレスグラ
ンデールにおいて、大友ガバナー始め武田ガバ
ナーエレクトを迎え、総勢54名の出席を得て開
催された。
　地区幹事、資金、月信委員長、公式訪問担当
事務局長、ロータリーの友委員長からそれぞれ
各クラブ事務局担当者に、報告とか送金方法等

のお願いと説明がなされ、今年一年間のご協力
を頂く旨の依頼があり、各クラブ事務局担当者
より、心良く了解を得る事が出きた。
　研修会終了後、大友ガバナー、武田ガバナー
エレクトも混じえ、大変楽しい懇親会、二次会
へと次年度事務局員との懇親を深める事が出き
た会だった。

文責　月信委員長　青山治右衛門　

クラブ事務局担当者研修会報告　平成20年５月31日 （土）
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　ライラ研修会（青少年指導者研修会）は、今
回で16回目の開催となりました。本年度は最上
ロータリークラブにホストをお願いし、６月７
日 （土）、８日 （日）の２日にわたり、最上町の前
森高原を会場に開催されました。
　この前森高原は、大友ガバナーが公式訪問の
際、この地を案内され、その素晴らしいロケー
ションと環境にほれ込んで、ぜひこの場所でラ
イラ研修会をやりたいと、最上ロータリークラ
ブの中村会長に頼み込んでホストを引き受けて
もらった場所でもあります。
　16回目の今回の研修会は「自分でできる環境
保全」をテーマに掲げ、インター、ローターア
クト・米山奨学生・青少年交換留学生、それに
我々ロータリアンを含めおよそ100名の参加を
いただきました。
　今回の研修会の目玉として、世界的な冒険家
の大場満郎氏による講演を予定してあったが、
グリーンランド徒歩横断の予定が遅れ、帰国が
間に合わず、氏が主催する冒険学校のスタッフ
でもある小林守氏による「グローバルアドベン
チャー」と題して、大場満郎氏の人となりを聞

きました。
　研修内容は以下のとおりです。
体験学習
１日目　グループアドベンチャー
　班毎に分かれ、途中いろいろ観察をしなが
ら標高差約300メートルの山登りに挑戦

２日目　「義経伝説史跡探索」「分水嶺、奥の
細道探索」「そば打ち体験」の３班に分かれ
ての体験学習

１日目の夜　ミニコンサート
２日目の朝　記念植樹

　前森高原の素晴らしい環境の中での今回の研
修会は、自然環境の保全ということに、参加し
た高校生・ローターアクトのみんなも充分感心
を持ってくれたものと思います。
　最上ロータリークラブさんをはじめ、各地区
役員、参加ロータリアンの皆様のご指導ご協力
に心より感謝申し上げます。

報告　新世代ライラ小委員会　　　　　
委員長　佐藤　榮一（寒河江RC）　

 第　16 回ライラ（RYLA）研修会開催
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 わ が ク ラ ブ 紹 介

皿米沢中央ロータリークラブ皿
　我クラブは、2007－2008大友ガバナーを輩
出しました。お蔭様で会員が地区担当委員等
として活躍する場を与えていただき、貴重な
体験をすることができました。この体験を生
かして創立22年目である前山会長年度のクラ
ブ活動をしっかりとやって行きたいと思いま
す。特に楽しい例会、委員会活動を通して仲
間を増やせるようにすることが今年度の大き
な目標です。また、クラブ仲間では、ゴルフ・
野球・山岳・音楽と楽しい行事で親睦を深め
ています。10月８日には通算1000回例会の予定
があり、意義ある例会にしようと企画中です。

皿米沢ロータリークラブ皿
　昨年度、クラブ創立50周年記念事業として、
大山桜64本を米沢市営八幡原公園内に植樹し
ました。また、カンボジア国学生を対象とし
た奨学金制度を創設しました。いずれの事業
も当クラブの次の半世紀とともに歩み、将来、
見事な桜林と、かの国における豊かな人材と
を育んでいくことでしょう。歴史の街に生ま
れた当クラブは、伝統を大切にしながら将来
を見据えた活動をしていきたいと考えます。
本年度のテーマは、「元気なロータリーを持続
しよう」です。

皿寒河江さくらんぼロータリークラブ皿
　山形県の中心部に位置するサクランボの里
寒河江市に２つ目のロータリークラブとして
誕生しました。スポンサークラブに寒河江
ロータリークラブを配し、会員36名の平均年
齢57歳のクラブです。
　今年20周年を迎え、４月13日に、20周年記
念式典を終えたばかりです。各クラブ、ご来
賓の方々ご出席誠に有難う御座いました。我
クラブの特徴の一つとしまして、堅苦しさの
ない、会員みんなが気軽に話し合えることで
はないかと思います。
　今年は、斎藤会長を先頭に、「楽しもうロー
タリー」をスローガンに全員一丸となって、
楽しいロータリーにしたいと思っています。

皿河北ロータリークラブ皿
　わがクラブは、昭和60年に創立し24年目に
なります。会員数は34名で、平均年齢は58.3
歳と比較的若いクラブです。
　CLPを採用して２年目、効率の良い運営を
目指すために担当責任者を明確化し、クラブ
の個性を最大限に発揮し、RI会長のテーマ
『夢をかたちに』、地区テーマ『楽しいロータ
リーで、仲間を増やそう』、第４ブロックテー
マ『思いやりの心を持って奉仕の理想を実践』
の役割を果たす事を目標に、今野会長以下33
名ロータリアンとして自信と誇りを持ち活動
したいと思います。
　今年度は、財団地区補助金で学童保育支援
（町内３ケ所の放課後児童クラブ）労働のため
昼間家庭
にいない
保護者を
持つ児童
の育成を
支援して
いきたい。
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第250号

文庫
通信

 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

　「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。

◎ 「韓国のロータリー現況」　李　東均　2008　８Ｐ
　 （第９回ROTARY日韓親善会議報告書）
◎ 「韓日新世代交流プログラムの昨日、今日、そして明日」
　禹　鳳濟　2008　４Ｐ
　 （第９回ROTARY日韓親善会議報告書）
◎ 「ロータリーを支えよう－真心込めて」
　四津谷仁朔　2008　６Ｐ
　 （絆（IV））
◎ 「世界はあなたを待っている」
　関場　慶博　2007　５Ｐ
　 （第12回ロータリー青少年交換研究会長崎会議報告書）

◎ 「価値ある増強」　井上　瑛夫　2008　５Ｐ
　 （D.2680　月信）
◎ 「ロータリーの神髄」　深川　純一　2008　12Ｐ
　 （D.2680　月信）
◎ 「職業宣言」　鈴木　政昭　2008　２Ｐ
　（D.2800　月信）
◎ 「2680地区　2007～2008年度ロータリー財団セミ
ナー」　松下　衛　2007　10Ｐ
　 （D.2680　月信）

［上記申込先：ロータリー文庫（コピー／PDF）］

最近のロータリー情報より（１）

◆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/

　暑中お見舞い申し上げます。
７月１日に武田年度、最初の
ガバナー月信を、皆様にお届
けする事が出来ました。私自
身、編集に携わったのは今回
初めての経験ですので、内容
的には用語の不適切等々のご
不満が多々有る事は重々承知
しております。一日も早く、
皆様にご満足いただける月信
にしてゆきたいと存じます。
　本日、あっという間でした
が、ガバナー月信８月号をお
届けいたします。今後共、各
位のご指導方宜しくお願いい
たします。

ガバナー月信委員長
青山治右衛門

（山形南ロータリークラブ）

編集後記

2007－08年度寄付金結果－予算達成！ありがとうございました－

個人平均地　区

29,169円2590１

25,287円2770２

22,445円2650３

20,957円2550４

20,837円2820５

20,662円2780６

（財） ロータリー米山記念奨学会
2008年７月14日発行ハハハハハハハハハハハハハイイイイイイイイイイイイイララララララララララララライイイイイイイイイイイイイトトトトトトトトトトトトトよよよよよよよよよよよよよねねねねねねねねねねねねねやややややややややややややままままままままままままま11111111111110000000000000ハイライトよねやま1011111111111111

　2007－08年度の寄付金は約14億５千万円。前年度と比べ0.02％増、約30万円
の増加でした。普通寄付金が0.91％減、特別寄付金が0.42％増で、無事に予算を
達成することができました。心より厚く御礼申し上げます。新年度も引き続き
ご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　「全体では前年度とほぼ同額ではありますが、
会員数が減少しているにもかかわらず、個人平
均寄付額は前年度から284円アップし、14,904円
となりました。なお、トップは第2590地区【神
奈川県横浜市・川崎市】が29,169円と、13年間
連続首位を達成されました。また、上位６地区
は全て２万円以上と大変健闘していただきまし
た。心より感謝申し上げます」

（理事長　板橋　敏雄）
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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】

財団セミナー（第５ブロック）

インターアクト年次大会（湯の浜）

インターアクト兵庫訪問

職業奉仕・米山奨学セミナー
（山形市　パレスグランデール）

第５ブロック
会員増強セミナー（山形市パレスグランデール）

第２ブロック
会員増強セミナー

第１ブロックIM
会員増強セミナー

財団セミナー（第３・４ブロック）

第２回YEO会議（山形）
８月30日～31日（土～日）

余目

八幡

立川

山形西

山形中央

山形

山形北

山形東

山形イブニング

遊佐

酒田

酒田東

酒田中央

中山

鶴岡

鶴岡東

鶴岡南

東根中央

酒田スワン

酒田湊
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 ４
 ５
 ６
 ７
 ８
 ９
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 16
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 18
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 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26

 28
 29
 30
 31
９/１
 ２
 ３
 ４
 ５
 ６
 ７
 ８
 ９
 10

新 世 代の為の月間

　万葉の歌人、山上憶良が、秋を代表する七種類の
植物（秋の七草）のひとつとして選んだ花です。そ
の控えめで、か弱げな姿から、古くから女性にたと
えられ、漢字でも「女郎花」の三文字を使って「おみ
なえし」と読まれています。もともとの名前の由来
は、黄色の花が粟飯（あわめし）を連想させること
から、女飯（おんなめし）が転じて「おみなえし」に
なったとされていますが、古くから多くの人々に
愛されてきた植物です。ところで皆さんは、「男郎
花（おとこえし）」という植物をご存知でしょうか。
オミナエシによく似た植物で、オミナエシよりも、
全体に太くて丈夫そうで毛深く、白い花を咲かせ
る男らしい植物なのですが…。花の世界はとかく
女性上位のようです。
（園内での花期は、８月～９月下旬）

写真文章提供：山形市  野草園　伊藤　一

オミナエシ（オミナエシ科）

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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