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2800地区ガバナー

武田　和夫

　Make upメーキャップというとお芝居のお化
粧、顔作りのイメージだが、ロータリーでは自
己のクラブ以外の例会に出席して、自己クラブ
の欠席を補填することを意味する。辞書で調べ
ると、欠席者や落第者に対する追試験と言う意
味の口語という意味とも書いてある。まさにこ
れに該当するのであろう。
　ロータリーではface to faceのお付き合いの
親睦を重視し、知り合いを増やして友愛の輪を
広げることが大切とされている。
　私が入会した時にスポンサーの先輩から、と
にかく例会に出席しなさい、自分のクラブの例
会に出られなかったら、１週間以内にどこのク
ラブの例会でも良いからとにかく出席して昼飯
を食べてきなさいといわれた、それ以外のこと
は出ていれば分かると何も教えてくれなかった。
それで出張してもロータリーの例会場を探して、
北海道から沖縄まであちこちでメークをした。

すると北は会長幹事などの役員が演壇の左右に
並んだ配置が多く、西は役員も演壇の下で円卓
を囲んでいることが多いようである。これは東
京クラブを先祖とするものと、大阪クラブを親
とする系列の違いではないだろうか。テーブル
の並び方にもクラブごとに差を感じる。また
SAAや親睦委員の来訪者に対する扱いもいろ
いろである。会員の席とお客さま席を完全に分
けてあるクラブもあった。あるクラブではSAA
が書いたカードの職業分類を見て、こちらへと
案内し一人の会員を移動させ席を作り、その隣
の人に同業者のようですよと紹介してくれた。
お互いに名刺を交換し食事を共にすれば、出席
率目当ての食い逃げは出来ないが知り合いが一
人増え、文字通り友達の輪を広めることになった。
　青少年交換委員会は会合が多く地区委員会の
メークも多くなるが、学生を連れ回ったり、ホー
ムステイを引き受けてくれるクラブを探す目的
でメークすることも多くなる。おかげで入会以
来100％の出席を維持している。ガバナーになる
と全クラブを公式訪問することになるが、クラ
ブの個性が感じられて面白い。ただ数ヶ月は自
分のクラブの例会はご無沙汰となる。
　ホームクラブの出席も大事だが、出張の時ど
うせ昼飯を食うのならロータリーの例会場を探
してメークしてみるのも楽しみの一つである。

　メーク・アップをしようガバナーメッセージ
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　故結城幸三氏（山形RC）との出会い入会して
から、諸先輩方からの暖かい言葉やご指導を受
け、自らの職業及び所属クラブを通じて、多く
の方々と出会いそして友となり、酒を酌み交わ
す仲となりました。
　自分の活動の根源は、“信頼出来る友”“気の
置けない仲間”であります。人はそれぞれ思考
も趣味も違います。しかし様々な考えを持った
仲間が、同じ目的のために集い、それぞれの立
場で目的を達成するために活動をする。個の活
動からクラブとしての活動、そして国際的な活
動へと広がる。楽しく共に活動できる仲間がい
るから、継続でき目的実現に向けて励ましあ 
える。
　冒頭に記載しました。「風従花裏過来香」はま
さにロータリークラブで活動する我々のことを
表していると感じます。
　花々の間を通ってきた風は、あたかもそこに
花があるように香って来る。もともと香りのな
い風が花の影響を受け、花の香りがあるかのよ
うになる、そういう意味です。
　つまり、一人一人のロータリアンが影響し
あって、お互いに良い影響、そうでない影響も
あると思いますが、全ての影響を無心で捉え、
お互いの根幹にある目的を達成するために、風
を通して広く世界の人々に私たちの気持ちを
送ってくれる。
　風を受け取った、多くの方々が我々の活動に
賛同し、仲間が増え、さらに強い風となって、
生きていることが困難な人達に、そして衛生的
な暮らしが出来ない人達に、また十分な教育が
受けられない多くの人達に、花の香りとなって
届くことを願っております。

　いっしょに活動することが楽しい仲間、それ
が活動の基盤であり、人生の糧であるとそう感
じます。
　こうした我々の取り組みを市民の方々に知っ
ていただくことは、香りの強い花である未来の
仲間が私達の花壇に交じってくることに繋がり
ます。
　そして、より多くの方々のご理解が強い風と
なって、我々のさらに良くなった香りを運んで
くれる。そのためにも、我々の活動を謙虚にし
かし堂々とお知らせして行くことが、地域社会
のより良い暮らしと、世界の多くの人々の幸せ
につながると信じ活動して行きたいと思います。

　最後に、マザーテレサのことばを引用させて
頂き、我々の奉仕活動の行動指針としたい。

もし貧しい人々が飢え死にするとしたら
それは神がその人たちを
愛していないからではなく

あなたが、そして私が与えなかったからです

 広報ロータリー情報委員会

「風従花裏過来香」
～かぜかりよりすぎきたってかんばし～

広報ロータリー情報委員会
大委員長 山形東RC 玉　井　　　恒
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　去る６月28日 （土） ～29日 （日） に、天童ホテル
にて本委員会が開催され、派遣学生２名には、
ビザ申請・旅券・保険・ホストファミリーやカ
ウンセラーとの連絡等について最終の詳細な説
明がなされました。
　英語でのスピーチ（決意表明）もあり、出発
も間近となり、胸躍る反面、緊張も増している
様子でした。２名には自分の目標をしっかりと
果たし、無事帰国してもらいたいものです。ま
た、２名の成長した姿を見られる事が我々委員
の楽しみでもあります。
　３名の来日学生には、武田ガバナーエレクト
より、修了証書の授与があり、一年間の留学生
活が終わり、７月に入ると帰国の途に着くとの
事です。中には、ALTとしてまた日本に来たい
と感謝の言葉をのべる生徒もあり、一年間お世
話をしたかいがあったと喜びにひたれる場面も
ありました。
　夜にはお別れ会も兼ねた、ささやかなパー

ティーの後に、宿舎となるセントラルホテルに
場所を移動し、最後の夜という事で５名の生徒
達は、朝の４時ごろまで話がはずみ、ベッドに
入ったとの事でした。
　アメリカから来た人、アメリカに行く人、台
湾から来た人、これからのそれぞれの国の友好、
交流の先駆的存在になってもらえれば幸いに思
います。
　一年間、ホストをして下さいました各クラブ
の皆様、また、送り出すスポンサークラブの皆
様、お世話になりありがとうございました。
　ガバナー事務所、そして委員会の関係各位に
感謝を申し上げ、新年度も委員会の新メンバー
皆様に、更なるご協力をお願いし、一年間の総
括にいたします。

2007－08年　　　　　　　　　　   
青少年交換小委員会小委員長　　　

佐々木源幸（余目RC）　

 第６回青少年交換委員会

― 派遣学生最終オリエンテーション並びに来日学生送別会 ―
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地区ロータリー財団第５ブロックセミナー

セミナー報告

　８月２日、第５ブロックの会長・幹事そして
クラブ財団委員長に、お集まりいただいて、同
セミナーを開催させていただきました。
　当セミナーは、なかなか解りにくい財団の仕
組みと本年度の方針を説明させていただき、会
員のみなさまのご理解とご協力をお願いするた
めのものです。ですから、必ず、各クラブ１名
のご参加をお願いさせていただいています。
　さて、本年度の、地区の年次寄付の目標は、
20万ドルで、１人120ドルをお願い致しており
ます。会員が減少し、現在1759名（７月末）と
すると、20万ドル達成のためには、１人年間120
ドル（211,108ドル）がどうしても必要となりま
す。ちなみに、前年度は、203,507ドル１人あた
り111ドルでした。これは、ロータリー財団目標
額197,730ドルを上回りました。
　みなさんからいただいているご寄付は、別紙
１のとおりの流れで、運用かつ、利用されてい
ます。地区財団活動資金（DDF）は、３年前の
年次寄付の元本の50％で、これが、財団奨学生・
GSE・地区補助金（DSG、上限がDDFの20％）
等として利用されているわけです。
　先日、ご申請いただき、只今審査中の、本年
度の利用可能な地区補助金額は、19,326ドルです。
　さて、みなさんのクラブでの、ポール・ハリス・
フェロ（PHF）の方々は、何名でしょうか。ま
た、あといくら年次寄付をすればPHFになれる
でしょうか？こんな時、寄付認定証概要（CRS）
をご覧下さい。同セミナーでは、各クラブに、
このCRSをお渡しします。その際、お渡ししま
す「見方」もご参照ください。ところで、各ク
ラブは、これまでの年次寄付によって、それぞ
れ、かなりの認証ポイントを持っています。こ
れも、別紙２でご覧下さい。この認証ポイント
は、新入会員や、まだ、PHFになっていない会

員の方に、プレゼントできます。お１人に1,000
ポイントで、PHFになることができます。これ
によって、100％ PHFクラブの認定を受けてみ
てはどうでしょうか？
　さて、ロータリーカードは、みなさんのご協
力で、2008年５月時点で、5,387枚（2800地区で
は125枚）と5,000枚を超えることができました。
これによって、カード使用での購入額の0.3％が
ロイヤリティとして、財団日本事務局に、振り
込まれています。今後、10,000枚を目標として、
ご加入を進めて行きたいとのことです。そのた
めには、１クラブ、さらに３枚をお願い致しま
す。会長と幹事さん、それに財団委員長もしく
は委員の方で、充足されます。通常のカード会
員には、会費のご負担はありません。是非、ご
利用下さい。
　今年度は、台湾の高雄からGSEメンバーが来
日します。９月末から10月末まで、2800地区で
研修活動を行います。受け入れ方、よろしくお
願い致します。
　財団奨学生も、前年度合格者２名（カナダと
フランス）が、本年度に派遣されます。来年１
月までには、４～５名の奨学生を募集致します。
ご推薦方、お願い申し上げます。
　その他、ポリオ撲滅（野生株の伝播の停止）
のための、ビル・ゲイツ氏による１億ドル・チャ
レンジギフト（１クラブ、毎年1,000ドルを３年
間使途指定寄付をする。）の問題や、新補助金制
度へのパイロット地区の申込みをするかどうか
などの問題があります。これらの点については、
本セミナーのほか、毎月の「お知らせ」によっ
て、みなさまにお伝え致します。是非、例会で
の委員会報告として、ご利用下さい。
　今年度も、ロータリー財団へのご理解とご協
力を、お願い申し上げます。

ロータリー財団委員会
大委員長 鶴岡西RC 池　田　德　博
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１．最近の複雑化、狂暴化した社会にロータ
リーはどう立ち向かうのか。つとに家庭の問
題と言われて久しい。
　　ロータリーは家庭家族問題にどう取り組ん
できたのであろうか。
２．2008年７月19日クラブ管理運営セミナーと
して奥様セミナーを開催しました。同セミ
ナーには５つのブロック13クラブより19名の
勇気ある奥様方が参加され、実に和やかな雰
囲気で初対面の方々も楽しく語らい、ロータ
リーとはこんなに楽しいところであったかと
感じている様子でした。
　　講師の関原パストガバナーは講話の中で奥
様の事に触れ、奥様は関原さんがガバナーノ
ミニーになって初めてロータリーに出た事、
その時から人が変わったように元気になり、
今もロータリー会員の奥様と懇親を深めてい
る、楽しいところだから参加しよう、楽しく
ロータリーを学んでいると仰っていたと話さ
れ、参加した奥様も改めてロータリーに参加
したことの意義をかみしめておりました。
　　最後には、一緒に写真を撮ったり、クラブ
で奥様を集めるからと卓話を依頼されるなど、
目一杯ロータリーを楽しんだ御様子でした。
引き続いた懇親会でも、ロータリーに親しん
だ奥様は賑やかに、積極的に懇親を深められ、
ロータリーの意義ある親睦をなされたと感じ
ました。
　　1914年のヒューストン世界大会に参加した
ロータリー男性会員の勇気ある夫人を讃え、

それから男性会
員の御夫人を
「ロータリー・ア
ン」と呼ぶよう
になりました
（「ロータリーの
いろは」より）。
2800地区の勇気
ある「ロータリー・アン」もクラブに帰り核
となって奥様のロータリー参加が進められる
ことを期待したいものです。
３．ポール・ハリスの妻ジーン・ハリスは、ロー
タリーは私達の生活に大きな恩恵を与え、私
達に数え切れない貴重な体験を下さったと述
べ、ロータリーを夫と分かち合えたことを喜
びとしております。また「初めて会った人達
にも十年の知己の様にもてなしをしてくれま
した。夫達が始めた仕事は素晴らしい友情に
基づいているものだということを再確認しま
した」と述べています。初めて会った人とも
旧知の友の様に友情をもてるロータリアンの
特権、この心を奥様達にも味わってもらいた
いものです。

４．ジーン・ハリスは、「ポールの晩年、私達が
話し合ったのは、世界が複雑化する中、もっ
と読書し、家庭の対話を増やし、素朴な親切
心を発揮しなければならない。隣同士ももっ
と親しく会わなければならない。ポールはそ
れを願っていた。彼の考えでは、ロータリー
はその手助けが出来る筈だということでし
た。」「それぞれ自分の家庭や家族を築いてい
くのを見るのは心温まる光景です。やがてこ
れが健康で楽しい社会を作っていくことに繋
がるのです。」と家庭の重要性を述べています。

　　良い家庭は良い夫婦より生まれる。共に楽
しみを分かち合える関係でありたいと思う。
この関係は子供も父・母に求めるものである。
父、母、子供が共に健康なら、楽しい社会が
作れるはずである。

 クラブ管理運営セミナー

奥様セミナーと
ポール・ハリスの妻ジーン・ハリス

クラブ管理運営委員会大委員長
山形西RC 細　谷　伸　夫
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　第2800地区インターアクト年次大会は鶴岡市
湯野浜「ホテル海麓園」を会場に鶴岡ロータリー
クラブがスポンサークラブ、鶴岡東高校がホス
ト校となり８月４日 （月） ～５日 （火） 開催され、
参加した６校（クラブ）48名のインターアクト
会員は各校顧問の先生、ロータリアンと共に天
候に恵まれて予定通りのプログラムに有意義な
２日間を過ごしました。
　今大会は世界的課題となっている「環境問題」
を大会テーマに、自然の大切さ、すばらしさを
体感、私たち自ら実践できる活動を検討し、地
球を守るために課せられた使命を認識する機会
にしようとプログラムが組まれました。
　開会式の祝辞で、武田和夫ガバナーから今年
の国際ロータリーのテーマ「夢をかたちに」の
内容で世界の子どもたちがきれいな水が飲めな
い、自国の文字を読み書きできないなどの劣悪
な環境にあることを解消しようと話された後、
地元鶴岡三瀬地区で活躍の林業家加藤周一氏か
ら「森林保全と環境問題」の演題で記念講演を
いただき森林が果たしている役割（環境に負荷
を与えずにできる木材の再生産、水や大気の循
環など）について学びました。
　その後、「土から作る日常道具……陶芸活動」
を体験して夕方、会場から10分ほどの湯野浜海
岸に出ました。「庄内浜に沈む夕日を見よう」と
いう企画に天気が応え、大きな、赤く暖かい、
夕日が大海に沈むのを見ることができ地球の美
しさに感動しました。

　そして夕食後、グループ研修「環境問題を考
える～私たちから実践する地球保護」として５
つのグループ（分野）に分かれロータリアンの
アドバイスのもと討論会をしました。
　２日目の朝食前、昨夕夕日を見た湯野浜海岸
の清掃活動をしましたが、ゴミの多さに驚き環
境を守る大切さをあらためて実感しました。
　さらに午前のプログラムは「鶴岡地区リサイ
クルセンターくるりん館」の見学でした。「知っ
て学んで体験するリサイクルのことがわかる施
設くるりん館」は美しい自然環境を保全し、水
と緑があふれ潤いのある生活環境を確保するた
めゴミ処理を消費者、市町村、事業者が役割を
分担し資源ごみは再利用の原料の形までにする
工場のようなものでした。また、見学は日常的
に行われ特に地元小学生は授業の一つになって
いるそうです。
　庄内名物「むぎきり」の昼食後、グループ研
修報告、各校の活動報告をして閉会式を行い、
カウンセラー石黒慶一パストガバナーより講評
をいただき閉じました。参加した学生は他校の
学生と終始班構成により活動して交流を深め合
いました。すばらしい体験をしたと思います。
　これからも、青少年に楽しく意義ある奉仕と
国際理解に参加する機会を与えるインターアク
トの活動をより多くの学生に経験させたいもの
です。

インターアクト小委員会　　
委員長　佐藤　清一　

 第18回インターアクト年次大会

― 環境問題をテーマに交流 ―
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（ALS［筋萎縮性硬化症］と山形南北RCチャリ
ティーゴルフ大会）
　毎年旧盆の８月16日になると、酷暑の中、蔵
王CCでチャリティー・ゴルフ大会が開催されま
す。「暑い盛りになにごとですか」と知人に良く
聞かれますが、御歳80を越えた高橋文夫PGをは
じめ、ご高齢のロータリアンが一人また一人と、
暑い暑い蔵王CCに集まります。この旧盆のゴル
フ大会は1985年に始まりました。南と北の腕自
慢の方々が南北戦争と称して対抗戦を年１度楽
しみ交流を育んでおりました。私もまだ入会し
たばかりでしたが参加し楽しんだものです。対
抗戦は10年余続いたでしょうか、結果はいつも
南RCが大勝し北は敗北でした。そこで南RCの
金森パスト会長より「日頃の健康に感謝して
チャリティー・ゴルフにしよう」との提案があ
り、高橋文夫PGを大会委員長として、南北RC
チャリティー・ゴルフとなった訳です。
　元南RCの会員でもあった故叶内さんが難病
のALS［筋萎縮性硬化症］との闘病中だったこ
ともあり、ALS協会にチャリティーを始め今も
続いています。ALSは現在では不治の病と言わ
れ、山形県内にも100余名の方々が闘病中です。
　酷暑の旧盆にチャリティー・ゴルフ大会を挙
行する意義がロータリー会員の心の中に大きく
育ち、これからもALS協会へのチャリティーは
続けられることでしょう。 

ゴルフで社会奉仕を
楽しむ

　
第５ブロックガバナー補佐

中村昻三郎
（山形北ロータリークラブ）

 

　2800地区のロータリアンの皆様ご健勝にてお
活躍のことと存じ上げます。
　７月より2008年～09年の武田ガバナー年度を
迎えました。
　第６ブロックＢ地区（長井、南陽、白鷹、小
国、南陽東、長井中央、南陽臨雲RC）合わせて
７クラブのガバナー補佐の大役を仰せつかりま
した小国ロータリークラブの遠藤正美です。昭
和58年小国クラブに入会以来、不勉強でガバ
ナー補佐の大役が務まるのか不安ながらのス
タートです。
　武田ガバナーの今年度の地区テーマ「楽しい
ロータリーで、仲間を増やそう」を前提に第６
ブロックＢ地区各クラブのクラブ運営に微力な
がら少しでもお手伝いをして一緒に勉強させて
いただければと考えております。６月４日の南
陽東クラブのクラブ協議会を皮切りに第６ブ
ロックＢ地区各クラブのクラブ協議会やガバ
ナー補佐新任の挨拶に回っております。
　各クラブ会員の皆様は2008年～09年RI会長、
李東健氏テーマ、2800地区武田ガバナーのテー
マのもと、またクラブ会長の年度目標を指標と
して活気のある委員会活動クラブ運営に取り組
んでおられます。
　この後、武田ガバナーの公式訪問、地区大会、
各委員会セミナー、IM、周年行事等いろいろと
行事がありますが一生懸命務めていく所存です。
会員の皆様ご指導のほど宜しくお願いいたし 
ます。

ガバナー補佐を
拝命して

　
第６ブロックガバナー補佐

遠藤　正美
（小国ロータリークラブ）

 ガバナー補佐メッセージ
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米沢中央ロータリークラブ
　７月９日、武田ガバナー年度、第６ブロック
最初の公式訪問クラブが、前年度大友ガバナー
出身クラブ米沢中央クラブ。一年間の大役を終
えられたクラブ、さすが一致団結、会長幹事会、
クラブ協議会、整然としたクラブ例会。会長幹
事さんも一段と緊張の中、一生懸命会の運営、
もちろん私も緊張しました。武田ガバナーの温
厚なお姿にもピリッとした信念をお持ちの武田
ガバナーに感服しました。
（第６ブロックガバナー補佐　渡部　文雄）

 

米沢ロータリークラブ
　７月10日、米沢ロータリークラブ公式訪問。
会長幹事会、各委員長さんにもガバナーより御
指導され、例会終了。その後、米沢市長表敬訪
問、第６ブロックＡ・Ｂ合同全体会長幹事会へ
ガバナー・大久保地区幹事共に出席され、今年
度事業内容に御指導下され審議された。終了後
上杉神社にて全員公式参拝、上杉記念館会場で
ガバナー訪問歓迎会を盛大に終了しました。今
日一日ガバナーには大変御苦労様でした。
（第６ブロックガバナー補佐　渡部　文雄）

 

河北・寒河江さくらんぼ・朝日
寒河江ロータリークラブ

　第４ブロック６クラブの内、14日河北、15日
寒河江さくらんぼ、16日朝日、17日寒河江で武
田和夫ガバナーを迎えての公式訪問が行われた。
クラブにとって年度はじめは、会長方針の発表
クラブ協議会等で極めて重要な日々でありまし
たが、各クラブ共会長、幹事はじめ会員の皆様
に暖かい歓迎を受けました事に対し感謝申し上

げます。
　武田和夫ガバナーには、ロータリー創設、企
業人としての職業倫理、クラブ活性化や円滑な
クラブ運営の為には、会員増強の大切さ、そし
てロータリーの原点はクラブの親睦にある等わ
かりやすく卓話をしていただきました。
　各クラブ共会長さんを中心として会員増強を
図りクラブ運営の基盤の確立を第１の目標にか
かげ、またRIテーマ「夢をかたちに」地域社会
の最も大切な「子供たち」に光を当てる為の活
動方針について会長幹事会において活発に武田
ガバナーとの意見の交換が行われました。
　今後一年間楽しいクラブで思いやりの心を
持ってクラブ活動に邁進しましょう。
（第４ブロックガバナー補佐　鈴木　茂範）

 

東根ロータリークラブ
７月18日
　会員数44名で創立43年目のクラブであり、会
員の年齢・ロータリー在籍年数とも、バランス
のとれた老若和気あいあいのクラブです。
　石山会長のクラブテーマは「親睦と奉仕　仲
間作り」であり、目標は「地域に根ざしたクラ
ブ奉仕と青少年交換学生の推進」です。
　今年度は地区に松浦会員増強・会員維持小委
員長を出しているので、３名以上の純増を目指
して頑張っています。
　過去24回行っておりクラブの顔となっている
青少年交換学生の受け入れ・派遣を数年ぶりに
復活し、その準備も進んでいます。
（第３ブロックガバナー補佐　佐伯　信一）

  

河北 寒河江さくらん　　　　　　河北　　寒河江さくらんぼぼ

朝日 寒河　朝日　　寒河江江

 武田ガバナー公式訪問　記
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長井・長井中央ロータリークラブ
　７月22日長井クラブ、７月23日長井中央クラ
ブと２日続けての公式訪問でした。両クラブ共
に午前10時30分より会長幹事会を武田ガバナー、
現会長幹事、会長エレクト、副幹事、大久保地
区幹事、遠藤ガバナー補佐参加で開催しました。
武田ガバナーより2800地区の今年度方針やRI
の方針等いろいろとご指導をいただきました。
その後11時15分～12時まで各大委員長、小委員
長が参加して意見交換会を行いました。各委員
長さんからは活発な質問などがたくさん出て有
意義な会でした。
　12時15分から例会に出席をして武田ガバナー
よりロータリーに関するいろいろな卓話をして
いただきました。
（第６ブロックガバナー補佐　遠藤　正美）

 

高畠ロータリークラブ
　７月24日、歴史深き高畠ロータリークラブ、
玉野敏安42代会長率いる48名の方々より、武田
ガバナーを心から歓迎され会長幹事会はじめ各
委員長さんとの一時間半にわたり熱心な懇談を
され、公式訪問に移り会員諸氏に武田ガバナー
のあつい思いを話され、公式訪問を終了されま
した。その後、高畠町長への表敬訪問をしま 
した。
（第６ブロックガバナー補佐　渡部　文雄）

  

長長井井

長井中長井中央央

天童ロータリークラブ
７月25日
　52年の歴史と伝統があり、会員数52名の風格
漂うクラブです。山口会長は、地区目標を各委
員会で実践に移し、また会員の親睦と友情を深
め、佐藤豊彦ガバナー年度を成功させる事を方
針としています。会長方針に従い、各委員会は
具体的かつ綿密なすばらしい内容の年間計画が
出来ています。
　17年ぶりに３人目のガバナー輩出となる次年
度に向けても事務所開設の準備が着々と進んで
います。
　クラブと地区立ち上げの二段重ねの年度では
ありますが、ガバナー輩出の自信と熱意が全会
員から感じられます。佐藤豊彦ガバナーの活躍
を祈る。
（第３ブロックガバナー補佐　佐伯　信一）

 

米沢上杉ロータリークラブ
　７月29日には私の所属クラブである米沢上杉
ロータリークラブの公式訪問、会長幹事会委員
長との懇談、竹前会長の卒のないクラブ運営が
期待され、頼もしい限りであります。公式訪問、
例会では武谷SAA・滝口幹事・竹前会長との連
携はすばらしく、武田ガバナーのお話にも天地
人のように愛がこめられていました。
（第６ブロックガバナー補佐　渡部　文雄）
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2008～2009年度　　　　 　　　　　　　　　　　　
国際ロータリー第2800地区・地区大会のご案内
　
　2008～2009年度国際ロータリー第2800地区・地区大会が10月３日 （金） ・４日 （土） の２日
間にわたり、山形市で開催されます。
　李東建RI会長のRIテーマ「夢をかたちに」のもとにRI第2800地区武田和夫ガバナーが
「楽しいロータリーで、仲間を増やそう」と動き出しました。
　地区の各ロータリークラブは年次計画に従って奉仕活動に活発に行動をおこしておると
推察しております。この大会は地区すべての朋友との交流と、ロータリーの綱領を推進す
る事を目的として、色々な奉仕活動を発表する場なのです。青少年交換、研究グループの
交流、国際親善の活動、ロータリー財団、米山記念奨学事業等の発表を拝聴し、私達すべ
てのロータリアンが感動を受け、相互の親睦の機会をいただく年一度の祝賀行事と理解し
ております。この行事の中に「ロータリーの綱領」と「四つのテスト」の心が入れば、ロー
タリーとして誇り高きものと認識され、自覚も出来ます。
　この地区大会において新しい仲間を作り、実り多い大会にしたいと実行委員会は心を一つ
にして取り組んでまいります。RI第2800地区総てのロータリアンのご参加を希望いたします。
　尚、詳細日程や時間は後日改めてご案内申し上げます。

地区大会実行委員長　青山恵一郎　
地区大会実行委員会一同　　　　　

　日　　　　　　程：10月３日 （金）・４日 （土）

会　　　　　　場：山形市民会館・ホテルキャッスル・パレスグランデール

ホ ス ト ク ラ ブ：山形南ロータリークラブ

コ・ホストクラブ：山形ロータリークラブ・山形西ロータリークラブ・山形北
ロータリークラブ・山形東ロータリークラブ・山形中央
ロータリークラブ・山形イブニングロータリークラブ・ 
上山ロータリークラブ・山辺ロータリークラブ・中山ロー
タリークラブ

74-79年京都大学医学部教授兼任。81-89年ジョンスホプキンス
大学免疫学部長。89-96年ラホイヤアレルギー免疫研究所所長
兼カリフォルニア大学教授。84-85年アメリカ免疫学会会長、66
年免疫グロブリンEを発見し、それ以後、花粉症などのアレル
ギーの機序を解明。72年パサノ賞、74年朝日賞、日本学士院賞、
恩賜賞、文化勲章。79年アメリカ医学会賞。85年アメリカ内科学
会賞。2000年勲一等瑞宝章。2001年日本国際賞を受賞。

医学博士、ラホイヤアレルギー免疫研究所名誉会長、日本学士
院会員。アメリカ科学アカデミー会員。1925年東京都生まれ。48
年東京大学医学部卒業。54-62年国立予防衛生研究所血清部免
疫血清室長。63-70年小児喘息研究所（デンバー）免疫部長。
70-81年ジョンスホプキンス大学内科学教授兼微生物学教授。

　今年の2800地区の年次大会は、山形南ロータリークラ
ブのホストにより、10月３日、４日の両日、山形市民会館
を主会場として開催されます。
　今年の国際ロータリーのテーマは「夢をかたちに」で
す。地区内1900名のロータリアンの夢は仲間が増えるこ
とです。第１日は夢の実現にどう取り組むか、パストガバ
ナー、クラブ会長によるパネルディスカッションを行いま
す。第２日は記念講演として、世界的免疫学者・文化勲章者の石坂公成先生
から、長い米国での生活から日本の戦後の子供の学校教育に、県教育委員長
としての立場からご提言をいただきます。
　大会後会場を移動して大懇親会をいたしますので、ぜひご参加ください。

ホストクラブ／山形南ロータリークラブ コ・ホストクラブ／
 山形ロータリークラブ・山形西ロータリークラブ・山形北ロータリークラブ

  山形東ロータリークラブ・山形中央ロータリークラブ・山形イブニングロータリークラブ
  上山ロータリークラブ・中山ロータリークラブ・山辺ロータリークラブ

記念講演

 2008～2009年度
 国際ロータリー第2800地区

地区大会
 RI会長代理　福井   正典　　地区大会実行委員長　青山   恵一郎

2008年10月３日（金）

ホテルキャッスル
日時

場所

山形市市民会館
パレスグランデール

ご挨拶 国際ロータリー2008地区ガバナー  武田和夫

場所

2008年10月４日（土）日時

プロフィール

石坂公成　いしざか きみしげ

山形市郷
土館

霞城公園 東大手門 文翔館

山　寺

2008～2009年度  第2800地区ガバナー事務所

〒990-0031 山形県山形市十日町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：office2008@rid2800.jp

2008～2009年度  国際ロータリー第2800地区  地区大会  プログラム
2008年10月３日（金）

ホテルキャッスル

日時

場所

山形市市民会館
パレスグランデール

場所

2008年10月４日（土）日時

10：00 登録開始
11：30 RI会長代理を囲む昼食会
13：30

17：00 RI会長代理歓迎晩餐会

山形新幹線

最短で約２時間30分JR 東京駅 山形駅

約２時間

車

遊佐町・酒田市 山形市

約１時間30分
鶴岡市・庄内町 山形市

約１時間
西川町・寒河江市 山形市

約１時間
米沢市近郊 山形市

約１時間30分
小国町 山形市

50分
白鷹町・長井市 山形市

交通アクセス

山形一小
●

村山総合支庁
●

ガバナー事務所
●

●
山形二小

　ホテル
●メトロポリタン

●
ホテル
マーブル

●
　　　国際ホテル

●ホテルα-１

●
山形学院高

ホ
テ
ル

サ
ン
ル
ー
ト
●

山
形

●
ソ
ー
レ
イ
ン

　

ホ
テ
ル
ズ

山
形
駅

●
ア
パ
ホ
テ
ル　

●
山形中央高

●
山形西高

●
山形六小

●
山形六中

●
市立図書館

●
日大山形中・高

パレス
グランデール

山形市
市民会館

ホテル
キャッスル

N

山形県保健センター
●駐車場

第１回本会議

第３回本会議

第２回本会議
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 わ が ク ラ ブ 紹 介

皿長井ロータリークラブ皿
　当クラブは、昭和37年に19名で創立し昭和
60年には56名を擁するに至りましたが、現在
の会員数は30名となっています。昨年度は、
効果的なクラブ作りを目指し、CLPを導入す
るとともに50周年を視野に入れた中長期計画
を策定しました。今年度は、その計画に沿い
３年後に控えた50周年に向け着実に準備を進
めてまいります。とりわけクラブの基盤であ
る会員増強に力を入れると同時に楽しい例会
づくり、奉仕プロジェクトの活性化を目指し、
身の丈に合ったクラブ運営を行っていきます。

皿天童ロータリークラブ皿
　地区４番目に設立した天童RCは、去年50周
年を迎え、次年度に３人目のガバナーとなる
佐藤豊彦君の誕生を控えて、若い会員を増や
し、一同張り切っている。前期98.59％と高い
出席率もその一例。
　世界一のテキストと思われる「ロータリー
の森を歩く」は、全員必携として推薦している。
　武田ガバナーの大伯父で明治大学創立者宮
城浩蔵氏の師で、38歳で切腹した天童織田藩
の名家老吉田大八公の銅像が、３年前矢吹海
慶会員の手で人間将棋の広場に建立された。
　百万ドル食事例会に報道関係者を招いて会
員顔写真入りの「年次計画書」を贈り、会員
の個人奉仕を記事にする時は、所属RC名も記
入して頂くようにお願いしている。

皿朝日ロータリークラブ皿
　我がクラブは会員数14名と規模の小さいク
ラブです。その為、例会はもちろんの事、奉
仕活動、親睦と常に会員が一丸となって活動
しています。一人一人が全体をカバーし合わ
ないとクラブ運営もうまくいきません。全員
で話し合い、全員で活動し、全員で楽しむ。
これが我がクラブの特徴です。また、地域に
根ざしたロータリーを目指して「懐かしの映
画上映会」を計画、お年寄りを中心に、奉仕
活動を進めます。仲間を増やして行きながら
「小粒でもピリリと辛い」活動をして行きたい
と思います。

皿寒河江ロータリークラブ皿
　我がクラブは今年度で創立50年目を迎え、
「温故創新」の言葉のもと、これまでの実績を
礎に、新たなクラブの歴史を創り出すことに
会員一同燃えています。80歳代から40歳代ま
で幅広い年代にわたる56名の会員を擁し、厳
しさの中にも和気藹々とした雰囲気を持ち、
例会での握手の挨拶は世代を超えた絆作りに
大いに役立っています。今年度は50周年記念
事業として市の中心部にある長岡山公園に
「ロータリーの杜」を建設し、市民に憩いの場
を提供する予定です。

報道関係者を招いて100万ドル食事例会をピーアールした
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皿東根ロータリークラブ皿
　東根ロータリークラブは昭和41年に創立し
43年目になります。会員は44名で平均年齢も
ここ５年間でほとんど変わらず元気なクラブ
です。月ごと季節ごとにテーマを設けた和気
あいあいの例会で最大歳の差48を感じさせま
せん。今年は東根ロータリーの原点を見つめ
なおし、地域に根ざしたクラブ奉仕と青少年
交換学生の受入派遣を推進することを目標に
親睦と奉仕そして仲間作りをテーマとして、
活動を計画しております。

皿高畠ロータリークラブ皿
　高畠町は、山形県の南東部にあり、古くよ
り「まほろばの里」と呼ばれ、居住環境が豊
かで、ラフランス、ぶどうなど果物の産地と
して県内でも代表的な町であります。
　当クラブは、恵まれた自然環境の中、創立
42周年を迎えております。玉野会長を中心と
して、会員45名は、親睦活動、例会卓話、奉
仕活動、職業奉仕という４本の柱を各人が分
担し、この町にいかに還元できるかを念頭に
おいて活動しております。
　写真は、先月行われた、納涼会の一コマです。

 新 入 会 員 紹 介

阿部　秀勝 君
所属クラブ：小国RC
入会日：2007.7.2
職業分類：自動車修理

佐藤　謙三 君
所属クラブ：酒田RC
入会日：2008.7.1
職業分類：証券業

酒井　学 君
所属クラブ：酒田中央RC
入会日：2008.6.1
職業分類：舗装工事・港湾土木

井上　幸夫 君
所属クラブ：村山ローズRC
入会日：2008.1.1
職業分類：税理士

檜山　智子 君
所属クラブ：村山ローズRC
入会日：2008.4.1
職業分類：包装資材

佐藤　伸二 君
所属クラブ：酒田東RC
入会日：2008.7.3
職業分類：総合設備

武井　　隆 君
所属クラブ：酒田東RC
入会日：2008.7.3
職業分類：電力供給

荒井　修一 君
所属クラブ：天童RC
入会日：2008.5.9
職業分類：生命保険

髙取　和彦 君
所属クラブ：大江RC
入会日：2008.4.1
職業分類：サービス業・その他（倉庫業）

石垣　孝恭 君
所属クラブ：遊佐RC
入会日：2008.7
職業分類：普通銀行

五十嵐正明 君
所属クラブ：米沢上杉RC
入会日：2008.7.1
職業分類：税理士

菊地　照雄 君
所属クラブ：米沢上杉RC
入会日：2008.7.1
職業分類：旅行斡旋業
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 ７ 月　 会 員 数 ・ 出 席 率

７月
出席率

当　月増減数内
女性会員

内女性
会　員

2008.7.31
会員数

内女性
会　員

2008.7.1
会員数クラブ名ブロック

減増
81.21％436436酒 田1

第
１
ブ
ロ

ク

100.00％236236酒 田 東2
100.00％11312遊 佐3
100.00％44八 幡4
82.43％3838酒 田 中 央5
84.38％1413412酒 田 ス ワ ン6
98.75％11316215酒 田 湊7
81.76％2546544鶴 岡8

第
２
ブ
ロ

ク

100.00％342342鶴 岡 西9
100.00％113737余 目10
91.43％2323立 川11
71.95％349349鶴 岡 東12
83.53％317317鶴 岡 南13
100.00％251251天 童14

第
３
ブ
ロ

ク

90.40％2727村 山15
84.78％21323221新 庄16
84.21％22224尾 花 沢17
88.37％4444東 根18
84.00％120120最 上19
84.92％15352天 童 東20
94.05％2828天 童 西21
77.78％142142東 根 中 央22
91.11％11819尾 花 沢 中 央23
78.10％523523村 山 ロ ー ズ24
89.39％2222新 庄 あ じ さ い25
95.00％5656寒 河 江26

第
４
ブ
ロ

ク

96.88％2525大 江27
86.67％1414朝 日28
87.25％3434河 北29
96.49％13635寒河江さくらんぼ30
76.14％2323西 川 月 山31
96.60％18786山 形32

第
５
ブ
ロ

ク

81.25％120120上 山33
91.75％100100山 形 西34
95.83％7676山 形 北35
92.81％12829山 辺36
89.79％6161山 形 南37
79.17％1616中 山38
64.03％4444山 形 東39
79.46％437437山 形 中 央40
67.71％134134山形イブニング41
100.00％21858756米 沢42

第
６
ブ
ロ

ク

86.00％11－1130230長 井43
98.18％2457455米 沢 上 杉44
85.22％2323南 陽45
95.29％1717白 鷹46
82.29％348348高 畠47
96.36％11514小 国48
98.56％252252米 沢 中 央49
100.00％14847南 陽 東50
95.00％11920長 井 中 央51
80.36％11415川 西 ダ リ ア52
79.57％331331米沢おしょうしな53
75.93％235235南 陽 臨 雲54
87.93％8182681881661871地 区 全 体
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◆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/

第251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。

◎ 「ロータリーの理想」ビチャイ・ラタクル
　2008　６ｐ
　（Ｄ.2580地区大会記録）
◎ 「ロータリーの向うべき道（シンポジウム）」
　小沢　一彦（モデレーター）　2008　23ｐ
　（Ｄ.2780地区大会報告書）
◎ 「職業奉仕の重要性について（2008年国際協議会リ
ポート）」渡辺　好政　2008　２ｐ

　（Ｄ.2690月信）
◎ 「ロータリーの綱領」鈴木　政昭　2008　２ｐ
　（Ｄ.2800月信）
◎ 「決議23－34の徹底的解析」田中　　毅
　2008　８ｐ
　（Ｄ.2510地区大会記録）

◎ 「決議34号」鈴木　政昭　2008　３ｐ
　（Ｄ.2800月信）
◎ 「増強はクラブとロータリアンの強化が唯一の方法　
それは新会員の意識を高めることから出発する」
　服部　芳樹　2008　５ｐ
　（Ｄ.2510地区大会記録）
◎ 「今だからこそ問う　ロータリーとは何か」
　深川　純一　2008　８ｐ
　（Ｄ.2830地区大会記録誌）
◎ 「ロータリーを生きる」佐古　亮尊　2008　13ｐ
　（Ｄ.2830地区大会記録誌）
◎ 「CLPとロータリー」神崎　正陳　2007　６ｐ
　（Ｄ.2500地区大会報告書）

〔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（２）

　先日機会に恵まれ、残雪の残る燕
岳（ツバクロダケ：2,763ｍ）に登っ
た。葛折の急登であったが、頂の山
様はすばらしく、また、かつて登っ
た槍、穂高、立山、富士山、北岳、
八ヶ岳など周囲の山々がパノラマ状
に展開し、みごとな景観であった。
燕山荘ではご主人が吹く、初めて聞
くアルプスホルンの音色に感激した。
　一方、今地球では汚染が深刻な段
階に入り人類の大きな、急を要する
問題になっているという。（Al Gore
著：An Inconvenient Truth ; ノーベ
ル平和賞）世界中に木を大規模に植
えるなどロータリーでもできること
があるはず、そんなことなど燕の夜
長に、話をしました。

月信編集委員　原　　健一

編集後記
もうすぐ募集開始！　― 2009学年度の指定校が決定 ―

2008年８月13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111111111111100000000000002222222222222ハイライトよねやま102号号号号号号号号号号号号号号

　2009年４月採用の奨学生を推薦してもらう指定校が、各地区米山記
念奨学委員会からの報告により決定しました。指定校は全国で432校
（前年度408校）です。
　大学・大学院以外を対象とする「地区奨励奨学金」を導入したのは
７地区11校で、６校が初めて指定校に選ばれました。
　また、学校が推薦者を選考する際の「選考の目安」を提示した地区
は25地区で、「１カ国の割合は○％以下に」といった「国籍割合への配
慮」を望む声が21地区、「日本語運用能力」を求める地区が16地区と多
く挙げられました。このほか、できるだけ多くの奨学生を支援するた
め、奨学期間が１年間となる「最終学年在籍者」を望む地区が、昨年
度の８地区から10地区に増加しました。
【今後のスケジュール】
・８月15日　当会HPに指定校・募集要項公開
　http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
・10月15日　申し込み締め切り
　（米山記念奨学会事務局で書類チェック後、申込書類を各地区へ発送）
・12月～１月末　各地区選考試験実施、決定順に合格発表
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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３・４ブロック）
ガバナーエレクト天童事務所開き

第１回諮問委員会

ロータリー財団国際親善
奨学生オリエンテーション及び学友会総会

財団セミナー（第１・２ブロック）

09～10年度DTLS
財団セミナー（第６ブロック）　GSE

GETS

地区大会

中山

鶴岡

鶴岡東

鶴岡南

東根中央

酒田スワン

酒田湊

村山

小国

尾花沢

天童西

新庄

米沢おしょうしな

最上

上山

 ９/１ 月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月　敬老の日

火

水

木

金

土

日

月

火　秋分の日

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

 ２
 ３
 ４
 ５
 ６
 ７
 ８
 ９
 10
 11
 12

 14
 15
 16
 17
 18
 19

 21
 22
 23
 24
 25
 26

 28
 29
 30

 10

 ２
 ３

 27

 13

 20

 ４
 ５
 ６
 ７
 ８
 ９

新世代の為の月間

　サワギキョウの名前は、「沢に生えるキキョウ」
という意味からつけられた名前とされています。
湿地に生え、キキョウのように鮮やかな紫色をし
た花を着けるのですから、非常にわかりやすい名
前ではあるのですが、全体の姿や花の形、花の着き
方を見てキキョウを連想する方は少ないのではな
いでしょうか。サワギキョウの花を手にとって見
てみると、確かにキキョウと同じように５つに分
かれています。でも、花の上の部分の切れ込みが非
常に深く、杯状のキキョウとはかなり異なる形を
しています。また、キキョウの雄しべは独立して５
本あるのに対し、サワギキョウの雄しべは合着し
て、１本の筒のようになっています。
　秋の水辺、木道を散策する私たちにとって、サワ
ギキョウの花の色は一服の清涼剤なのかもしれま
せん。（園内での花期は、７月～９月）

写真文章提供：山形市  野草園　伊藤　一

サワギキョウ（キキョウ科）

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

10/１
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