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Ｒ 財 団 と 米 山 財 団ガバナーメッセージ

地区大会ご協力に感謝します
　この度10月３日４日の国際ロータリー第2800地区2008～2009年度地区大会は晴天に恵まれ盛会に終
了しました。会員の皆様、ご家族の皆様のご協力、ご援助に感謝いたします。

ガバナー　武田　和夫・地区大会実行委員長　青山恵一郎　

　11月はロータリー
財団月間です、10月
は米山月間でした、
両方とも「皆さんご
寄付をお願いしま
す」という赤い羽根
の寄付のように思っ
ていませんか。赤い
羽根の寄付に見返り
を求める人はいない
でしょう、しかし
ロータリーの寄付に

は立派なお土産が付きます。
　寄付といえばお祭りの時お神輿に出すのも寄
付ですし、神社で鈴を鳴らすときお賽銭箱に入
れるのも寄付といえるでしょう。お盆のときお
寺に持って行くお布施も考え方によっては一種
の寄付のようなものとも考えられます。しかし
お布施は祖先の供養のためにお経を読んで下さ
いとお願いするためのものとも考えられます。
お稲荷さんにお参りするとき、賽銭箱に10円や
百円を入れて商売繁盛を祈ってもこれで儲けは
間違いないと信じる人はいないでしょう。
　米山財団に毎年１万円の寄付をすれば、それ
は確実に外国から日本に勉学に来ている大学院
生に渡ります。言葉も不自由で懐も寂しいが勉

学の意欲に燃えた学生が奨学金を手にすること
は、アルバイトの時間を減らし勉強の時間を増
やせることを意味します。それより米山奨学生
にはロータリアンのカウンセラーとロータリー
クラブという強力なバックアップが付くのです。
異国で相談できる人がいることは心強いもので
す、しかもその人が社会の有力なメンバーです、
何かと相談に乗ってもらえます。
　明治大正の昔、近代化した日本に憧れた中国
の若者が大勢日本に勉強に来ました、彼らは貧し
さに耐え懸命に学問をしました。だが親身になっ
てくれる日本人もなく、何かと言えばchannkoro
と蔑視されました。それで日本嫌いになった若者
は大勢います、だが親身に教えた藤野先生に魯迅
は終生親しみと尊敬の念を持ち続けました。ロー
タリアンが米山奨学生を家族として扱うなら、彼
らは生涯日本に親しみを持つでしょう。
　ロータリー財団は親善奨学生を多くの国の大
学に留学させております。外国から日本に来る
学生は、特に山形の大学には来ませんが、多く
はありませんが首都圏にはかなりおります。こ
の制度を利用して外国で学ぶ日本人学生は大勢
おります、学問も大切ですが１年間その国に生
活し、大勢の人達とお友達になり、風俗習慣、
考え方を知ることはもっと重要なことでしょう。
理解が進めばその国に対する間違った考えは少

第2800地区ガバナー

武田　和夫
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なくなります、財団学生は出してやると戻って
こない、人材流出だといわれます。しかし優れ
た人が世界の何処で活躍しようともそれは世界
のためになります。日本の女子財団奨学生第１
号の緒方貞子さんは国連を舞台として活躍しま
した、彼女が日本に居ずに世界を飛び回ったの
を非難するのは見当違いです。世界が彼女を求
めたのです。優れた若者にチャンスを与えるた
めに財団親善奨学生の制度はあります。

　財団の補助金制度については趣旨は大いに賛成
理解できますが、何となく非効率的と感じます。
援助に掛かる事務的経費が官僚的組織でいたずら
に大きくなっているのではないか、相手のクラブ
が信用できるならロータリー財団を通さず、直接
に財政的援助をしたほうが費用効率が良いのでは
ないかとも思うことがあります。でも大きな声を
上げられない人達のためにこそ援助は必要です。
皆さんロータリー財団にご理解をお願いします。

 新 世 代 の 月 間 に よ せ て

　2008－09年度第2800地区新世代ライラ小委員
長を拝命しました山形イブニングRCの名和邦
二です。９月は「新世代の為の月間」にあたり
ます。そこで本年度実施される「ライラ研修」
にあたり、ガバナー月信をお借りして地区内
54RCの皆様方にご支援とご協力、加えて積極的
な参加と関与をお願い申し上げます。例年開催
されてきたライラ研修は、ここ数年地区内の高
校生を主体にした研修が多く実践されてきまし
た。中には中学生対象もありましたが、高校総
体の時期にあわせた６月初旬に定着しているよ
うです。本年度のホストクラブは先の地区協議
会に於て山形イブニングRCと発表され、山形南
ロータリークラブ様のご支援が確約されての決
定となりました。開催地は県民の森内の「山形
市少年自然の家」です。開催日は2009年６月５
日、６日に決まりました。
　国際ロータリーのRYLAとはRotary Youth 
Leadership Awardsの頭文字をとった略称です。
1971年RI理事会が（ロータリー青少年指導者養
成プログラム）として採択したもので、14歳か
ら30歳までの青少年を対象とする集中研修プロ
グラムとなっています。また、将来の指導者と
なる青少年たちに同じテーマのもと、ロータリ
アンと起食を共にすることを通じて親睦を深め、

ロータリー地区に新たな活力をもたらし、青少
年の指導力の開発とそれに投資することの重要
性、未来のロータリアン育成を助けることの目
的があります。1959年オーストラリアで誕生し
たライラを、日本では大阪、和歌山で1976年に
初めて実践し、その後各地区やクラブ単独が積
極的に採用するようになってきた経緯がありま
す。第2800地区もそれらに倣って実践されてき
たものと思いますが、青少年に的を絞った社会
奉仕活動だと解しても、研修の内容、集約人数、
予算面からも地区の事業活動として、何れの面
からみても規模が大きく、重要性が高いと考え
ますが、地区大会ではGSEやIAC、RAC、青少
年交換学生、米山奨学生等の発表があるのに対
し、ライラの研修成果の発表は見当りません。
また、開催が６月で年度末となり関心が薄れて
くること等、彼此考えあわせると地区内ロータ
リアンには意外と活動内容まで知られていない
面があるのではないかと考えています。本年度
は目的に沿った意識の高揚を基に各RCから浅
く広く遍く参加して戴き間接的なご支援と関与
で将来のロータリアンになる青少年達にご指導
を賜れば幸いに存じます。本年度ライラ研修の
成功に向けて頑張ってまいりたいと思いますの
で重ねてご支援とご協力をお願い申し上げます。

“もっとRYLAを知って
　　 ロータリーを楽しもう”

新世代ライラ小委員会小委員長
山形イブニングRC 名　和　邦　二
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 ガバナーエレクト事務所開設

　去る９月６日 （土） に国際ロータリー第2800地
区、2009～2010年度ガバナーエレクト事務所開
設の記念祝賀会が天童ロータリークラブの例会
場でもあります「ほほえみの宿　滝の湯」にて
開催されました。
　天童市長、天童商工会議所会頭、武田和夫ガ
バナー始め、近隣ブロックの各パストガバナー、
また私が第３ブロックガバナー補佐時代のガバ
ナーでありました豊田義一パストガバナー、大
友恒則直前ガバナー、塚原初男ガバナーノミ
ニー、佐伯信一第３ブロックガバナー補佐、そし
て第2800地区における多数のロータリアン有志
ら総勢84名が参加し、にぎやかに挙行されました。
　開会の挨拶は次年度地区幹事の伊藤彰君によ
り行われ、ホストクラブ挨拶では、現天童RC会
長の山口賢一君より行われました。そして、武
田和夫ガバナーより身に余る励ましのお言葉と
ご挨拶を頂き、大変感謝をいたしている次第で
す。その後、私からご来賓およびご出席者の紹
介を行い、挨拶としてこれからの重責を担う決
意を改めて表明させていただきました。
　ご来賓として、天童市長、豊田義一パストガ
バナーより大変ご丁重なる祝辞を頂戴しました。
そして武田和夫ガバナーと山口賢一天童RC会
長から「事務所開設祝金」を贈呈していただき、

重ね重ね関係各位に対し感謝いたしております。
　最後に、次年度総括副幹事の黒田一夫君によ
り、次年度の地区スタッフの紹介が行われ、各
スタッフの皆様も次年度に対する決意をされた
ことだと思います。
　引き続き祝宴に入り、高橋文男パストガバ
ナーのご発声により乾杯の音頭をとっていただ
きました。友好ムードで、かつ華やかな雰囲気
の中、各ロータリアンの親交は深まってまいり
ました。笑い声の絶えない歓談がしばらく続き、
宴も最高潮に達し、すばらしい祝賀会となりま
した。そして、ロータリアン定番の「手に手つ
ないで」を福田保通次年度地区大会実行副委員
長の指揮のもと、全員で大合唱し、野川桂一パ
ストガバナーの手締めにより、お開きとさせて
いただきました。

国際ロータリー第2800地区2009～2010年度

ガバナーエレクト事務所
　　　　　開設記念祝賀会報告

ガバナーエレクト
天童RC 佐　藤　豊　彦
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ガバナーエレクト研修セミナー （GETS） に参加して

　ガバナーエレクトは「ガバナー」としての必
要な準備をするために、ガバナーエレクト研修
セミナー（GETS）と国際協議会に出席するこ
とが義務とされています。
　そのガバナーエレクト研修セミナー（GETS）
が、９月14・15日に新横浜プリンスホテルに於
いて、日本国内の34地区のガバナーエレクト夫
妻を招集しGETSが開催されました。
　小沢一彦RI理事・黒田正宏RI理事エレクトを
はじめ、RI研修チーム・リーダーに、安平和彦ご
夫妻、RI研修リーダーに松本茂太郎ご夫妻と当
地区の石黒慶一ご夫妻の指導のもと、am８：00～
pm５：00までの研修を２日間受けてまいりまし
たが、65歳を過ぎての勉強会は大変辛いものが
ありました。
　研修会の主題は、役割と責務・地区の組織構
成と、効果的な指導者の育成・会員増強・ロー
タリー財団について、そして、国際協議会の予
備知識ということで懇切丁寧に研修リーダーの
先生にご指導を頂きました。
　ロータリー財団については、ロータリー財団

地域コーディネーター（RRFC）小島哲RRFC、
北清治RRFCの先生方より、３時間の勉強会と
なりました。
　各研修リーダーの先生方はじめRRFCの先生
から温かくご指導を頂き、同期のガバナーエレ
クト達は強い連帯感をもって責務を果たさなけ
れば、との強い意識を感じることができました。
同期のガバナーエレクト32名の参加で、まだ２
地区（第2520・第2540地区の）ガバナーエレク
トが決まっていないとのこと、国際協議会には
34名全員揃って出席できますように祈っていま
す。
　国際協議会での研修リーダーは松本ご夫妻・
石黒ご夫妻と次期研修リーダー仲田ご夫妻の先
生方から、今回ご指導を頂きましたので心強く
思っています。来年の１月18日より28日までの
国際協議会がアメリカのサンディゴで研修を受
ける事になりますが、前段のガバナーエレクト
研修セミナー（GETS）に参加した報告といた
します。
ガバナーエレクト　佐藤　豊彦（天童RC）　
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地区ロータリー財団第３・第４ブロックセミナー報告

　９月６日、第３・第
４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。

　同セミナーは、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。
　まず、武田ガバナーより、同セミナーの趣旨
と本年度の方針のご説明をいただきました。同
説明では、本年度の、地区の年次寄付の目標は、
20万ドルで、１人120ドルをお願いするとのこ
とですので、会員が減少し、現在1,759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。
　次年度の地区補助金は、22,737ドルですので、
現時点では、まだ、最終報告が完了していませ
んので、未入金です。本年度の３月ごろに募集
を開始致します。
　さて、みなさんのクラブでの、ポール・ハリス・
フェロー（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をお渡ししました。その際、お
渡ししました、「見方」もご参照いただきました

ので、ご理解いただけたと思います。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（第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、会費のご負担はないことから、是
非、ご加入下さるようお願い致しました。
　今年度は、台湾の高雄（第3510地区）からGSE
メンバーが来日します。９月末から10月末まで、
第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、順次、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、同セミナーを終了致し
ました。

Ｒ財団委員会大委員長
鶴岡西RC 池　田　德　博
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Ｒ財団奨学生オリエンテーション及び学友会総会について

　去る９月20日、今年７月実施された奨学生選
考試験に合格し、2009～2010年、当地区より派
遣される国際親善奨学生に対するオリエンテー
ションが、ホテルキャッスル（山形市）で開催
された。
　今年合格の国際親善奨学生は、１年間留学の
奨学生、館林あずささん（立川RC推薦）カナダ
留学希望と６カ月留学の文化研修奨学生、石田
志保さん（米沢RC推薦）フランス留学希望の２
名です。
　武田ガバナーより日本では物静かが美徳とさ
れるが海外では自分の意志を明確に表現する事
が大切、また、顧問ロータリアン制度があるの
で困った事は相談しアドバイスしてもらい楽し
く有意義な留学生活を送ってほしい。また、国
際親善奨学生派遣の主要な目的は、国際親善使
節として世界各国の人々と交流し友好関係の増
進に寄与することであり、逸学または研修のみを
目的とするものでないとの話がなされました。
　続いて学友会総会（奨学生OBの集い）が開催
され、学友会会員より海外体験談が報告された。

学友会会員からは、海外でのあの１年間が無
かったら今の自分は無いし何においても貴重な
１年だったとの話がほとんどでした。ホストク
ラブ（受け入れクラブ）の顧問ロータリアンの
お祝いパーティーに帰国後招待され再度訪問し、
今なお親しくおつきあいを続けている話、食べ
ものが美味しくて、特にチョコレートのデザー
トを食べすぎ太りすぎた話、ゆかた、着物を着
てパーティーに出席すると大受けする話等々、
話はつきない状況でした。私が驚いたのは、複
数の方々が留学中にアジア人としての差別をう
け困りはて、周囲の人々と相談の上解決に至っ
た話でした。
　当地区では奨学生派遣を40年続けており、累
計116名の奨学生を世界に送り出しており、帰国
後県内外で大いに活躍しております。「継続は力
なり」を実感すると同時に、この委員会に携っ
てみて、ロータリー財団奨学金制度の素晴らし
さを再認識しているところです。今後とも当地
区より優秀な意欲ある若者を海外へ送り続ける
ロータリー財団への協力を宜しくお願い致します。

奨学生派遣40年、 「継続は力なり」

Ｒ財団奨学金学友小委員会小委員長
山形東RC 大　沼　俊　夫

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
おおおおおおおおおお
詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫

◇
お
詫
びびびびびびびびびびび
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

　10月号に「国際ロータリークラブ第2500地区」と
表記してしまいました。上記のように訂正いたします。

国際ロータリー第2500地区
RI会長代理として

藤川　享胤　パストガバナー（鶴岡ロータリークラブ）
が指名されました
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 RID3510台湾GSEチーム来日

　強い台風15号の接近で来日が危ぶまれた台湾
のGSEチームが９月28日、無事仙台空港に到着
しました。森光国際事務局長、金子第５ブロッ
ク委員と金子委員の従業員で台湾出身の寥瀅 
（リョウ・インイン）さん、それに第４ブロック
の安藤委員が出迎えました。歓迎会の会場であ
るホテルキャッスルに着いたのは17時10分過ぎ。
それから休む暇も無くプレゼンテーションの準
備に入りました。
　チームリーダーは、余 昱（ユー）さん、52
歳の電子部品関連業の方で高雄市のロータリア
ンです。ロータリー暦は10年だそうです。メン
バーは林世徳（リンまたはテド）さん26才保険
業の男性です。両親が保険会社を営む二代目青
年実業家。台湾の難関大学を卒業し、アメリカ
留学の経験もあります。流暢な英語を話します。
素直で優しい性格です。江　萱（カヤ）さん、
29才広告業の女性です。彼女は大学の日本語学

科を卒業し、神奈川大学に２年間留学、日本の
電通にいたこともあり、日本語が堪能です。大
変頭の良い方です。柯明ホン（ココ）さんは40
才女性のデザイナーです。明るい性格の方でア
ジア人というよりは欧米系の雰囲気があります。
２年半アメリカのカリフォルニアで生活された
経験があるからかもしれません。自分のデザイ
ン会社を持っています。もう一人王喩平（オウ）
さんという女性の大学教授が来日するはずでし
たが、大学の合併問題があって急遽来られなく
なったとのことでした。ホストファミリーをお
願いしていた方々にはご迷惑をおかけし誠に申
し訳ありません。
　チームは10月26日まで県内各地を職業研修、
文化研修を積みながら回ります。各ブロックで
お世話いただきます。どうかよろしくお願い致
します。

台湾GSEチーム４名のご紹介

ロータリー財団GSE小委員会小委員長
鶴岡RC 嶺　岸　禮　三
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2008～09年度国際ロータリー第2800地区第一回諮問委員会

　平成20年９月12日 （金）午前10時30分より山形市ホテルキャッスルにおいて、「第一回諮問委員会」
が、武田和夫ガバナー、大友恒則直前ガバナー、そして多くのパストガバナーを始め28名で開催され
ました。
　武田ガバナーが議長となり多くの報告事項があり、その後審議事項に入りました。地区資金について、
地区大会について等多くの議題が審議されました。
多くの審議の中で、パストガバナーの皆様より、いろいろとご指導頂き、意義ある会議となりました。
　次回の「第二回諮問委員会」は、12月13日 （土）山形で開催されます。

文責　青山治右衛門　

八幡ロータリークラブ
８月６日 （水）　荒生栄治会長、丸藤只孝幹事
於／八森荘
　夏本番の暑い日が、第１ブロックガバナー公
式訪問の初日になりました。
　11時より会長・幹事会が和やかに始まり、弱
小クラブに対する助成を活用できる旨の話にな
りましたが、安易に助成を受けることは、した
くないという力強い意志表示が有り、少ない人
数でもロータリー精神を発揮できるという荒生
会長・丸藤幹事の言葉に圧倒されました。
　12時半より例会が始まり、大変おいしいそば
を頂き、武田ガバナーの卓話をお聞きしました。
ロータリーの特徴は、道徳・倫理を高めること
が世の中を良くすることにつながる。４つのテ
ストのみんなに公平かの公平は、平等ではなく、
みんなにフェアーかというお話が印象深く感じ
られました。例会終了後、大久保幹事の車で山
形に帰られました。
（第１ブロックガバナー補佐　熊谷　芳則）

山形西ロータリークラブ
８月11日 （月）　尾形亨会長、東海林健登幹事
於／大沼デパート
　天口補佐担当クラブとしては初めての訪問で
あり尾形クラブ会長、東海林幹事の采配見事に、

100人を要する地区最大規模のクラブ訪問が始
まった。会長・幹事会は、ざっくばらんに、定
款変更に関するアドバイスと、西RCとして、第
2800地区、第５ブロックのオピニオンリーダー
的役割感や、ローターアクト支援や、新入会員
の指導育成について、意見が交換された。
　例会場では、会場あふれる会員が、ガバナー
をお迎えし、活気ある例会となった。
　特にSAAの切れの良い対応は、必見である。
フェローシップの襷のメンバーが３人ほど、入
り口で歓迎しており、会員同士好感を持って迎
えている姿が見えた。
　尾形会長は「さわやかロータリー」を提唱し、
例会を楽しみ、ロータリーを学ぼうとスピーチ
された。このことは、「楽しいロータリーで仲間
を増やそう」の武田ガバナー提唱のテーマを受
け止め、クラブ運営を充実させている西RCの心
意気を示しているものであろう。活気のある訪
問であった。
（第５ブロックガバナー補佐　天口　信裕）

山形中央ロータリークラブ
８月19日 （火）　遠藤隆一会長、小泉俊哉幹事
於／ホテルメトロポリタン山形
　小泉幹事がそわそわしながら、笑顔でガバ
ナーをお迎えした。
　遠藤会長のもと協議会を２度開催し、万全を

 武田ガバナー公式訪問　記
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期しての会長・幹事会が始まった。
　若い、活力ある会員が多い中央RCは、「我が
クラブは会員がきわめて仲がよい、特に夜の例
会は盛り上がる。だから長続きがする。今のRC
はがんじがらめの感がする、建前の会が多すぎ
るのではないか」と本音トークが炸裂。訪問例
会では、遠藤会長の「原点を見つめて　ロータ
リーライフを楽しもう」の方針と、目標として
「山形を見直してみよう」のかけ声に、38名（女
性４名）の会員が、きわめて楽しく動いている。
遠藤八千代ソングリーダーの目標は、最終例会
で、みんなで山形の県民歌（最上川）を歌おう
である。各委員会活動はもとより、いろんな親
睦企画が、本音トークと心の友づくりを実現させ
ている誠にうらやましい限りである。武田ガバ
ナーから、事前の質問に答えるかたちで、ポリオ
寄付の考え方、柔軟なRC会務運営など、まとま
りと活力あるクラブづくりへ、更なるアドバイス
を頂いた。遠藤会長の飾らない運営が生きている。
（第５ブロックガバナー補佐　天口　信裕）

山形東ロータリークラブ
８月22日 （金）　磯野栄治会長、吉田義尚幹事
於／ホテルキャッスル
　山形東ロータリークラブ訪問は磯野会長、吉
田幹事のもと、示唆に富んだ訪問となった。そ
れは、会長・幹事会での話では、CLPについて、
「CLPの最大のメリットは、役員の任期は１年単
位だけれども、単位RCは中期計画に基づく運営
を模索できる。３年がかりの継続委員会などに
より、事業の継続性と方向性が継承できる点に
ある。」との意見交換が行われた。玉井SAAは
じめ各委員長の活動もしっかりしており、会員
数は44～46・７名を５年継続しており、きわめ
て意志疎通のしやすいクラブ運営を心がけてい
る感がした。磯野会長の提唱する「楽しくなけ
れば、ロータリーでない」とは、まさにロータ
リーの原点回帰であり、力強いリーダーシップ
が感じられる。具体的には、食事のこだわり、
中華、和食、洋食を巧みに使い分け、会員に飽
きさせない例会運営も隠し味になっている。訪
問例会では、和やかな雰囲気の中に、22年目の
東RCクラブに「世の中が変わって来る、RCは
楽しい、融通が利く自由に考えて、活力あるRC

たらん」ガバナーメッセージで締めくくられた。
（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
８月25日 （月）　千歳徹会長、渡邉由紀夫幹事
於／パレスグランデール
　千歳会長開会の挨拶から、会長・幹事会、各
委員長懇談、そして例会の流れで武田ガバナー
をお迎えした。病欠者１名を除き100％例会と
なった。やはり例会参加者が多いと活気が感じ
られた。イブニングRCは来年の９月27日 （日） に
10周年行事を行うが、課題として例会出席率、
会員増強退会防止が上げられる。現在34名の若
い会員が多いクラブであるが、地域社会におけ
る「存在人」たらんとする心意気と会員間の親
睦により魅力あるRCを目指している。
　ガバナーからは、80％を割ると例会の活気が
なくなること、他のRCへのメークにより学ぶこ
とが多いこと、今年度担当のライラ、そして10
周年事業を通して、イブニングRCの団結を固め
ることなどの運営面と、定款の内容、クラブ細則
についてアドバイスを得た実りあるガバナー訪
問となった。参加者全員で記念撮影を行った。
（第５ブロックガバナー補佐　天口　信裕）

遊佐ロータリークラブ
８月26日 （火）　川俣利夫会長、時田博機幹事
於／遊楽里
　今日から４連続の公式訪問に突入します。
　11時より会長・幹事会が始まり、年次計画書
についての質疑応答が有り、計画書はＡ４版が
主流になっていて、文字が大きい方が見易いと
いった指摘がありました。2007年手続要覧で定
款が変わっているので良く見ておく必要がある
とのこと、そして2010年には、また変わる可能
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性があるとお話がありました。12時半より例会
が始まり、食事は口細カレイを初め品数が多く、
食後に和菓子が出たのには驚きました。
　卓話では、出席はロータリーのルールであり、
４回欠席するとクビになる。ロータリーの地元
における存在価値を高めていかないといけない。
コミュニティーサービス（社会奉仕）は、ロー
タリーだけでなく他の団体など大勢の力を結集
してやることに意義があり、また、それを知ら
しめることが大事と結ばれました。例会終了後、
遊佐町役場に小野寺町長を表敬訪問。出張の為、
教育長と懇談させて頂きました。
（第１ブロックガバナー補佐　熊谷　芳則）

酒田ロータリークラブ
８月27日 （水）　髙橋弘哉会長、阿部敏和幹事
於／ホテルリッチ＆ガーデン
　今日から３日間は、私の会社であるホテルで
の公式訪問。
　何となく多少の緊張感。11時より会長・幹事
会が始まり、次年度の会長・幹事も同席して頂
く。高橋会長からは会員減少が著しく、来年の
50周年の時までは会員増強を全員でやっていく
という決意表明がありました。インターアクト
の育成も考えていきたいといった話も出ました。
ガバナーからは、定款の第５条は四大奉仕であ
り、細則は随時直せる、財産目録の洗い直しと
いった年次計画書に対する指摘がありました。
12時半より例会が始まり、昼食後卓話の中では、
ロータリーの原点、ポールハリスの話から多岐
にわたる事例、クラブのメンテナンスをしない
と成長しないという言葉が印象に残りました。
　例会終了後、関原パストガバナー、武田ガバ
ナー、大久保幹事でコーヒーを飲みながら情報
交換を致しました。
（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
８月28日 （木）　川田季彦会長、池田ミチ子幹事
於／ホテルリッチ＆ガーデン
　本日は、私の所属クラブ。やりにくいなとい
う感じと気はずかしさが先に立つ。10時半より
会長・幹事会がスタート。次年度の会長・幹事
も同席して頂く。旗日以外にクラブは４日休む
ことが出来るとの話や、ロータリー財団では会
員のコードで個人の寄付のゴールが見えるよう
にすることも大事であるとの指摘がありました。
　12時より例会が始まり、昼食後卓話の中では、
何故ロータリーの魅力が無くなったのか、
ウィーサーブではなくローターはアイサーブで
あるべき、メイクの効用などの話が具体的にあ
りました。
　武田ガバナーの卓話は、毎回内容を変え、わ
かり易くかつ専門的な話もあり、私にとっても
大変勉強になりました。
　例会終了後、６クラブの会長・幹事で酒田市
役所で待ち合わせ、阿部市長へ表敬訪問をしま
した。
（第１ブロックガバナー補佐　熊谷　芳則）

物 故 会 員

謹んでご冥福をお祈り申し上げます

舟山　　修 君
米沢RC
2008年９月11日　ご逝去
享年69歳
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　国際ロータリー第2800地区、2008～2009年
の地区大会がRI会長代理福井正典・初美様ご
夫婦をお迎えし、素晴らしい好天に恵まれた
初秋の県都山形市において開催されました。
　RI会長代理福井正典様並びに令夫人初美
様のご来訪を心から感謝申し上げますと共に、
RI会長代理として福井正典様をご指名くだ
さいました李東建RI会長に対し心から感謝
の意を表します。
　本大会に山形県知事齋藤弘様、山形市長市
川昭男様、山形商工会議所会頭山沢進様のご
臨席を賜り、さらに地区内外から多くのロー
タリアンの皆様にご参加を頂き、また、山形
南RCの姉妹クラブである大分県中津RCの皆
様のご参加を頂き、ここに盛大に地区大会を
開催できました事に対し、第2800地区会員を
代表して心より御礼申し上げます。
　記念特別講演に免疫学の世界的権威で文化
勲章受賞者でもあります石坂公成博士に、山

　多数のご参加に　感謝
1010月３日(金)・日(金)・４日(土)日(土)10月３日(金)・４日(土)

祝辞 市川山形市長

会長・幹事・地区委員長会議（10月３日）

RI会長代理ご夫妻歓迎会（ホテルキャッスル10月３日）

武田ガバナー挨拶

青山恵一郎実行委員長
歓迎の挨拶

ホストクラブ佐藤稔会長
挨　拶

地区大
会

地区大
会

速報速報
地区大

会

速報

祝辞 齋藤山形県知事
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形県の教育委員長として「日本の教育」を論
じていただき、私達に多くの示唆をお示し下
され、深い感銘を受けました。
　会員が一同に会し、友の輪を広げ、親睦を
ふかめる年一度の懇親の夕べは会場に移動す
ることが順調に行き過ぎ、嬉しいハプニング
が多く、大変ご迷惑をおかけしましたが、皆
様の友情により交流の場を和やかな雰囲気に
して頂き感謝致しております。武田和夫ガバ
ナーの「楽しいロータリーで仲間を増やそう」
のテーマに少しでもちかづけたと自負してお
ります。
　本地区大会の開催に当たって、ホストクラ
ブの山形南RC、コ・ホストクラブの山形RC、
山形西RC、山形北RC、山形東RC、山形中央
RC、山形イブニングRC、上山RC、山辺RC、
中山RCの皆様方から献身的な奉仕を賜りこ
ころより感謝申し上げます。
　ありがとうございました。

加に　感謝申し上げます
国際ロータリー第2800地区2008～2009年度

ガバナー　武田　和夫
大会実行委員長　青山恵一郎

福井正典RI会長代理挨拶

懇親の夕べ風景（パレスグランデール）

インターアクトクラブ紹介 Ｒ財団奨学生紹介

記念講演
講師 石坂公成 氏

武田ガバナー夫妻

福井RI会長代理夫妻
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 ９ 月　 会 員 数 ・ 出 席 率

９月
出席率

当　月増減数内
女性会員

内女性
会　員

2008.9.30
会員数

内女性
会　員

2008.7.1
会員数クラブ名ブロック

減増
86.87％11436436酒 田1

第
１
ブ
ロ

ク

85.83％336336酒 田 東2
96.15％1312遊 佐3
100.00％44八 幡4
81.76％3838酒 田 中 央5
98.08％1412412酒 田 ス ワ ン6
98.44％1316215酒 田 湊7
77.91％546544鶴 岡8

第
２
ブ
ロ

ク

91.89％342342鶴 岡 西9
80.56％137137余 目10
94.05％2323立 川11
73.31％349349鶴 岡 東12
88.57％11418317鶴 岡 南13
100.00％252251天 童14

第
３
ブ
ロ

ク

92.00％2727村 山15
84.78％1323221新 庄16
84.78％12324尾 花 沢17
91.67％4444東 根18
81.25％120120最 上19
64.00％5352天 童 東20
91.67％2728天 童 西21
83.54％142142東 根 中 央22
93.06％1819尾 花 沢 中 央23
70.65％523523村 山 ロ ー ズ24
80.30％2222新 庄 あ じ さ い25
86.86％15556寒 河 江26

第
４
ブ
ロ

ク

90.00％2525大 江27
77.08％1414朝 日28
59.56％3434河 北29
97.73％3635寒河江さくらんぼ30
71.59％2323西 川 月 山31
96.15％8886山 形32

第
５
ブ
ロ

ク

86.49％1119120上 山33
91.48％100100山 形 西34
95.83％7676山 形 北35
93.75％2829山 辺36
89.36％6161山 形 南37
78.13％1616中 山38
65.00％4344山 形 東39
78.38％437437山 形 中 央40
60.16％134134山形イブニング41
96.07％11857756米 沢42

第
６
ブ
ロ

ク

94.83％−1129230長 井43
95.45％455455米 沢 上 杉44
79.76％223223南 陽45
97.06％1717白 鷹46
76.06％347348高 畠47
95.45％1514小 国48
99.04％252252米 沢 中 央49
100.00％4847南 陽 東50
100.00％1920長 井 中 央51
69.64％1415川 西 ダ リ ア52
90.32％331331米沢おしょうしな53
82.86％235235南 陽 臨 雲54
86.50％533731875701871地 区 全 体
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　米国から発したサブプライム問題があっとい

う間に、日本始め世界同時不況の感をみせ始め、

改めて世界は一つの想いを深くしておるこの頃

です。

　その中で明るい話題は、今年度のノーベル賞

に日本人が一度に４人も受賞した事ですね。

各々の受賞した内容はそれぞれ30代40代での研

究成果が評価されたとの事で改めて若い時の一

途な想いの大切さを感じました。

　ガバナー月信も５号目をお届けする事が出来

ました。初回号を発刊した時の気持ちを忘れず、

今後も楽しい月信にしたいと考えております。

月信委員長　青山治右衛門　

編集後記

寄付金速報 ― 10月は米山月間 ―

2008年10月10日発行
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　９月までの寄付金は、前年同期と比べて1.0％増、約350

万円の増加となりました。普通寄付金が1.5％減、特別寄

付金が4.4％増と、先月に続いて前年同期比がプラスのま

ま推移しています。

　10月は米山月間です。10月から12月までの３カ月間は

１年間の特別寄付金の約半分をご送金いただいている重

要な時期です。米山記念奨学事業に関わる皆様には、新

ビデオ「すばらしい贈り物」（DVD）などをお使いにな

り、当会事業に対するロータリアンのご理解を深めてい

ただきますよう、広報活動へのご協力もよろしくお願い

申し上げます。

第253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。

◎ 「ロータリーのサーヴィス・コンセプトについて考え
よう」　松宮　　剛　2007　９ｐ

　（Ｄ.2500地区大会報告書）
◎ 「ロータリーの心と原点を大切にしよう」
　廣畑　富雄　2006　10ｐ　（Ｄ.2700地区大会記録）
◎ 「ロータリーの原点」　成川　守彦　2006　５ｐ
　（Ｄ.2700地区大会記録）
◎ 「教育という大業」
　佐藤　千壽　2008　12ｐ　（Ｄ.2670地区大会記録）
◎ 「ロータリー財団活動の成果～世界平和への貢献
　（シンポジウム）」　内藤　幸彦 他　2008　４ｐ
　（Ｄ.2590地区大会の記録特集号）

◎ 「CLPを理解しよう」　成川　守彦　2007　５ｐ
　（Ｄ.2670 IM報告書）
◎ 「ネパールの医療活動について」
　伊藤　公夫　2008　３ｐ　（Ｄ.2540地区大会記録）
◎ 「松枯れ防止活動」
　那波　宗久　2008　３ｐ　（Ｄ.2540地区大会記録）
◎ 「ロータリーの初期の人々－シェルドン・コリンズ・
ベア・ラグルス・デイビッドソン」
　三木　　明 訳　2007　13ｐ　（Ｄ.2680月信）
◎ 「五つの課題への協力（クラブ会長就任演説）」
　ガイ・ガンディカー　田中　　毅 訳　－－　４ｐ
　（ロータリーの源流から）
［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 （３）
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月の地区スケジュール

天童東

西川月山

山形南
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ロ ー タリー財団月間

　「あのサクラ、冬を前にまた咲いているよ。」「そ
れはきっと狂い咲きだよ。」などという会話を耳に
することがあります。でも、世の中広い。ちゃんと
春と秋の年２回（暖かい地方で秋から春にかけ
て）、決まって咲くサクラの種類が実際にあるんで
す。ひとつは一重咲きのシキザクラ（四季桜）、もう
ひとつが八重咲きのジュウガツザクラ（十月桜）で
す。野草園内には、まだ樹齢が 10 年ほどの若いも
のですが、ジュウガツザクラが十数本植えられて
います。さすがに、花数や、花の大きさにおいて、ソ
メイヨシノのような豪華さはありませんが、時と
して、雪の帽子を重そうに乗せながらも、がんばっ
て咲く、直径が１cm 程のピンクのかわいい花は、
見る人に勇気を分けてくれます。
（園内での花期は、10 月～ 12 月、４月～５月）

写真文章提供：山形市  野草園　伊藤　一

ジュウガツザクラ（バラ科）

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/
RIホームページ http://www.rotary.org/

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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 日 曜 日 地区行事 【公式訪問】

ロータリー研究会
ホテルグランパシフィックメリディアン

GSE交換研修会（天童セントラルＨ）

ロータリー財団委員会

第２ブロックIM・鶴岡南RC15周年

GSE交換研修会（鶴岡東京第一Ｈ）
次期第１回AG研修会

GSE交換研修会（山形ワシントンＨ）

第６ブロックIM（長井中央）
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日　勤労感謝の日

月　振替休日
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Ｒ財団地域セミナー

メジャードナー午餐会・GETS
ガバナー会
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