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　日本の常識、よその国ではガバナーメッセージ

　美 空 ひ ば り が
「真っ赤な太陽に」と
歌うように、お日さ
まの色はと問えば、
日本人は10人中10人
とも「赤」と答える
だろう。太平洋から
昇る朝日に拍手を
打って「南無天照大
御神」と拝む太陽は
確かに朱色である、

だが頭上に昇ったときは太陽は眩い白色か黄金
色であろう。日本人は「お日さまは赤、空は青、
チューリップ黄色」と、太陽は赤と頭脳に刷り
込まれている。しかしお隣の台湾では国旗も青
天白日満地紅旗と太陽は白とイメージされてい
る。アルゼンチンやウルグアイも国旗に目鼻の
ある太陽があるが黄色だし、波間から顔を出し
たキリバスの太陽も黄色である。日本人は日の
出、日の入りは意識するが、頭上の太陽は意識
をしないのかもしれない。
　今日は良いお天気日本晴れと晴天を喜ぶのは、
湿度の多い日本の気候でこそいえる。中近東で
は晴天が当然であり、雨は実りをもたらすが、
太陽はすべてを焼き尽くし水も作物も枯らす、
月こそ涼しさと柔らかい光を与えてくれる母親
のような存在である。三日月を国旗に描くイス
ラムの国は多い。
　風俗習慣の違いというが、日本では食事のと
き、お茶碗もお椀も手に持つが、西欧ではスー
プ皿を手に持つのはマナー違反である、お隣の
韓国でも原則的にお皿は手に取らない。
　ナイフとフォークで食事をする民族もあり、
食べ物を直接手で掴み口に持っていく習慣の国
もある。日本人は普段箸を使うので少し違和感
があるが、お寿司やおにぎりは平気で手掴みに
している、しかし右手のみを使うのが原則である。
　常識は地理的な風習でも違うが時代でも変化
する。イスラム圏では４人まで妻を娶ることが
許される、複数の妻というと現在の日本人の常

識は否定するが、昔の日本では徳川将軍でなく
ともハーレムは非難されなかった。江戸は落語
で熊さん八つぁんが男の付き合いと仲間と吉原
へ出かける、それどころか日本では昭和30年近
くまで赤線と称するものが公認されていた。明
治のお偉方は権妻と称し天下御免で第二夫人を
持ち、伯爵となった勝海舟が、氷川のお屋敷に
数人の婦人を住まわせ毎朝正妻に挨拶させるの
を、福沢諭吉は西欧の常識を持ち出して非難し
ている。
　よその国を理解するには行ってみる、それは
良いことだが１週間程度ホテルに滞在し観光し
ても表面だけの理解である。ロータリーの青少
年交換のようにホームステイで１年近く生活す
れば、その国の生活が肌で分かるようになる。
ロータリーの青少年交換は単にことばを理解す
るだけではなく、その国の生活、食事、考え方
を知る最良の方法である。GSE（研究グループ
交換）は１ヶ月の短期間ではあるが、ホームス
テイをすることに意義があると思われる。勿論
GSEのメンバーは社会人であるから職場訪問は
大切だが、普通の家庭に寝泊りして生活を知る
ことは、その国を理解するためには更に重要な
ことである。またGSEのメンバーを自宅に泊め
食事を共にすることは、例えその国を訪問でき
なくともお互いの理解のためには大きな役目を
果たすであろう。
　ロータリーの活動に、ロータリー友情交換と
いうものがある。日本人は言葉の壁でどの位利
用されているか分からぬが、地区対地区やクラ
ブ対クラブで数組の家族がお互いにホームステ
イで最長１ヶ月訪問するものである。現役から
引退したご夫婦などには最高のものだろう。
　ここでロータリアンが手軽に世界の人々と友
達になるには国際大会に参加すること、これが
一番である。今年はイギリスのバーミンガムで
第100回の大会がある、ここはシェークスピアの
故郷でもあり、中世の古城もあるイギリス第２
の近代都市でもある。さあ国際大会に参加して
世界の人達とお友達になろう。

第2800地区ガバナー

武田　和夫
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 インターアクト委員会報告

　今年度のインターアクトの地区の事業はすべ
て終わり事業の反省と決算報告、そして次年度
の事業計画の検討のため、「インターアクト連絡
協議会」を11月28日山形市で行いました。武田
ガバナー、佐藤エレクト他地区役員、IACの各
校顧問教師、スポンサーRCの担当など関係者が
集まり熱心に協議、意見交換をしました。
　年次大会は会場の都合により宿泊に限度が
あったこと、またスポンサーRCが来ていないこ
と、開会だけで帰ってしまうことなども反省と
して出されました。
　地区外研修は毎年国内ですが、訪問先の日程
や都合が分かるのが遅いので訪問先のプログラ
ムには組み込めず交流まではいかないので、次

年度は早めの準備が必要と反省しました。また、
他地区はほとんど海外との交流をしているので
検討してみたらという意見も出されました。
　今年は第2680地区（兵庫）に行き大切なこと
を学びました。それは兵庫に訪問の１日目夜の
「顧問教師・ロータリアン懇親会」がすばらし
かったことです。早速、顧問教師の皆さんに、
そして我ガバナー事務所に伝え、今回の協議会
はそれを真似て協議会プラス懇親会にしていた
だき親睦を深め合い有意義な協議会になりま 
した。
　また第2800地区のインターアクト活性化のた
めに他地区の様子をまとめた資料集を作成しま
した。後日、報告書に掲載します。

懇親も加えた
インターアクト連絡協議会

インターアクト小委員会 委員長
米沢上杉RC 佐　藤　清　一
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 例会とロータリーの原理原則（年頭に際して）

　「ロータリー」とは何でしょうか。「ロータリークラブ」は何を目的に毎週
例会を行っているのでしょうか。問われて即座に応えるには、答え方が多岐
にわたるため戸惑いを生ずるのはごく当然のことですが、その時の話題に 
即応し適切に応答することがロータリアンとしての重要な責務ではないで

しょうか。
　ロータリーとは、一つの思想であると捉えるべきです。その思想とは、創設者ポール・ハリスやA. 
F. シェルドンを始めとする多数の優れた先人達の叡智を集めて形成され、それが綱領や標語・職業倫
理訓・決議23－24号・定款細則等に集大成されたものであって、その思想形成に至る思考過程を歴史
に学ぶことによって詳しく理解することが出来ます。
　綱領はロータリーの目的そのものですが、本文にロータリーの思想が極めて簡潔に記されている。
それをかみ砕いて表現すれば［ロータリーの目的は、自他を分たない奉仕の心を基本とした事業経営
を提唱し実践すること。］となります。さらに各項は本文に示されている「奉仕の心」を、クラブ活動
を通じて身に付け実践をすること、かつ提唱する為の方法を列挙しているのです。「ロータリーは親睦
と奉仕の調和の中に宿る」とポール・ハリスにより提唱され、ロータリーの組織原理として毎週例会開
催の原則、一業一会員制の原則、会員平等の原則が、クラブ親睦を担保する為の原則としているのです。
　ロータリークラブは、「超我の奉仕」（自己研鑽の奉仕）の世界です。原点は正に親睦であり「良き
友」が全てです。クラブは世俗の理論を離れた所であり、思いやりの心を涵養する倫理の世界です。
伝統によって培われた慣習と、定款・細則に定められたルールを守り、与えられた任務を果たしてい
くという自覚が強く求められているのです。
　クラブは、ロータリー思想を求める人々の集まりであり、峻別された良質な異業種の職業人との定
期的出会いが保障された場でなければなりません。会員は全て平等であるとの原則のもと、異業種ゆ
えに相互に交換され得るロータリー的親睦、生涯教育としての自己研鑽・全人格的相互啓発が求めら
れているのです。社交クラブだから先ず楽しいクラブでなければなりません。しかし多くの場合、楽
しいロータリーにのみこだわり、親睦がロータリーの目的であるかのごとく強調されている傾向にあ
ります。
　目的が正しく認識されないまま、ただ漠然と例会運営がなされている処に形骸化が進んでいる大き
な原因があると思われる。大事なのは、会員各自が価値ある例会運営の在り方を常に探求し改善に取
り組むことを心掛けることにより、クラブの活性化と質を高め、会員個々の自己改革や管理能力を高
めることになるのです。一業一会員制の原則は変えられ、一業多会員制の形態にありますが、こうし
た変化はロータリーの基本原理の崩壊とも言える。しかし、これにはクラブの自治権による職業分類
制度の適切な運用を図り、地域社会の可能な限り多くの職種による会員構成を、心掛けることが親睦
と活性化の基本です。
　綱領２項は「奉仕の心」の精神面における実質的内容を示したものです。例会は親睦を通じて心を
形成する場であり、「例会なくして職業奉仕なし」といわれる所以です。「ロータリーのロータリーた
る所以はクラブ奉仕にある」といわれる理由はここにあるのです。

クラブ奉仕の
重 要 性

目 的 の
不 認 識

会員の責務

例 会 場 は

ロータリーの
組 織 原 理

ロータリーの
目 的

ロータリーを
理解するために

パストガバナー
寒河江RC 安孫子　貞　夫
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 人 生 修 練 の 最 高 の 場

　私がロータリークラ
ブに入会させていただ
いたのは1978年10月、
今からちょうど30年前、

29歳の時でありました。
　今は亡き私のスポンサーから入会のご推薦を
受けた時、私は大いなるプライドを感ずると共
に、身の引き締まる思いを体感いたしました。
それは地元の専門職務者としてそれなりの評価
を受けたという自負心と、自分だけの幸せの追
求に専一になる立場から、もうそろそろ人様の
為にも進んで何かをさせていただく立場の人間
であるという認知をクラブ会員の皆さんより受
けたという誇りを感じたからであります。
　入会セレモニーの時、クラブ会長からつけて
いただいた胸のバッジを見ながら、これからは
このバッジを汚すような生き方だけはできまい
ぞという戒めにも似た強い思いが胸をよぎった
ことを今でもはっきりと覚えております。
　なによりも戦後生まれの初めての会員という
こともあったでありましょうが、「待ってたぞ
概」と握手を求められ、多くのロータリアンが
身に余る歓迎の言葉を添えてスマイルをしてく
ださった感激が昨日のように思い出されます。
　創立20周年を迎えていたその時の私どものク
ラブの会員数は52名、会員の平均年齢は53歳、
当時30歳を間じかに控えた私にとっては祖父や
父のような頭の上がらぬ大先輩ばかりでありま
した。
　その先輩たちよりファイヤーサイドミーティ
ングと称して最低、週２回は夜の巷に呼び出さ
れ、もう一人の新入会員と共に人生の手ほどき
を受けたものでありました。
　その懐かしきお世話になった先輩たちが口を
そろえていったのは例会への出席のことについ

てでありました。「ロータリーの会員には自分と
は違った性格の人、経験の異なった人、変わっ
た環境に育った人が多くいる。同じ業界では同
一の職種類似の欲求を持った人との付き合いに
なりがちだけれどもロータリーの例会では多種
多様の会員と出会えるから、そこから自分の欠
点、長所が再認識され、また他人の見習うべき
言動、あるいは考えさせられる態度にいくたび
か遭遇するはずです。こうしたことに接するた
びに自己が磨かれて貴方の人間開発に役立って
いくのです。すごい人はお手本にしなさい。嫌
な人は反面教師ですよ。いやむしろそういう人
こそ藤川さん、あなたを磨いてくれる大事な宝
かもしれない。年代のギャップは感じるでしょ
うが例会だけは欠席しないように。」
　今は亡き私どものクラブの大先輩早坂パスト
ガバナーからいただいたありがたい贈り物であ
ります。これこそ米山梅吉翁が喝破なされた
「ロータリーの例会は人生最高の修練の場」に通
じるものではなかろうかと思っております。近
年の例会への出席率の低下はそのままロータ
リーの衰退につながるのではと危惧するのは私
だけでありましょうか。

パストガバナー
鶴岡RC 藤　川　享　胤
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 第２回次期ガバナー補佐研修および・第１回次期地区大小委員長会議

　2008年12月20日 （土）に天童市内の「ほほえ
みの宿　滝の湯」に於て第２回次期ガバナー補
佐研修および第１回次期地区大小委員長会議が
開催されました。
　武田和夫ガバナーを始め大友恒則直前ガバ
ナー、佐藤豊彦ガバナーエレクト、塚原初男ガ
バナーノミニーそして各ブロックの次期ガバ
ナー補佐、次期地区大小委員長等多数参加され
ました。
　次期資金委員長の黒田一夫より開会の挨拶が
行われました。
　次に佐藤ガバナーエレクトより次期ガバナー
補佐と地区大小委員、次期地区幹事、副幹事の
紹介と委嘱状の交付がありました。
　そして武田ガバナーより次期体制の激励とご
挨拶を頂きました。
　研修リーダーとして大友直前ガバナーよりご
挨拶を頂きました。
　ガバナーエレクト挨拶では佐藤ガバナーエレ
クトにおける次年度への新たな決意を表明いた
しました。
　続いて、議事に入り
①地区目標について
②2009～2010年度地区組織について

③地区大会について
④公式訪問について
⑤その他
　を佐藤ガバナーエレクトより説明と参加者と
の議論が行われました。
　次期地区幹事より、今後の地区日程の説明が
なされ、直近では
＊第２回の次期地区チーム研修セミナー
　　２月21日 （土）　天童市総合福祉センター
＊PETS（次期会長幹事会）
　　３月14日 （土）　ほほえみの宿　滝の湯
＊地区協議会
　　４月25日 （土）　パルテ
　にて開催される予定となっています。
　最後に鈴木次期事務局長の閉会の挨拶で閉会
となりました。

佐藤年度地区幹事　伊　藤　　　彰　
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 佐藤ガバナーエレクト国際協議会出発歓送会

　地区研修セミナーが終了後、同じ会場にて歓
送会が開催されました。
　山本天童商工会議所最高顧問、武田ガバナー、
佐藤ガバナーエレクトと令夫人、歴代パストガ
バナー始め親愛なるロータリアン各位が多数参
加された中、鈴木次期事務局長の進行のもと、
式典が挙行されました。
　武田ガバナーの点鐘に始まり、国家斉唱、ロー
タリーソングの定番「奉仕の理想」を合唱し、
天童RCの山口会長の挨拶、武田ガバナーからの
来賓紹介と歓送のことばをいただきました。
　また武田ガバナーと山口天童RC会長より、歓
送記念品の贈呈が行われました。
　山本天童商工会議所最高顧問より来賓の祝辞

をいただきました。
　祝電披露の後、佐藤ガバナーエレクトより感
謝のことばがありました。
　引き続き「歓送の宴」が執り行われました。
　安孫子パストガバナーより激励のことばを頂
戴した後、加藤パストガバナーの乾杯にて祝宴
が始まり、ロータリアンの友情と交流が深まり
ました。最後に恒例の「手に手つないで」を荒
井ソングリーダー指揮のもとリズミカルに、一
糸乱れず終了することができました。
　なお佐藤ガバナーエレクトと令夫人は１月17
日 （土）に天童を出発しました。

佐藤年度地区幹事　伊　藤　　　彰　

 

　浅学非才の私が、ガバナー補佐の大役をお引
受して早いもので半年が過ぎました。10月30日
川西ダリアロータリークラブを最後にガバナー
公式訪問も終り、武田ガバナーにはいろいろご
迷惑をおかけしながらご指導をいただき本当に

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）

ありがとうございました。第６ブロックのIMも
長井中央ロータリーさんのホストで遠藤正美ガ
バナー補佐のすばらしいご指導のもと、内容充
実、盛会に終了された事ご苦労様でした。参加
13クラブの会長さんはじめ会員の皆様ありがと
うございました。第６ブロックの交流の中で各
クラブ会員共々の友情と親睦を深め、武田ガバ
ナーの地区テーマである「楽しいロータリーで
仲間を増やそう」と熱意を強く示し行動しま
しょう。今年６月まで皆様方のご指導よろしく
お願い申し上げます。

ガバナー補佐として　上半期を終わって
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 平和及び紛争解決研究プログラムについて

　ロータリー財団委員
会では、冠省のプログ
ラムについて、平成20

年11月29日、「ミニ勉強会」を行いました。
　ロータリー財団のプログラムではありますが、
第2800地区としては馴染みのない、また、内容
についても、理解しにくいものでありました。
しかし、2013－2014年度には、現在の地区補助
金制度が大幅に変更され、その目的が教育的目
的から国際的かつ人道的へと、大きく軌道修正
されます。しかも、第2800地区ではパイロット
地区（前倒しでの実施として、2009－2010年度
に申請します。）になる可能性もあります。
　この新制度の中の、グローバル補助金につい
ては、DDFとWFとの組み合わせが可能で、従
来のDDFの50％を超えた規模でのプログラム
の実施が可能となりますが、そのためには、６
種類の重点分野に一応限定されます。それは、
①平和と紛争予防・解決、②疾病予防と治療、
③母子の保健、④水と衛生設備、⑤基礎教育と
識字率の向上、⑥経済開発と地域開発というも
のです。この中に、第2800地区として、取り組
み可能と考えられるものは、①、②、④ではな
いでしょうか、④については、従来のマッチン
ググラントと同様に考えられます。②について
は、WHO、ユニセフなどの協力組織とのグラ
ントが考えられます。次に、①についてですが、
ロータリー財団のプログラムの中に、世界平和
フェローシップというものがあります。これは、
国内外での平和、紛争解決を推進するリーダー
を育成するプログラムです。これにより育成さ
れたフェロー（学友）は、非政府組織（NGO）、
各国政府、国連、世界銀行等で活躍しています。
フェローとなるための資格要件は、関連分野で

の学士号を持ち、関連分野に３年間のフルタイ
ムでの職務経験が必要です。しかし、可能性は
あります。
　先日、ロータリー財団奨学生として、イギリ
スでの留学を終えて帰国した、大川浩子女史は、
名古屋大学で、平和学を修得しています。また、
この分野を持つ大学も、日本国内に数校あると
のことです。だとすると、同女史を通じての、
世界平和フェローシップのプログラムへの参画
が可能だと思います。
　そこで、本年度中に、次年度を踏まえての、
ロータリー財団セミナーを開催し、その中で「平
和と紛争予防・紛争解決」について、学んでみ
てはどうかと思うのです。その準備として、前
記「ミニ勉強会」を開催したものです。
　同勉強会においては、①「平和」とは何か、
②「従来の戦争」と「新しい戦争」、③ルワンダ
のケース、④「平和への取り組み」、⑤「アフガ
ニスタンの武装解除」、⑥「国際援助」、⑦「我々
は、どのようにして支援すべきか」という点に
ついて学びました。
　これをぜひ、みなさんと共有したいと思いま
した。また、この勉強会では、何を意識するべ
きなのかを指摘されました。それは、「紛争に苦
しんでいる人がいることを忘れてはいけない。
助けようとするのを止めてはいけない。」という
ことでした。
　大川浩子女史からは、長文のレポートをいた
だいていますが、これは、前述のロータリー財
団セミナー後の、月信に掲載させていただけれ
ばと思います。

ロータリー財団委員長
鶴岡西RC 池　田　德　博
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 第６ブロックIM報告－２

　「ロータリーへようこそ」これは米沢RC入会
員のオリエンテーションに使う言葉です。わが
クラブでは健康上の理由でクラブをやめる方は
いても、クラブに不満を持ってやめる方はおり
ません。この冊子は残念ながらわがクラブで編
集されたものではなく、勝山RCで編集されたも
のです。現状と合わないところも散見されます
が、新入会員のオリエンテーションで使ってく
ださい。
　ここに書いてある会員増強とロータリー財団
を拡充することは変だと思う。
　日本の現状はどうかと見ると、現在危機的状
況で、アメリカ発の世界不況が始まっている。
自由市場が全ては変である。中小企業が必死に
努力をしているところに、力のある大きな組織
が出てきたらどうなるか。大手の買主が入って
きたら、値が下がってしまい、せっかくの努力
も台無しになってしまう。コストを上げたのは
誰か。金融で食べているものは誰か。これらの
ものが横行している現在の資本主義は「強欲資
本主義」という。
　1904年にマックス・ウエーバーが「プロテス
タンティズムの倫理と資本主義の精神」という

上下２巻の本を発表した。今では岩波文庫で出
版されており、日本語で見ることが出来る。1905
年にポール・ハリスがロータリークラブを創設
したときに、シカゴではまさにこのような、法
律に違反してでも儲ければよいという「強欲資
本主義」が横行していた。しかし、ニューイン
グランドではピュリタニズムを取り入れ、静か
に生活している人々があった。これを取り入れ
てこの著作が為されている。
　また、ガバナーが持っている「公式名簿」は、
ロータリーに横のつながりを求める時には非常
に大切である。
　また、決議23－34はRI事務総長により、先年
度廃絶の危機に曝された。しかし、小沢一彦、
渡辺好政２人のRI理事、及び日本のRIの先輩の
方々、ウィルキンソンRI会長、李東建現RI会長
をはじめ多くの方々の努力により、歴史的条項
として、「手続要覧」に残ることになった。この
詳しい経緯は「ローターの友」2008年９月号横
組み25－29に詳しく掲載されている。RI事務局
といえば、以前は「中央事務局－Central Office」
と呼ばれていた。ところが現在では「総本部－
総司令部－World Head Quarter」となっている。
ロータリーは本来各クラブの自主的な活動が基
本であり、上からの命令で動くものではない。
　また、DLP（District Leadership Plan）の延
長線上にあるCLP（Club Leadership Plan）は、
大きなクラブと小さなクラブでは運営のやり方
がおのずと違うものであり、RIから指示されて
行うものではない。定款を勝手に直す事は出来
ないが、代議員（クラブ・地区代表者）の会議
が３年に１回会議を持って定款、細則の手直し
を行うこととなっている。動議は反対票が10票

「ようこそロータリーへ」
パストガバナー
米沢RC 濵田　五左衞門

（第６ブロックIM実行委員長　飯　野　正　典）

基調講演
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あれば成立しない。変なことがあれば大いに反
対を表明していただきたい。
　会費・人頭分担金は１人頭24ドル／年であり、
10人以下でも10人分は収める必要がある。これ
では、小さなクラブは潰れてくれといわんばか
りである。ポール・ハリスがはじめたロータリー
クラブの元祖の建物は、エヴァンストンにはな
くなっても、今はそっくり昔の形で18階建ての
ビルの中に移った。この建物の玄関先に先ほど
のプレートを掲げた。RIは国連と競っていると
考えられるフシがある。国連のやることと同じ
ようなことをRIだけでやろうなどとはおこが
ましいことである。
　水の問題も一所懸命だが、カンボジアでは飲
料水から砒素が出た。井戸を掘って水が出れば
終わりでなく、出た水の安全を検査で確認して
か ら 飲 ま せ る べ き で あ る。WCS（World 
Community Service）での仕事は、最後まで責
任を取れるような形で行うことが大切である。
　会員の現状はどうか。20年前ヒューストンで
は900人程いた会員が、現在ではわずか300人し
かいない。シカゴでは80年前800人いた会員が、
現在ではたった190人となっている。ロータリー
での会食に関しては、同じ釜の飯を食うのは日
本人特有で、連帯感も生まれる。また、食事の
前に歌をうたうのは日本とアメリカのみである。
「ロータリーを知り、ロータリーを楽しむ事が大
切と考える」

パネルディスカッション
佐藤　忠宏PG
★会員をどのように増やしたらよいか。アナハ

イムの国際協議場入り口の上に掲げられた言
葉「入りて学び、出て奉仕せよ－Enter to 
learn, Go forth to serve」は大切。RIがいって
いること、それは本当に必要なものか、一極
集中は本当に良いことなのか日本人の情緒的
な反応は知り抜いていて、アメリカ人的発想
はなじめないものなのか。ロータリーの主体
的発想が必要。この中で個人がいかに楽しめ
るかにある。

★大変な時代だからこそ仲間が一緒に学ぶこと
が大切。

★ロータリーは癒しの場所であり、脳に機能の
活性化を図り、人間関係を良くする。

★クラブそのものはストレスを解消する場所で
ありたい、こう考えるなら、会員がやめてい
くのはクラブが悪いことになる。

★ストレス解消の方法―何でも話せる友人があ
る。というのが大切。人間孤独になること―、
見捨てられるのは非常に苦痛である。ロータ
リーは1905年に孤独に対するために作られた。
お互いに生きるため、互恵の精神があるか。
仕事のことで相談する人がいるということが
大切。一業種一人というのは非常に魅力的で
ある。組織規制が緩やかである、多様性があ
る、定年がない―これは高齢者にとって絶対
的に良い。

★役職は１年交代である。これで「１年間だけ
はがんばろう」という勇気が出てくる。

★楽しいクラブ、居心地の良いクラブを作ろう。
医師がいれば健康でいられる、ただで相談が
出来るということになる。金融に関しても相
談をしてみることである。 



Rotary International District 2800

GOVERNOR’S Monthly Letter
11

赤間俊明RI第2800地区増強委員
★会員の多くの人が活動に参加して貰いたい。
その一つの側面として増強・維持がある。全
日本の会員は10年前には128,000人いたが、こ
れが－30,000人減って97,000人になってし
まった。第2800地区では2,500人いたのが500
人減って1,871人になってしまった。入会して
いる人がある中で、これであるから差し引き
はもっと大きな数になる。
★日本では51％が50歳以上の会員であるが、継
続を考えるためには本来は若い会員がほしい。
女性会員は世界的には６％だが日本では３％
でもう少しほしい。
―会員増強に関して―
★クラブで案内リーフレットを作成する。天童
クラブなど２クラブが作っている。「楽しみ」、
「有利な点」、「歩み、歴史」などをテーマにし
て作る。
★有望な人を会に招待する。しかしこの時「入
会を勧める」のは時期として良くない。
★同時代の人が勧めるのが良い。30、40、50、
60代など年齢別に分けて話をする。趣味クラ
ブなどは会員同士の潤滑剤になる。
★ロータリーを知ってもらうために市役所、病
院などに「ロータリーの友」を置かせてもらう。
★地区の活動とリンクする。
★無理なことはするな。―クラブが主体として
対処してもらいたい。
―クラブの維持に関して―
★高齢者や景気低迷でなかなか困難。
★入会３年以内の方が退会するのは居心地が悪
いからだろうと考えられる。その人の状況を

大切に考える必要がある。
★オリエンテーションは実施していないクラブ
はなかった。米沢では入会１～２時間前にガ
イダンスを行っている。「ロータリーへようこ
そ」を使いinformal meetingを行っている。
入会～３年未満の会員にセミナーをやってい
るか。やっているところが約半数。１回／
年～１回／数年で、主として夜間にやってい
るところが多い。

★早くクラブに溶け込みたい、クラブの成り立ち、
歩みなど身近なことを知りたい。「ロータリー
とは何」というところから始めてもらいたい。
★新会員の心配も大切であり、パスト会長が半
年位そばに付く。

★新会員からのメッセージ。「年会費で全てまか
なえると聞いたが、社会奉仕、国際奉仕の中
身が違う？」など。

濵田PG
★会員は順々に減る、不況なときこそ経験豊か
な人を入れたほうが良い。

★聞くは一時の恥である。
★新会員には何か委員長を願うこと、忙しい人
に物を頼め。

★同年輩の方や女性を入れてください。
―フロアから―
★米沢秋葉さん―自分が楽しむという気分でな
いとうまくゆかない。何かを得たいという気
持ちになる。自分がその気になるということが
大切。例会は奇想天外であって良いと思う。
★米沢中央菅原さん―野球クラブを作らないか。
高畠、赤湯、米沢中央にはある。

★佐藤PG―親睦は遊びではなく互いに友情を強
めるものであり、これから奉仕が始まる。
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新庄ロータリークラブ
９／25 （木）　峯田洋一会長、金田　清幹事
於／割烹つたや
　新庄市内の割烹つたやにおいて新庄ロータ
リークラブへの公式訪問が行われました。
　10時30分より会長・幹事・委員長会議。この
中では会員増強および週報の大事さについてご
指導を頂きました。その後、12時より例会。会
長幹事会に置いて述べられたことに、ガバナー
の体験を通して肉付けされたお話を頂きました。
会員一同感銘深く拝聴していたようであります。
その後、雨の中新庄商工会議所へ移動、市長へ
の表敬訪問の準備。程なくすぐ真向かいにある、
市庁舎へ移動し応接室において和やかに市長と
の懇談が行われました。
（第３ブロックガバナー補佐　三條　典男）

 

大江ロータリークラブ
10／21 （火）　菊地勝秀会長、古川卓幹事
於／きくや
　最上川の流れが望めるきくやに於いて武田ガ
バナーを迎えての公式訪問が行われました。菊
地勝秀会長、古川卓幹事、次年度の会長、幹事
出席のもと午前中会長・幹事会が行われ、休会
の定義や将来検討している国際友好クラブ締結
の諸問題、他クラブの周年事業、I. M. の全員参
加等の問題について武田ガバナーと活発な意見
の交換が行われました。大江ロータリークラブ
では、「熱く語り合い、新しいことを！」のクラ
ブ目標を立て、菊地会長を先頭に会員全員結束し
て、会員増強チームと地域奉仕チームのプロジェ
クトを立ち上げ、熱く行動する決意がみなぎって
いるクラブであり、今後の活動が期待されます。
武田ガバナーの卓話の後、渡邊大江町長を表敬訪
問し、ロータリーの活動等についてガバナーより
説明があり、和やかな歓談が行われました。
（第４ブロックガバナー補佐　鈴木　茂範）

  

天童東ロータリークラブ
11／５ （水）　橋本重幸会長、伊藤則雄幹事
於／天童ホテル
　11月５日に天童東RCへ武田ガバナーの公式
訪問がありました。橋本会長、伊藤幹事との懇
談会には、会長エレクトと次期幹事も同席し、
ガバナーへの質疑応答等、活発に意見の交換が
ありました。例会でのガバナーの卓話は、米国
と日本でのロータリーに関する考え方の違いや、
綱領についての解説、そしてロータリーは慈善
事業団体ではない事などを話して下さいました。
例会終了後、出席者全員で記念写真を撮り、そ
の後、天童の３クラブの会長と共に遠藤天童市
長へ表敬訪問を行いました。武田ガバナーの先
祖が天童であることから話がはずみ、別れを惜
しみながら市役所を後にしました。
（第３ブロックガバナー補佐　佐伯　信一）

 

西川月山ロータークラブ
11月19日 （水）　西谷與蔵会長、設楽勝弘幹事
於／出羽屋
　県内初雪の日、西川月山ロータリークラブで武
田ガバナーを迎えての公式訪問が行われました。
　10時30分より出羽屋蔵座敷にて会長、幹事会
が行われ、年次計画書の定款・細則は、2007年
度手続き要覧に則り掲載すべきとの指摘をいた
だきました。また、クラブの奉仕活動は、会員
全員で目標達成出来る身の丈に合った計画をす
べき等活発な意見交換が行われ、有意義な時間
になりました。
　12時30分からの例会では、武田ガバナーより
ロータリーの原点について解かりやすくお話を
していただきました。そして例会終了後、西川
町町長への表敬訪問を行い全ての日程を終了し
ました。
　寒い中、武田ガバナーには大変ご苦労様でした。
（第４ブロックガバナー補佐　鈴木　茂範）

 

 武田ガバナー公式訪問　記
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 わ が ク ラ ブ 紹 介

皿天童東ロータリークラブ皿
　2004年５月９日、ロータリー100周年記念事
業として、市内３クラブ共同で、天童高原の
一角に、会員105名が参加して、ブナの幼木
（60cm程度）300本を植樹し「ロータリーの森」
と命名しました。毎年下草刈などの手入れを
交替で行っており、今では１ｍ以上に成長し
ております。地球温暖化によるさまざまな影
響が懸念されている今、私たちも環境保全の
一助としてこの森を育て続けていきます。次
のロータリー200周年に向けて。

皿天童西ロータリークラブ皿
　我が、天童西ロータリークラブでは、天童
市国際交流協会と協力し国際クリスマス交流
会を行っており、今回で10回目となりました。
　たくさんの国からきている方達の歌、踊り
のアトラクションや大抽選会など盛り沢山の
内容で、中でも人気なのはバザーで、日用品
や食品など低価格で売るため100以上の品物
が瞬く間に売り切れてしまいます。
　参加者全員楽しい時間を過ごしました。

皿西川月山ロータリークラブ皿
　我がクラブは創立13年で若いクラブです。
　会員も22名と少なく小さなクラブでもあり
ます。平均年齢は61歳を越えており若干高齢
化しておりますが、若い西谷会長を先頭に地
区目標「楽しいロータリーで仲間を増やそう」
に取り組んでおります。
　独自の活動として保育園での「絵本の読み
聞かせ」は好評です。他クラブとの交流では
寒河江RCと月山トレッキングを実施しまし
た。例会では２月末に「そば打ち例会」を行っ
ており親子連れなど好評です。皆さんメイク
に来てください。

皿山辺ロータリークラブ皿
　当山辺RCはスポンサークラブ山形西RCのご指
導のもと1970年創立いたし、現在28名の会員を有
し少数ながら鈴木会長の『自分だったら如何する』
をスローガンに、お互いに助け合い信頼で結ばれ
たクラブを目指し活動をして居ります。
　今年度から戸惑いながらもCLP導入に着手する
等、効果的なクラブ運営をと、会員一丸となって
奉仕の理想を求めて活動をして居ります。
　次年度2010年はクラブ創立40周年と大きな節目
の年となり、それに向かって着実に準備態勢を整
えつつ有ります。
　とりわけクラブ勢力は新入会員の増強でありま
す。会員各自がこの重要な課題を共有し、更なる
信頼で結ばれたクラブ活動を行って参ります。
　写真は１月第１回例会、家族、社員参加の新春
初笑いゲスト卓話時のスナップです。

寒河江RCとの合同の月山トレッキング
家族の方も多く出席していただいた
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 12月　 会員数・出席率

12月
出席率

当　月増減数内
女性会員

内女性
会　員

2008.12.31
会員数

内女性
会　員

2008.7.1
会員数クラブ名ブロック

減増
87.88％436436酒 田1

第
１
ブ
ロ

ク

85.00％2334336酒 田 東2
96.15％1312遊 佐3
100.00％44八 幡4
83.11％3838酒 田 中 央5
91.67％412412酒 田 ス ワ ン6
87.50％1316215酒 田 湊7
73.84％546544鶴 岡8

第
２
ブ
ロ

ク

82.43％342342鶴 岡 西9
76.19％113637余 目10
96.43％12223立 川11
76.19％11349349鶴 岡 東12
83.33％1418317鶴 岡 南13
100.00％252251天 童14

第
３
ブ
ロ

ク

92.00％2727村 山15
91.30％1323221新 庄16
88.89％2424尾 花 沢17
89.15％14344東 根18
86.67％120120最 上19
76.53％44952天 童 東20
83.33％2728天 童 西21
90.24％142142東 根 中 央22
87.50％1819尾 花 沢 中 央23
75.00％523523村 山 ロ ー ズ24
93.18％2222新 庄 あ じ さ い25
90.91％5556寒 河 江26

第
４
ブ
ロ

ク

97.10％2525大 江27
78.43％1414朝 日28
79.55％3334河 北29
96.04％13735寒河江さくらんぼ30
65.91％2223西 川 月 山31
96.89％18886山 形32

第
５
ブ
ロ

ク

87.50％120120上 山33
93.02％100100山 形 西34
98.15％37476山 形 北35
93.83％12729山 辺36
93.88％6261山 形 南37
78.13％11516中 山38
85.37％4444山 形 東39
78.70％437437山 形 中 央40
64.52％132134山形イブニング41
91.81％11856756米 沢42

第
６
ブ
ロ

ク

87.36％－１129230長 井43
95.15％1454455米 沢 上 杉44
94.32％223223南 陽45
94.12％1717白 鷹46
84.04％347348高 畠47
93.18％11414小 国48
95.75％51348252米 沢 中 央49
94.33％4747南 陽 東50
93.33％1920長 井 中 央51
80.36％1415川 西 ダ リ ア52
80.83％－１230331米沢おしょうしな53
87.14％235235南 陽 臨 雲54
85.97％2234731854691871地 区 全 体
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ロータリー財団地区補助金申込みについて
　３月31日までにクラブはロータリー財団地区補助金の申
込みをしなければなりません。11月19日のハンドブックが
各クラブに配布されていると思います。52～56ページを参
照してください。人道的な側面を持たない文化的なものは
対象になりません。例えばスペシャルオリンピックスへの
協力は可ですが、普通の少年スポーツ大会への協力は不可。
在日外国人女性への識字教室は可、学校図書館への寄付は不
可。子供の絵画展、音楽会は不可、障害児の作品展への協力
は可、となるようです。  ロータリー財団補助金委員会　

第257号

文庫
通信

　「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

◎ 「異文化の架け橋」
　柴田　恭子　2008　２ｐ　（D.2610）
◎ 「浪漫なしで生きていけない」
　三輪　休雪　2008　10ｐ　（D.2710）
◎ 「地方発 ! ! 人づくり国づくり」
　川勝　平太　2008　12ｐ　（D.2710）
◎ 「いくつになってもその気になれば一歩踏み出せる」
　名取　美和　2008　４ｐ　（D.2820）
 

◎ 「愛と勇気と感動と」
　加藤　タキ　2008　12ｐ　（D.2550）
◎ 「日本の底力」
　麻生　太郎　2008　12ｐ　（D.2650）
◎ 「人生って支えあえっこ」
　牟田　悌三　2008　10ｐ　（D.2700）
◎ 「ネット社会と子供の危機～心の発達は大人しだい～」
　柳田　邦男　2008　19ｐ　（D.2700）

［上記申込先：ロータリー文庫（コピー／PDF）］

地区大会記念講演から

＊＊お知らせ＊＊
　ホームページが新しくなりました。体裁を一新し、利用しやすくなりました。
デジタル化した文献「＊」はダウンロードできます。ご利用下さい。

新 入 会 員 紹 介

　武田年度の月信も
８回を迎えました。

日月の過ぎ去るのはこんなにも早いものか
と改めて感じさせられます。世の中は依然
混沌として何が起きてもおかしくない状況
です。会員の皆様方は、それぞれ事業の維
持・発展のためにご努力されておられるこ
とと思います。この様なときにこそ、我々
ロータリアンは、「奉仕の理想」や「四つの
テスト」の意義を噛み締め、自己実現の高
揚の場として、また凛として社会の範とな
るように努力しようではありませんか。

月信委員　上村　正志　

編集後記

物 故 会 員
謹んでご冥福をお祈り申し上げます

齋藤　　進 君
余目RC
2009年１月12日　ご逝去
享年55歳

野川　晶弘 君
所属クラブ：天童東RC
入会日：2008.7.1
職業分類：ガス住宅設備
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月の地区スケジュール
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世 界 理 解 月 刊

　ザゼンソウは本州中部以北から北海道に見られ
るサトイモ科の多年草です。根開け（木の周囲から
雪が融けだす現象）の時期、ザゼンソウは成長を開
始します。まず、暗紫褐色を帯びた仏炎苞（１枚の
大きな花びらのように見える部分）を成長させ、開
花し、仏炎苞内部で受粉をおこないます。その後、
根茎から緑色の竹の子のような葉を徐々に展開さ
せ光合成をおこなうようになります。
　なぜ、ザゼンソウは厳しい低温条件下で開花し、
受粉を行うことができるのでしょうか？それは、
ザゼンソウが自分で発熱し、仏炎苞内部の温度を
外気温に比べて高くすることができることや、悪
臭を出して虫を誘う能力を有しているためと考え
られています。
　達磨禅師が座禅を組んで修行をしている姿に似
ていることからこの名前が付けられたと言われて
いる「ザゼンソウ」。その特徴的な姿を目にするに
は、多少の寒さは我慢しなければならないのかも
しれません。　　　　　（野草園での花期は、４月）

写真文章提供：山形市  野草園　伊藤　一

ザゼンソウ（サトイモ科）

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

 ２
 ３
 ４
 ５
 ６
 ７
 ８
 ９

３/１

 日 曜 日 地区行事 

第５回YEO会議（蔵王）（1/31～2/1）

GSE交換研修会（鶴岡東京第一ホテル）

第４ブロックIM（寒河江シンフォニー）

米山奨学生歓送会

全国ローターアクト研修会（2/21～2/22）

第３回諮問委員会（山形グランドホテル）

奉仕Ｐ新世代セミナー（山形ウェルサンピア）
GSEチーム歓送会（山形パレスグランデール）

GSE研修会（天童）・次期チームセミナー新旧引継（天童）
第５ブロックIM（中山）

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水　建国記念の日

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火 10
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