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　読み書き出来るしあわせガバナーメッセージ

　日本人の大多数が
自国語の文章を読ん
だり書いたりするこ
とが当然と思ってい
る。若い人達は朝目
が覚めるとすぐケイ
タイに手を伸ばす。
勿論そこにある文章
は漢字かな交じりの
日本語である、これ
が突然◎×△と漢字
だけで埋め尽くされ、

かな文字が消えたらパニックになるだろう。
　ABCなら驚かない、ハングルや漢字だけなら
海外からの情報らしいが、読めないと諦める。
右から左にアラビア文字らしいのが流れたら、
アルジャジーラ？何でこれが入るの、お手上げ
ギブアップ。
　人と人とのコミュニケーションは会って話す、
これも言語を共有していることが前提である。
難聴者の手話も身振り手振りというが、１、２、
３と数字を示す指の数は同じでも言葉が違えば
手振りも違う。共通のようなボディラングェッ
ジでも、同じようなしぐさでも違う意味を持つ
場合もある。遠い人に手を振っても、コンニチ
ハもありサヨナラかもしれない。人への便りも
文字がなければインカの結縄のように、糸の結
び玉を手がかりに使いの人が記憶を引き出すか、
稗田阿礼のような記憶力抜群人間書籍のような
人に頼ることになる。稗田阿礼は伝説上の人物
かと思ったら、彼が話した日本の歴史をノート

した太安万侶の墓誌が発見され、本当らしいと
なった。そんなに大容量を記憶できるのかと疑
うが、「番町で目明き目くらに道を訊き」という
川柳に詠まれる、盲目の大学者塙保己一の事業
を見れば、百科事典を記憶する人間の記憶能力
の凄さが分かる。
　お互いの情報のやり取りに文字を使う、我々
日本人が使用している文字のルーツは３千年前
の甲骨文字である。現在の世界中で使われる文
字はほとんどが発音を写し取る表音文字であり、
シャンポリオンがロゼッタ石の文字を解読する
までは、エジプトの神聖文字は一字がある意味
を持つ象形文字と思われていたが、ギリシャ語
と並べて刻された時代には単なるアルファベッ
トであった。漢字は３千年使われて来た象形文
字だが、最近の子供の名前では漢字は完全に音
だけで使われている。
　日本が明治維新後急速に近代化が出来たのは
国民の高い識字率のおかげであった。口減らし
に子供を商家の丁稚小僧にお願いするにも、簡
単な読み書きが出来なければならず、寺子屋の
お世話にならねばならない。識字率の高さは、
江戸の町を貸し本屋が黄表紙本などを担いで商
売をしており、ポルノ浮世絵の枕絵にも文字が
びっしり。落語でも「文字を夜習ったから昼は
読めねえ」という無筆者の言い訳をからかうく
らい文盲は少なかった。
　近代化には真っ先に命を繋ぐ水と食料、次に
識字率を高めることが必要である。途上国とい
わず日本でも在日外国人対象に識字率向上運動
は大切である。

第2800地区ガバナー

武田　和夫
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 識字率向上月間にあたって

　ここ数年来、RI歴代会長は「水保全」「保健
と飢餓」「識字率の向上」を共通の強調事項とし
て掲げています。これら３つの強調事項は、一
見無関係にも見えますが、実は密接な関連があ
ります。そのことをW. B. ボイド前RI会長は次
のようにに述べています。
　「きれいな水がなければ、家族が健康でいるこ
とも、こどもたちが学校でしっかり学ぶ事も、
十分な栄養を摂取することも、貧困から抜け出
すこともできないのです。」と。
　まさしく「水と貧困の悪循環」です。
　また同時に「きれいな水と健康と読み書きの
能力が授かれば、多くの人々に自助自立の道が
開かれる。」とも述べ、水と貧困の悪循環から脱
却する手助けを、われわれロータリアンに求め
ております。

　さて、識字率向上月間にあたり、ネパールで
の体験談をひとつお話ししたいと思います。
　山形西RCは創立45年、WCS事業に関しては
特段の実績もなく、数年来の課題とされてきま
した。そこでネパールのトレッキングコースに
トイレを寄付しよういう話が持ち上がり、景色
が良く、日本人観光客も多いポカラのロータ
リークラブに連絡を取りました。2002年10月、
山形西RCのメンバー６名はネパール・ポカラ市
を訪問し、改築が待たれるギャンブミ小学校、
水道の断水に苦しむ国立病院、水もトイレもな
い難民キャンプなどを視察いたしました。
　視察前は、援助の対象は登山道のトイレ援助
と考えていましたが、視察してみて現地での優

先要望はトイレではないと感じました。そこで
予算面を考慮し、また現地でもっとも優先順位
が高いのは小学校改築－識字率向上援助である
との結論に至りました。援助の決め手は、学校
訪問時の児童たちのつぶらな瞳に感動したとい
うのが本音かも知れません。
　援助対象のギャンブミ小学校は公立なのです
が、政府から出るのは先生の給料だけで、その
他の維持費は、ポカラRCが年間13万円を拠出し
運営にあたってるそうです。帰国後、クラブ内
での協議を経て15000ドル（約185万円）を送金。
2003年夏校舎完成。同年11月、竣工式出席のた
めに再度訪問（計９名）
　このとき痛切に感じたのは、日本で考える「望
まれるであろう援助」と現地が「望む援助」は
違うことが多いという事です。

　最後に、このギャンブミ小学校建設を契機に、
2003年には二本松RCがシェリーカリカ小学校
建設援助、また2004年には第2800地区による西
部国立病院井戸掘削プロジェクトが実施された
ことを併せて記載しておきます。

ネパ－ルでの体験

国際奉仕・WCS小委員会 小委員長
山形西RC 武　田　元　裕

ギャンブミ小学校竣工式の様子
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 国 際 協 議 会 報 告

　１月17日 （土）出発当
日。天童は前夜からの
雪で、周りは真っ白な

寒い朝となりました。AM７：30に天童３クラ
ブの皆様に見送られ新幹線で東京へ出発。成田
空港内の待合室に同期33地区のGEと奥様が集
合。PM５：20発の日本航空でロサンゼルスへ向
けて定時に出発しました（時差が△17時間・所
要時間９時間40分）。
　17日の夕方に飛び立って、ロサンゼルス空港
に17日朝10時に到着。真っ青な青空が出迎えて
くれました。大型バス二台に分乗して、サンタ
モニカ海岸とドジャーススタジアムを観光し、
ロサンゼルス市内の京都グランドホテルに時差
ぼけを解消すべく一泊。日本食で同期のGE達と
懇親を深め、明日からの研修を頑張ろうと誓い
合いました。
　18日 （日） AM９：30ロサンゼルスから、国際協
議会の開催地・サンディエゴへ向けバスで出発。

時速110キロのスピードで片側７車線の高速道
路を走るのはやはりアメリカ。日曜日なので道
路は空いているはずなのに上下線ともすごい車
両で、スケールの大きさにただただ驚きました。
　昼近くサンディエゴのハイアットホテルに到
着すると、渡辺元RI理事、小沢RI理事、田中R
財団トラスティと、我々の研修リーダーを務め
られる松本、石黒、仲田研修リーダーご夫妻に
お出迎えを受けました。当地区の石黒PGご夫妻
が心強い味方です。最初に登録を済ませ、名札

を付け、渡された沢山の書
類を目の当たりにして研修
の凄さを実感。昼食を済ま
せ、ホテル内のロータリー
関係の部屋を案内され、そ
の後各自部屋に入り荷物の
整理。夕食は昼食と同じ部
屋でしたが、大きな部屋で
各国のロータリアン夫妻が
一緒に食事するのは実に壮
観でありました。主はパン
で、ハム・サラダ・ソーセー
ジ・肉、ご飯と味噌スープ
もありますが、何とも食欲
が湧きません。それが18日

ガバナーエレクト
天童RC 佐　藤　豊　彦
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から25日まで三食とも同じであり、食事会場も
始めは満席で賑やかでしたが、終盤ともなると
空席が多くなりました。
　19日 （月） 研修会のスタート。AM９：00夫婦同
伴で本会議が開会。李東建RI会長の点鐘、国際
協議会の開会を宣言。RI加盟国の国旗が入場、
そして2009－10年度RI会長のジョン・ケニー氏
が登場して、テーマを発表。「THE FUTURE 
OF ROTARY IS IN YOUR HANDS ロータリー
の未来はあなたの手の中に」と発表されると、
大きな拍手が起きました。ケニー氏は「ロータ
リーの未来というのは、エバンストンで形作る
ものではありません。各ロータリークラブが形
作るのです。どうしたらロータリアンとして
ロータリーを力強く引き継ぐことができるのか
を考えて実践していかなければなりません。
ロータリーをどのような方向にもっていくのか
は私達の行動で示さなければなりま
せん。ですから、ロータリーの未来
はあなたの手の中にあるのです」と
述べられました。水、保健、飢餓救
済、識字率向上も強調事項として継
続していくことを話されました。
　20日 （火） 国際親善晩餐舞踏会。男
性は正装、女性は和服姿で出席。今
回は同期のGEに住職さんがいて、赤
い衣のいでたちは和服の女性と同じ
く注目の的でありました。
　21日 （水） 本会議の前に日本GE

チーム夫婦一緒に登壇して、「手に手
つないで」を披露。ロータリー財団
地域コーディネーターのブレンダ・
クレイシー氏は、ロータリー財団に
ついて「毎年あなたも100ドルを」熱
く語られました。次にサプライズが
起きました。ビル・ゲイツ氏の登場
です。彼は、これまでのロータリー
が取り組んできたポリオ撲滅を賞賛
し、２億５千５百万ドルの寄付を発
表しました。ポリオ撲滅にかける意
気込みを強く感じました。
　23日 （金） インドのラジェンドラ・

サブー元RI会長が「職業奉仕・忘れられた部門」
と題して講演、職業奉仕こそがロータリーの基
本であることを力説して、会場からスタンディ
ングオベーションが鳴り止まず、我々も大変感
激を覚えました。PM国際祭りの夕べが開かれ
て、日本の出し物は「阿波踊り」。女性陣は蓑笠
を付け和服姿、男性はハッピ姿での参加で、大
好評を得て楽しい一時を過ごしました。
　24日 （土） 最終日。「出でて奉仕せよ」晩餐会一
週間の研修の労をねぎらうパーティーで、これ
また楽しい一時を過ごすことが出来ました。
　25日 （日） サンディエゴをバスで出発、ロサン
ゼルスへ。京都グランドホテルに一泊。

　一週間の研修で、同期GEの強い絆と連帯感を
感じられた研修会でありました。
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国際ロータリー第2800地区第２ブロックI.M. 並びに６クラブ合同例会の報告 

　2008年12月６日、第
２ブロックI.M. 並びに
６クラブ（鶴岡RC・鶴

岡西RC・余目RC・立川RC・鶴岡東RC・鶴岡南
RC）の合同例会を武田和夫ガバナー・大久保章
宏地区幹事の御臨席のもと開催しました。
　鶴岡南RC工藤秀弥I.M. 実行委員長・第２ブ
ロック後藤正ガバナー補佐（合同例会）また、
講師には、月山山頂小屋　芳賀竹志氏の講演会　
テーマ「庄内の環境から考える」演題「月山の
自然」第１部としては、山頂山小屋の「バイオ
マストイレ」の話、第２部ではスライド250枚で
月山の自然を紹介していただきました。
　月山の自然を題材に、庄内の自然環境につい
て、身近な地域の自然環境・一つ一つの地域、
日本全国、世界の環境保護に繋がるということ
を改めて感じた有意義な時間を共有することが
出来ました。

　鶴岡南RCが今年
度の社会奉仕活動
として、例会の中
で記念事業伝達の
時間を頂いて行い
ました。
　鶴岡市立愛光園
へフロアーホッ
ケー道具一式を鈴
木博道園長へ寄付
しました。
　フロアーホッケーを通じて愛光園と地域障害
者が社会参加に利用していただきたいと思いま
す。また、障害があるなしにかかわらず鶴岡で
フロアーホッケーを是非広めていただきたいと
思います。

　I.M. 終了後は、大懇親会が行われ、地酒を堪
能し大いに盛り上がりました。

ホストクラブ会長
鶴岡南RC 恩　田　次　郎

芳賀　竹志 氏
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 ロータリーに対する思い

　人間は弱いもの、よ
く、人は一人では生き
てゆけないといわれて

いる。最近とみに凶悪犯罪、意外性な犯行が多
発している。広島の平和記念塔に各地から送ら
れた平和のシンボル「千羽鶴」が一学生に放火
された事件があった。逮捕された「関西学園」
の学生は就職活動が上手くいかなくて、むしゃ
くしゃして、腹いせに放火したという。単純な
発想から意外な事件が発生している象徴である。
困ったときに救いを求める、「いわゆる神頼み」
心のよりどころを宗教に求める、人類は古代か
らこうして生きてきたが、宗教に委ねる術も人
類の発達、生きる術、文化、風土、歴史によっ
て大きく変化してきた。
　大きく分けて、農耕民族・狩猟民族に分類さ
れる。人類発生の地といわれるアフリカ･文明が
発達した、アフリカ・ヨーロッパでは狩猟民族
として、獲物を取り此れをみんなで分け合って
繁栄した。一番のリーダーは獲物を取る強い人、
弱い人は後方部隊で留守番をする傍ら、畑を作
り食料を補填し繁栄していった。当然強いもの
が支配する独裁社会が創造されてゆく。精神の
支えである神の存在も自然に、一神教に発展し
他の宗教は迫害されて、キリスト･イスラム･ヒ
ンズーに発展してゆく。
　アジア地域では、恵まれた四季、豊かな土壌、
豊富な降水に恵まれ農業が発達した。
　太陽の恵み、自然の営みこそ人類が発展でき
る術を学んできた。当然農作物を生産し食料を
得る為には、共同生活、共同生産が効率的で大
量生産に不可欠な機構であることを覚えた。
　自然の恵みを知ればそこに存在する水の恵み、
日の恵み、大地の恵みが全て神の存在として崇

拝し、祭りをして神に感謝する、八百よろずの
神が存在する社会に発展した。
　日照りで不作になったり、冷害・天災で食物
が収穫できないときは、みんなで分け合って耐
え忍び、生きる術を生み出していった。相互扶
助のしきたりが醸成され今日にいたっている。
本来此れが理想的社会として世界に敷衍すれば、
世界平和がもたらされる早道だと考えるのは間
違いだろうか？
　日本も、今グローバル社会の名のもとに大き
くなければ生き残れない優勝劣敗の社会に変貌
している。しかも民主主義･自由社会の名のもと
にである。競争社会・市場原理の名のもとに厳
しい価格競争が横行し荒んだ社会、自分だけが
生き残ればよい社会に変貌を遂げている。本当
に此れが人類の望んでいる社会なのだろうか、
私は断じて「ノー」である。
　形だけの弱者救済、形式的な人権保護、法の
もとの平等を標榜しても実態の著しい不平等は、
農耕民族が営々と築き上げてきた、共存共栄の
思想を破壊している。
　ロータリーの哲学こそこれを救う普遍的思想
ではなかろうか？

パストガバナー
山形北RC 髙　橋　文　夫
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 RID2800　広報・ロータリー情報セミナー報告

　去る１月31日 （土） 山
形市パレスグランデー
ルにおいて、広報・ロー
タリー情報セミナーが
開催され、武田和夫ガ

バナーご臨席のもと、当日は大雪にも関わらず
県内各地より多数の会員の皆様方にご参加いた
だきました。
　当委員会は、ロータリーとは何か、四大奉仕
とは何かを理解していただけるよう活動してま
いりました。武田ガバナーは方針の一つに「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。」と掲げております。ロータリー
とはどのような団体なのか、何を目的に活動し

ているのか、どのようなメンバーで構成されて
いるのか、今までに、そして現在どのような活
動をしているのか、世間の人々に知って頂くと
いうことも重要であると思います。
　地区2008～2009年度セミナーとして「ロータ
リーの友」編集長二神典子氏をお迎えして「ロー
タリーのコミュニケーション」と題して、基調
講演を行っていただきました。その中で、ロー
タリーに関する情報は誰でも簡単に入手するこ
とができます。ロータリアン自身がロータリー
のことを知ること、よく理解すること、参加す
ることが重要であるとご指導いただきました。
講演終了後、質疑応答があり、研修リーダー関
原亨司パストガバナーに総評をいただき、無事
終了することができました。こころから感謝申
し上げ報告とさせていただきます。本当にあり
がとうございました。

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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 第37回ロータリー研究会報告

　11月19日のロータリー財団地域セミナーに引
き続き、20日はロータリー財団大口寄付者の午
餐会、その後08～09年度のガバナー会と続き、
18時からRI会長ご夫妻、Ｒ財団管理委員長代理
歓迎晩餐会が、東京お台場のホテル・グランパ
シフィックLEDAIBAでありました。参加者約
500名、RI会長ご夫妻、モンディー・Ｊ・オー
デナート副会長、ポールＡ・ネッツフェルRI理
事ご夫妻、謝三連RI理事ご夫妻、ビチャイ・ラ
タクルＲ財団管理委員長代理が出席されました。
壇上には韓国、カナダ、米国、台湾、タイ、日
本の国旗が飾られました。
　21日は朝８時半に開会式で、その後小泉元総
理の「日本の針路」と題した講演があり、環境
保全と食の安全を強調し、7,000台の政府公用車
を全部低公害車に換えさせたと話し、石油備蓄
に代替エネルギー、脱石油社会を目指さなけれ
ばと語った。日本は食糧を輸入するばかりでは
なく、美味しい青森のリンゴは台湾では2,000
円～3,000円で売られている。マンゴーもブラジ
ルから入るが、高くとも美味しい宮崎や奄美大
島のものが売れている。食の安全は必要と話さ
れました。
　午後は本会議第１セッションで「ロータリー
の長期計画とＲ財団の未来の夢計画」、第２セッ
ションは「ポリオ撲滅プログラム」でした。３
人のパネリストが話しましたが、国立感染症研
究所の宮村達男先生の「ポリオ撲滅計画の人類
史的意義」のお話では、ポリオウイルスは次々
に形を変えるので、一筋縄では撲滅にこぎつけ
るのは大変だろうと思われました。
　22日の本会議第３セッション「水。保健と飢
餓追放・識字率向上」では、カレン族の小学校
への飲料水供給設備支援プログラム、トルコの
水源地からの「配水管架設」をし砂漠地帯に住
む人達への給水、ミクロネシアの井戸を掘って

も塩水が出るチューク州での太陽熱を使った浄
水製造装置などの発表があり、マッチンググラ
ントを使っての支援で、いずれも150万円程度の
もので、複数のクラブの日本と海外、それに双
方の地区の補助金にＲ財団の補助金で金銭的に
はこの程度なら、やる気があればどこのクラブ
地区でもやれそうです。ただし、事前の調査は
入念に行い、計画を立てる必要があります。
　次に、元環境庁事務次官・前神奈川県知事の
岡崎洋氏の「環境問題等について」の講演、第
４セッション「会員増強」ではベイと名のつく
６クラブが「６ベイ友好会」を作り相互訪問で
毎年総会の場所を提供、友好親善の実績を上げ
ていること。同じく空港という名の７クラブお
互いの友好合同例会など。桑名北のPDGからは
「咲かせよう名前を～花～」と花の名のつくクラ
ブが沢山あること、これらの横の繋がりを持て
ないかということ。わが第2800地区にも、アジ
サイあり、ダリアあり、ローズもあり、ついで
に桜桃も花が咲くとなれば、地区内でも花の友
好クラブが出来ないものかと思いました。
　最後のオープンフォーラムでは、ポールＡ・
ネッツェルRI理事のロサンゼルスRCとアメリ
カにおける会員増強の傾向」を聞き、入会させ
た後のケアが大切と思いました。

第2800地区ガバナー　　武　田　和　夫
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 第100回バーミンガム国際大会ご参加のお願い

国際ロータリー理事　　小　沢　一　彦　
第100回バーミンガム国際大会委員会委員長　　田　中　作　次　

第100回バーミンガム国際大会推進委員会委員　　藤　川　享　胤　

　平素はロータリー活動において格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。さて皆様がすでにご存
じの通り第100回バーミンガム国際大会が2009年６月21日から24日まで英国のバーミンガム市の
National Exhibition Center（NEC）において盛大に開催されます。

　つきましては１年に一回毎年開催される国際ロータリー最大の行事であり、しかも記念すべき第100
回記念バーミンガム国際大会にご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。もちろん皆さ
まの多くの方々はすでにご登録を済まされ、また今後ご登録を計画されておられる方も多いことと存
じますが、まだご登録を決めておられない皆様には是非とも参加を再度ご考慮くださるようお願いい
たします。

　そしてご参加されるリーダーの皆様がそれぞれさらに１－２名の会員とご友人そしてご家族様をお
誘いいただき、初めてのロータリアンにロータリーの国際性と多様性を十分理解して頂き、さらに心
からの感動を与えて頂きたいと思います。私たちの多くは最初から自分の意思によって国際大会に参
加したのではなく、先輩ロータリアンの強い勧めによって国際大会という素晴らしい行事に参加でき
たことを思い出しております。

　３月31日までの登録料が330ドルでございます。2009年１月における１ドルのロータリーレートはRI
日本事務局経由で88円と13年ぶりの強さであり、２月は90円以上が予想されますので今がチャンスと
言えます。２月号の「ロータリーの友」に掲載されるバーミンガム国際大会に関する記事のコピーを
ご参考に同封させていただきます。

　また国際大会に関するあらゆる情報がRotary InternationalのウェブサイトやRotary Japan（ロータ
リーの友ウェブサイト）に掲載されております。　これらにアクセスすることによって日本語で掲載さ
れている記事が大変参考になりますのでご活用ください。先ずは国際大会の冊子（日本語）を先にお
開けください。一生に一回の思い出をバーミンガムで体験し、皆様とご一緒に感動を味わおうではあ
りませんか。

＜URL＞
Rotary International：
　　http://www.rotary.org/ja/Members/Events/Convention/Pages/ridefault.aspx?housead
Rotary Japan：http://www.rotary.or.jp/09_ri_convention/index.html
国際大会の冊子：http://www.rotary.or.jp/09_ri_convention/img/c09_preview.pdf
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100 年に 1度のチャンスです

　イギリスのバーミンガムで 6月 21日から開催される

国際ロータリー（ＲＩ）国際大会は、100 回目を記念

する大会です。偶然にも 1984 年に同地で開催された国

際大会も第 75回目という節目の大会でした。国際大会

はＲＩ会長にとって、最大の行事として位置付けられて

います。できる限り多くの皆さまはこのような有意義で、

しかも二度とない機会を見逃さずに参加され、友情をは

ぐくみ、情報を交換し、ロータリー組織のすばらしさを体

験し、未来の夢を仲間と共に語り合ってください。

　まだ一度も国際大会に参加されていないロータリアン

にとっては絶好の機会です。伝統の街、産業革命発祥の

地、バーミンガムで感動を分かちあい、今年度のテーマ

「夢をかたちに」を推進しようではありませんか。イギ

リス第 2の都市バーミンガムの周辺には、シェークス

ピア生誕の地ストラットフォード・アポン・エイボンが

あり、またイングランドの美しいカントリーサイド、コッ

ツウォルズ地方の美しい街々での散策を楽しむことがで

きます。

多彩な講演者から、世界のニーズを学ぼう

　主な講演者である女優のミア・ファロー氏は、元ポ

リオ患者でユニセフ親善大使です。霊長類学者である

ジェーン・グドール博士は、人道活動家で国連平和の使

者です。トム・ヘンダーソン氏はロータリアンであり、

シェルター・ボックス創設者です。ディーパ・ウィリン

ガム氏もロータリアンで PACE Universal 創設者です。 

デズモンド・ツツ名誉大主教はノーベル賞受賞者であり、

大会前の世界平和シンポジウムにて講演されます。

　バーミンガムでの滞在を満喫していただくため、メゾ

ソプラノ歌手であるキャサリン・ジェンキンスさんの公

演、 中世探索の夕べ：ウォーリック城見学、 そして バー

ミンガム・ロイヤル・バレエ／トレオーキー男声合唱団

コンサート／イースト・ミーツ・ウエスト・バラエティー

ショーなど街の豊かな文化を紹介する多くのホスト行事

が皆さまをお待ちしています。

登録はお早めに

　友愛の家は、どの国際大会でも参加者が親睦を深めな

がら楽しめる中心的な場となっています。ビクトリア朝

をテーマとした会場で、くつろいだ雰囲気の中、テーブ

ルを囲んで食事を共にし、名刺を交換しながら新しい友

情をはぐくむことができます。大会会場となるＮＥＣは、

イギリス最大の見本市会場で、年間 180 以上の展示会

を開催する、欧州一の稼働率を誇っています。

　登録料は 3 月 31 日までが 330 ドルで、その後は

380ドルです。3月末までは日本事務局でも受け付けて

おりますので、ぜひともお早めにご登録され、第 100

回ＲＩ国際大会で共に歴史の一ページを作ろうではあり

ませんか。

2009 年バーミンガム国際大会委員会　　委員長　田中　作次
2009年バーミンガム国際大会推進委員会　委員　渡辺　好政
2009年バーミンガム国際大会推進委員会　委員　藤川　享胤

第100回バーミンガム国際大会に参加しましょう

＊大会の登録用紙、ホスト組織委員会主催行事の登録用紙な
どが添付されている『大会冊子』はロータリージャパン
www.rotary.or.jp のホームページで入手できます。
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 新ポールハリスフェロー

渡　部　文　雄 君  米沢上杉ロータリークラブ （MPHF）
小　松　栄　一 君  寒河江ロータリークラブ （大口寄付者）

マルチプルポールハリスフェロー

竹　前　秀　夫 君
　米沢上杉ロータリークラブ （第３回マルチプル）

安孫子　貞　夫 君
　寒河江ロータリークラブ （第26回メジャードナー）

布　川　勝　英 君
　寒河江ロータリークラブ （功労者４）

新 入 会 員 紹 介

沖津　朝治 君
寒河江RC
2009年１月11日　ご逝去
享年81歳

物故会員
謹んでご冥福を

お祈り申し上げます

今野　一雄 君
所属クラブ：寒河江RC

早坂　源重 君
所属クラブ：寒河江RC

伊藤　　繁 君
所属クラブ：天童東RC

今田　治雄 君
所属クラブ：天童東RC

五十嵐　栄 君
所属クラブ：米沢上杉RC

大澤　一雄 君
所属クラブ：米沢上杉RC

木村　兼悟 君
所属クラブ：米沢上杉RC

篠田　卓洋 君
所属クラブ：米沢上杉RC

高梨　良興 君
所属クラブ：米沢上杉RC

米　山　功　労　者

中村　隆志 君
所属クラブ：米沢上杉RC

中山　裕一 君
所属クラブ：米沢上杉RC

舟山　　進 君
所属クラブ：米沢RC
入会日：2009.1.1
職業分類：総合病院

後藤　　誠 君
所属クラブ：酒田RC
入会日：2009.1.28
職業分類：日本酒
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米沢おしょうしなロータリークラブ
９／29 （月）　土田一成会長、安孫子正彦幹事
於／ホテルサンルート米沢
　９月29日、米沢おしょうしなロータリークラ
ブへの武田ガバナーの公式訪問がありました。
午前中は次年度会長、幹事、各委員長出席のも
と、クラブ協議会が開かれ、活発な意見の交換
がなされ、米沢おしょうしなクラブとしてのあ
り方について、的確なご助言、ご指導を頂きま
した。午後の例会では、世界（国際）のクラブ
の種々な活動の違いや理想のクラブ、ロータ
リーの原点について熱く語られ、一同大変感銘
をうけました。
　今後のさまざま
な奉仕活動や会員
増強に向けて、ク
ラブ会員一同、心
を一つにして邁進
されるものと確信
いたしました。

（第６ブロックガバナー補佐　渡部文雄）

上山ロータリークラブ
10／１ （水）　佐藤義一会長、大坂広志幹事
於／長谷屋旅館
　天口補佐担当クラブとしては、最後のガバ
ナー訪問であり、佐藤クラブ会長、大坂幹事の
緊張しながらも、見事な采配に、病欠１名除き
100％例会となり、さすが名門クラブの底力を発
揮してくれました。会長・幹事会では各委員長
の参加も頂き、クラブ運営における課題につい
て、ガバナーからのアドバイスも頂きながら、
ざっくばらんに意見が交換されました。新入会
員１名見込めることなど、また武田三郎会員が
来年40年会員で表彰予定であることなど、伝統
と新しい息吹の良いハーモニーの例会となった。
会員は現在20名余と減少しているものの、各会
員の資質、見識は高く、数々の有益な行事を行っ
ており地域における存在感は充実しているクラ
ブである。規模と伝統および行事のバランスな
ど、上山RCにあった、CLPによる見直しも今後
必要と感じられるが、毎回の実出席率も高く佐
藤会長の「ひろが
れ友の和」をテー
マとする、上山RC
は大いに活性化し
そうである。楽し
い雰囲気の中のガ
バナー訪問であっ
た。

（第５ブロックガバナー補佐　天口信裕） 

川西ダリアロータリークラブ
10／30 （木）　黒澤巖会長、粟野孝二幹事
於／サンキューホール
　10月30日、みのりの秋の収穫も終わり、川西
平野にほっと一息の感ありの頃、武田ガバナー、
大久保地区幹事をお迎えして、川西ダリアロー
タリークラブのガバナー公式訪問がありました。
次年度会長、幹事、各委員長出席のクラブ協議
会や例会では、川西ダリアロータリークラブに
於ける会員増強についてきめ細やかなご指導を
頂き、大変勉強になり勇気づけられた事と思い
ます。（次期）会長を先頭に、今後の活動の励み
になるものと思い
ます。
　そのあと、原田
川西町長を表敬訪
問し、和やかに懇
談が持たれ、全日
程を終了いたしま
した。

（第６ブロックガバナー補佐　渡部文雄）

山形南ロータリークラブ
11／25 （火）　佐藤稔会長、渋谷一男幹事
於／ホテルキャッスル
　第2800地区武田和夫ガバナーの最終クラブ公
式訪問。
　当日は佐藤稔会長、渋谷一男幹事、そして長沢
一好会長エレクト、大風実次期幹事が武田ガバ
ナーのこれまでの労をねぎらう様に温かくお迎
え致し、武田ガバナーも公式訪問を終えた安堵感
からか、大変和やかな雰囲気で会が進みました。
　巨漢の大久保地区幹事も少しお疲れのご様子
で７月からの公式訪問、地区大会と激務の任が
窺えた様でした。
　例会では多くの会員が出席致し、南ロータ
リー最初のガバナーを万来の拍手での温かい歓
迎振りでした。
　佐藤会長より歓迎の挨拶、武田ガバナー挨拶
と続き、伝統と誇りのある山形南ロータリーク
ラブが一段と大きく逞しく感じられ、素晴らし
い公式訪問でありました。
　また、例会では
新会員の入会式、
また、次年度のガ
バナー補佐菊川明
会員の挨拶もあり、
終始和やかな最終
公式訪問の集いで
した。
（第５ブロックガバナー補佐　中村昻三郎）

 武田ガバナー公式訪問　記
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 １ 月　 会 員 数 ・ 出 席 率

１月
出席率

当　月増減数内
女性会員

内女性
会　員

2009.1.31
会員数

内女性
会　員

2008.7.1
会員数クラブ名ブロック

減増
83.46％1437436酒 田1

第
１
ブ
ロ

ク

89.66％334336酒 田 東2
96.00％1312遊 佐3
100.00％44八 幡4
81.08％3838酒 田 中 央5
89.58％412412酒 田 ス ワ ン6
95.31％1316215酒 田 湊7
71.60％546544鶴 岡8

第
２
ブ
ロ

ク

77.03％342342鶴 岡 西9
75.91％23437余 目10
95.24％2223立 川11
75.00％1348349鶴 岡 東12
75.00％1418317鶴 岡 南13
100.00％252251天 童14

第
３
ブ
ロ

ク

95.96％12627村 山15
84.78％1323221新 庄16
86.46％12424尾 花 沢17
90.48％14244東 根18
85.00％120120最 上19
86.41％5052天 童 東20
90.38％2728天 童 西21
86.18％142142東 根 中 央22
91.67％1819尾 花 沢 中 央23
76.09％523523村 山 ロ ー ズ24
89.77％2222新 庄 あ じ さ い25
93.18％15456寒 河 江26

第
４
ブ
ロ

ク

95.65％2525大 江27
86.36％1214朝 日28
80.30％3334河 北29
100.00％3735寒河江さくらんぼ30
71.25％2323西 川 月 山31
96.15％8886山 形32

第
５
ブ
ロ

ク

86.25％120120上 山33
97.73％1101100山 形 西34
100.00％7476山 形 北35
96.20％12829山 辺36
92.52％6261山 形 南37
78.33％1516中 山38
74.38％4244山 形 東39
79.05％437437山 形 中 央40
70.97％132134山形イブニング41
100.00％11857756米 沢42

第
６
ブ
ロ

ク

85.34％1－1128230長 井43
91.36％454455米 沢 上 杉44
97.73％223223南 陽45
92.65％1717白 鷹46
89.58％1348348高 畠47
90.91％1414小 国48
98.61％1348252米 沢 中 央49
98.91％4747南 陽 東50
91.25％1920長 井 中 央51
67.31％1415川 西 ダ リ ア52
70.00％－1230331米沢おしょうしな53
84.76％235235南 陽 臨 雲54
88.22％763721850691871地 区 全 体
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2011～2012年度
ガバナー候補者の推薦について

　国際ロータリー第2800地区に所属するクラブにおいて、2011～
2012年度地区ガバナーへの候補者がおりましたならば、国際ロー
タリー細則第13条（13.010.）（13.020.1.／13.020.2.／13.020.3.）の各
項を参照の上、地区ガバナー指名委員会（ガバナー事務所）まで
に推薦して下さるようお願い申し上げます。
　なお、地区ガバナー指名委員会が地区ガバナー・ノミニーの選
択を行うに際し、その選択範囲は国際ロータリー細則第13条
（13.020.4.）における規定に基づき、地区内各クラブによって提出
された候補者指名に限定されるものではありませんことをあらか
じめご承知おき願います。

＜推薦に必要な書類＞

１）クラブ会長、幹事の署名のある推薦書
２）クラブ幹事によって証明されたガバナー・ノミニーに推薦す
るというクラブの決議文

３）候補者の履歴、ロータリー歴
４）他のクラブの会員である場合は、その所属するクラブの同意
書をお願い致します

４月からの新規採用合格者が決定！

2009年２月13日発行
ハ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111111111111100000000000008888888888888イライトよねやま108号号号号号号号号号号号号号号

　４月採用の米山奨学生の面接選考が、昨年12月より各地区の選考委員会によって行われ、1,427名（クラブ支

援奨学金17名を含む）の応募に対し、635名の合格が決定しました。

　合格者は、奨学金プログラム別では、博士・修士・学部課程奨学金が605名、クラブ支援奨学金が12名、地区

奨励奨学金が18名です。

　このほか、現地採用奨学金２名がすでに決定しており、海外学友会推薦奨学金２名も３月中旬までに決まり

ます。地区奨励奨学金は、大学以外の高等教育機関を指定校とすることができる制度ですが、今年は新たに帯

広大谷短期大学、釧路短期大学（ともに第2500地区）、敦賀学園短期大学（第2650地区）、滋慶学園（第2660地

区）などからも合格者が誕生しました。

　国籍・地域別では、中国：48.7％（前年度48.7％）、韓国：13.2％（13.0％）、台湾：6.5％（6.3％）、その他：

31.7％（32.1％）です。

　中国籍の学生は合格者全体の半数弱を占めるものの、在日留学生全体では６割にのぼっており、当会奨学金

への合格率は国籍別で最も低い結果となっています。なお、今後は他奨学機関の奨学金合格による辞退などに

よって合格者の変動が見込まれるため、人数の確定は３月下旬となります。

　私の所属する山形南RCには、

尊敬してやまない千歳栄名誉会

員がおります。先頃、氏の上梓

による『日本人の心の原風景』

と題された新刊本を読む機会に

めぐまれました。日本津々浦々

に精神的底流として 滔々 と流れ
とうとう

続ける神仏和合の考え方と、そ

の原風景を写真で見てとる事が

でき、古来日本人が畏敬する自

然の神と祖先の霊のきわどい融

合が、興しろく刻まれた本です。

読後の荘厳とした気持ちは、な

かなか心地良いものでした。よ

ろしければご一読を。

月信委員　伊勢　和正　

編集後記



３ＳＣＨＥＤＵＬＥ

月の地区スケジュール

識字率向上月間

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

３/１

４/１
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 日 曜 日 　　　　　　　地　区　行　事 

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）

全国会員増強セミナー（横浜）

PETS（天童  滝の湯Ｈ）

ロータリー財団講演会（鶴岡）
地区AG・大小委員長会議（鶴岡）

３地区合同YEO・Ｓキャンプ
（宮城３/20～22）（グリーンピア岩沼）

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金　春分の日

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金 10

　ミズバショウは本州中部以北から北海道の寒地
の湿地に生えるサトイモ科の多年草です。
　多くの皆さんは、白い仏炎苞を指して、花と思わ
れているようですが、実際には、仏炎苞内部に花の
集合体である肉穂花序（にくすいかじょ）があり、
仏炎苞はその花を守るため、目立たせるために葉
の一部が変化したものと考えられています。（日本
のものは仏炎苞が白ですが、北アメリカには仏炎
苞が黄色いアメリカミズバショウがあります。）
　名前の由来は、開花後、大きく広がる葉の形が、
バショウの葉に似ていることからきています。
　山形市野草園が、ここ西蔵王高原に開園した理
由のひとつには、ミズバショウの自生地の保存の
ためもあったと聞いています。

（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

ミズバショウ（サトイモ科）
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