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　　ロータリー語を分かりやすくガバナーメッセージ

　お屋敷奉公をして
いた女を女房にした
が、丁寧すぎてやた
ら難しい言葉を並べ
られ江戸っ子が戸惑
う。落語の「たらち
ね」である、そこで
は漢学者が四角い文
字を並べ、難しく表
現するのを完全に笑
い物にしている。
　国会や県議会でも
演説に漢字や外国語
が多いと学問があり

そうで、なんでもないことも有難く聞こえる。
耳から入った経文や、俗人に分らないラテン語
のミサは意味不明で有難い。聖書もドイツ語で
印刷され、一般人に容易に理解されると宗教革
命が起こったりする。
　仲間意識を強めるため仲間だけの暗号として、
小学生でも秘密基地を共有する仲間だけがわか
る言葉を作ったりする。香具師ややくざ仲間の
隠語や、すし屋、床屋の符丁もそれに近い。吉
原の花魁言葉と言われた「ありんす」もお国訛
や出生地を隠す特殊な言葉だったようだ。軍隊
などは世間を地方といい、壁の中の特殊世界を
強調するために、洗面器をわざわざ面洗器とい
わせた。
　医者の世界も、テニオハだけ日本語でドイツ
語のような英語のようなものをつなぎ合わせ、
素人には解らないようにしていたのが、手術前
のインフォームドコンセントとかで、患者家族
に分かるように説明することになっても、相手
には半分も伝わっていないのかも知れない。医
者同士でもアルファベット３文字や４文字の略
語は、科が違えば違う病名や検査のことがよく

ある。それに日本語の特徴として主語や目的語
の省略がある、「やれば出来る」がyes, I canな
のか、We canやYou canではかなり受け止め方
が違う。
　福沢諭吉は大学構内に「演説館」を作り、皆
のコミュニケーション能力を高めようとし、下
女が聞いて分かるように話せといわれた。三遊
亭円朝の人情噺のはなし言葉を高く評価し、100
年以上前に普通の言葉で書かれた「福翁自伝」
は今の高校生でも十分に理解できる。
　政治家もなるべく分かりやすい言葉を使って
もらいたい。未曾有を「いまだかつてない」と
いったら、こちらの方が分かりやすい。もっと
も政治はすんなり解釈が一つになるような文章
では困るのかも知れない。
　幕末から明治の初めに、津波のように外国語
が入ってきた。エコノミーなどそれまで日本に
はない概念をどう見て分かる文字にしようかと
苦労したようだ。無論清朝の学者も英語を漢字
にしたが、その大部分は消えて日本で漢字に訳
された単語が、現在の中国でもたくさん使われ
ている。中国の学者先生訳は学問的でも大衆が
わからなかったからだろう。
　さてロータリーはどうだろう、大正時代の日
本に輸入され元の英語を日本語にするとき、偉
い大先輩は一生懸命苦労して相応しい訳語を当
てたのだろうが、serviceが奉仕、idealの理想は
辞書ではそうだが、ideal of serviceが奉仕の理
想ではピンと来ない。この感じは日本の多くの
ロータリアンが持っているのではないか。RIか
ら直訳せよと言われたが、Object of Rotaryは綱
領と難しくせず目的や目標でも良かったのでは
ないか。ロータリーが日本に来て90年、最初は
英語のままでも良かったかも知れぬが、これか
らの若い人に受け入れてもらうには、理解しやす
い現代日本語でのロータリーの伝道が必要である。

第2800地区ガバナー

武田　和夫
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 ロータリアンの誇りと自覚（責任）

１．ロータリーの魅力と誇りとは何か
　ロータリーそのものに対する魅力　 
　個々のクラブに対する魅力 

　複合魅力　　　　　　　――職業奉仕・一業種一会員制・ｌサーブ、例会出席～等を合わせた物
　異業種交流の最たるもの――色んな人と知り合い切磋琢磨することによる魅力
　職業分類と職業奉仕　　――ロータリーの特徴
２．ロータリーの職業分類の現状をどうおもうか
職業分類があってない様なものになってしまった観がある。
会員増強のみがロータリーの発展だ（ポール・ハリス）。
本来「一業種１人」「例会出席」――大きな２本柱であったが、最近は変わった。以前は職業分類を
むりやり設けておった――その地域によって困難な処である。
３．ロータリーは本当に地域に求められているか
　昔は新しいクラブを作るのがガバナーの業績になっている様な感じがあったが、今は以前に戻っ
たのではないかと思う。クラブ拡大しすぎた。無理に50人・100人クラブをするという興味があるの
かどうか、それによるクラブの魅力があるのかどうかを考える。――我々自身に何かプラスになっ
ているのかどうか考える。
４．あなたはロータリーを楽しんでいるか
①　例会への出席は義務ではなく権利だ――１日休めばその分だけ損をする。
②　最初から品位とか資質を求めないで、その中から友情が生まれ、親睦を深めて行くのが本当で
はないか。
③　会長・幹事は他のクラブにメークアップし、見聞を広げることによって自分のクラブのあり方
を考える。
④　クラブの会員同志は知人ではなく、友人・家族として考えたらどうか。
⑤　昔に比べてガバナー自身も魅力を失ったかなと思う。
⑥　新会員を安楽に入れすぎたから、義務感も責任感も無いのではないのかという事。従って、そ
の人に誇りが生まれる前に入って見たらこんなものかといって門口をのぞいた程度でやめてしま
う。入って見て魅力があれば定着するはず。
　　例えば、地域の民生委員と提携して一人暮らしのお年寄りが増えているので、そのお宅に行っ
て障子の張り替えをやる、水道のパッキングの取り替えとかもやる。それに公民館主催の草取り
等を皆んなでやって、地域と密着した奉仕活動をする。それが一番の広報活動になる。

５．ロータリアンは汗を流す喜びを忘れていないか
①　地域にあるロータリーとしては地域の人を巻き込んで何かをする。特に青少年教育のために、

パストガバナー
酒田中央RC 伊　藤　政　一

ロータリアンに入る前にどう
いうイメージを持っていたか、
エリート集団という事ではな
かったか――すばらしい仲間。
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子供達がロータリアンのおじさん、おばさん達と一緒にボランティアをする、汗をかく喜びをロー
タリアンは忘れているのではないか、地域にもっとかかわる必要があるのではないか。
②　今、中小企業は血を吐くような努力をして、従業員を養っている、これこそ本当の職業奉仕で
はないかと思う。従業員の幸せを願い、ロータリアンに幾らかでもゆとりが出来れば財団に寄付
する。それを広げれば地域に貢献していることになる。
③　かつて日本は商品が安かろう、悪かろうと言われた時代があったが、今は精巧でかつ信頼を得
ている。職業倫理がこの国にあったからこそ、信頼される様になったはずである。
　　最近変な問題が出てきているのは、景気のせいばかりでなく、企業人の甘えが出てきているの
ではないかと思う。悪い事をしないと儲からないということは、違う形のものをポール・ハリス
が最初に言い始めた様な気がする。「４つのテスト」であり、職業奉仕に結びついていると思う。
ロータリーが「職業奉仕」を言わなくなったら、ロータリーは崩壊するのではないかと思う。
④　ロータリーは、職業奉仕運動であり、その向こうに社会奉仕、国際奉仕があると考えている。
その倫理運動というのは、主に職業奉仕に関連したもので我が身を律するということである。
⑤　ロータリーでいうサービスという言葉は、基本的には個人の気持ちの中にあるのではないかな。
そうした誇りをもって奉仕をするという誓いを立てた者だけが、歯車のバッチを着けているのだ
と私は思っている。
　　歯車のバッチを外さなくてはいけない様な仕事はしない、それが職業奉仕の基本にあるのだと
思う。そういう人達の集まりが、それぞれの個性を出していけばロータリーも魅力あるものになっ
ていくのではないだろうか。
⑥　己の足らざる処を他の人から学ぶという例会の楽しみを持つこと、それが世のため、人のため
の職業奉仕、この２つでロータリーの魅力をさらに進展させてなければならないと思う。
　　それが立派なロータリアンを育て、ロータリーを外から見て、やはりロータリアンは違うなと
いう域に達しなければならない。
　　それが魅力と誇りになると考えるわけである。

 人 口 減 を 食 い 止 め る 薬

　Ｏ氏がこんな話をし
てくれた。「天童の人口
が年々減ってきている。
土地が高いから安い隣

町へ行ってしまうのだ。だからもう少し地価を
安くすれば人口減少を食い止められる。市長にそ
こんところを進言したい。」彼は不動産業である。

　また、Ｍ氏は、「若い人達は目先の生活がラク
になるような切実な問題で精一杯だ。乳幼児か
ら小学生まで医療費無料化など、どこの町が子
育て支援に一生懸命なのかと目をこらし、情報
を探している。幼児の保育園預けは共働き夫婦
にとっては当たり前のことで私の家では月に６
万円ほどかかっていた。そしてその幼児が小学

パストガバナー
天童東RC 野　川　桂　一
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 入 会 当 時

　1967年頃より、街角
に奉仕団体と思われる
立て看板が目立ち、こ
れが自分達の職業を通

じて、世の為人の為に奉仕するロータリーとい
う奉仕クラブであると聞きました。世の中には、
素晴らしい考え方を持っている経営者もいるも
のだと感心したものであります。
　その３年後に、ロータリークラブの会員とし
てお二人のお医師より勧誘される様になります。
当時、12段階というロータリアンの資質を審査
する委員会があり、どうやら皆さんに認められ
て会員になれた思いがあります。
　ロータリークラブは新人に対して正しいロー
タリーを身につけさせる為に、個々にカウンセ
リングをしてくれます。また、ロータリアンは
自己研鑽の奉仕と言われ、クラブや地区の委員
会や、各種大会に新人会員は出席を要請されま

す。その時は大変でありますが、後々修練の場
として理解する事が出来るようになります。
ロータリーは職業奉仕を金看板と言っており、
専門職や事業経営者のロータリー活動における
根底にあるものとして提唱されております。
ロータリーは自己研鑽の奉仕とも言われ、自ら
を磨く事によって、自己改善を遂げること、何
よりも言行一致でなければならない。奉仕の理
想とは、ロータリアンそれぞれに宿る「奉仕の
心」の事を言う。そこまで説かれればロータリ
アンとして入会以外に無いのであります。
　以来今日まで、少々惚け気味でありますが、
思想共鳴、今は亡き御二人の大先輩であります
が、当時の事を懐かしく、それにしてもロータ
リーの筋目がしっかりとしており、尊敬すべき
人生の大先輩に出会えて幸せだった事を時々思
い出して感謝を致しております。

パストガバナー
大江RC 伊　藤　巳規男

校に入りヤレヤレ６万円助かると思いきや、今
度は風邪や病気で医療費がかさむようになって
くる。だから天童では幼児から小学生までの医
療費を無料にし、それを市が負担し、若い夫婦
を支援する政策をとろうとしている。」
　「雇用促進は企業を誘致して仕事場を増やし
たいのだが、今これがなかなか思うように進ま
ず、むしろ現在の企業で首切りが無いようにと
いうのが精一杯のようだ。」
　「また、仙台圏の人達を山形に呼び込む方法と
して、魅力ある観光地づくりを進め、山形の美
味しい食べ物をもっとPRし、山形県内を回遊し
てもらえるような構想を練っている最中のよう
だ。」

　「それにしても若い人達が住む住宅地を安く
提供することが肝心だね。」彼は婦人服専門店を
経営している。
　土地を安く手離すことは、目先は損というこ
とになるが後にはおお化けして返ってくる。若
い人達に住んでもらえば、地域が活性化し、店
も職場も地域も元気になることだろう。
　仕事を増やすこと、雇用を促進することは私
たちロータリアンの得意分野である。自らの職
業に活路を見出すことが望まれているのではな
いだろうか。Ｏ氏もＭ氏もロータリアンで、こ
んな話を気軽に聞ける例会が楽しい。
　ロータリアンがんばろう。ヒントは例会の中
にある。クラブの中にあるようだ。
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　第2800地区奉仕プロジェクト委員会の新世代
ライラ小委員会は、来る６／５、６／６の「ラ
イラ研修」の実践に向けて、これまでに行われ
た奉仕プロジェクト合同セミナーの開催やホス
トクラブ実行委員会とのライラ合同委員会を通
じ、プログラムの充実と具体的な役割分担等に
ついて鋭意会合を重ねてきました。これから終
盤に向け、実行委員会が中心となってより具体
的な実践に入っています。
　場所は山形市少年自然の家に決まり、テーマ
に基づいた環境は早々に整いましたが、現状は
ホストクラブである山形イブニングRCも初め
て取り組む活動であり、会長はじめ全員が苦慮
しながらクラブが一丸となって成功に向け、地
区との連携をとり、実践活動をしていることを
先ずもってご報告申し上げます。
　ロータリークラブには社会奉仕としてIAC、
RAC、青少年交換留学生、米山奨学生、ライラ
等々、青少年に関する奉仕活動が数多くあるの
は、ロータリアンの知るところです。なかでも
国際ロータリーが「青少年を対象とする集中研
修プログラム」として位置づけたRYLAは、次
の時代を担う青少年に、良きリーダーとして且
つ将来の指導者として成長、活躍することを新
たな視点から、いかに強い期待をもって採択さ
れたかを窺い知ることが出来ます。この重要性
を鑑み、日本では1976年に当時の第366地区が実
践したのを機に、各地区で採用され第2800地区
では新世代ライラ研修としてこれまで16回に亘
り開催されて現在に至っています。第17回目に
あたる今回のライラ研修は、これまで地区大会

や各種委員会、各種セミナー等で開催日やテー
マ、プログラムも含め、PRしてきました。そし
て愈々来る６月５日 （金）、６日 （土）の開催日を
迎えます。各クラブにおかれましては本研修会
の趣旨を十分ご理解頂き、ロータリアン１名の
義務出席をお願いし、改めて茲にご案内申し上
げます。
　主テーマの「環境と水」のもと実行テーマと
して「森を考え、森に学び、森に祈り、そして
森を体感する」を掲げます。里山との関わりの
中で、持続可能な共存共生の生き方を学ぶと題
し、講師に民族宗教研究家、千歳栄氏（千歳建
設会長）、現代舞踏家、森繁哉氏（東北芸工大教
授）を招き１泊２日の研修会とします。青少年
とロータリアンが時間を共有し、奉仕の精神を
伝え、友愛を深めること、指導力と資質を伸ば
すことを目的にしています。また、参加者が地
域社会に奉仕するためには何が出来るかを考え、
それに関連した技術の習得、知識或いは人間関
係等を限られた時間の中で学ぶものです。ロー
タリアンの皆様方には新たな紙面でご案内をお
知らせ致します。何卒、ご参加とご指導を賜り
たく宜しくお願い申し上げます。

 “RYLA研修会への 誘 い”
いざな

ぜひ参加し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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熱き思いを！
　３月14日 （土）、天童
温泉（ほほえみの宿　滝
の湯）を会場に、大勢

のパストガバナー、大友研修リーダー、武田ガ
バナー、佐藤ガバナーエレクト、そして次期会
長、幹事に次期ガバナー補佐、次期地区大委員
長、次期地区役員等、180余名が一堂に会して
PETSが開催された。
　午後１時30分点鐘、国歌斉唱、ロータリーソ
ング「我等の生業」が歌われた後、武田ガバナー
の挨拶、佐藤ガバナーエレクトの挨拶と次期地
区役員の紹介が行われた。
　大友研修リーダーは会長・幹事の役割、任務
について話され、会長・幹事は一体であり、ク
ラブの要であること、そして、トップリーダー
として、自信を持ってクラブをリードして欲し
いと話された。
　佐藤ガバナーエレクトは、次期RIジョン・ケ
ニー会長のテーマ「ロータリーの未来はあなた
の手の中に」をふまえ、地区目標は「地域にや
さしさを　ロータリーに活力を」とし、具体的
には楽しいロータリーをベースにして、地域社
会のニーズをとらえ、生き生きとした活力を見
出すことが出来ればと考えている。すなわち
ロータリーは本来、奉仕の心をつくり、それを
実践するという事が基本であり、それが地域の
ニーズに応えることであり、ロータリーにさら
なる活力を生み出すことになる。従って、各ク
ラブの会長・幹事の皆さんは、積極的に活力の
あるクラブ運営を図っていただきたい。そして、
各委員長を叱咤激励をして思い通りの事業を推
進して欲しい。それによってロータリーは魅力
ある活き活きとしたクラブになると信じ、ご協
力をお願いしますと挨拶した。
 

魅力ある楽しいロータリー運営を！
　休憩の後、地区大委員長より今年の運営方針
が発表された。細谷クラブ管理運営委員長はク
ラブを楽しく、効果的、効率的に運営するには
どうすれば良いのか、皆で考え、知恵を出し合
い行動しましょう。そして、楽しい例会を作ろ
うと抱負を述べた。吉田会員増強、会員維持委
員長はかつてない厳しい経済情勢の中ではある
が、ロータリー活動に活力を与えるためには会
員数増強、維持は極めて重要であり、従って各
クラブ純増１名、また、女性会員をもっと増や
したいのでご協力をと述べた。村山社会奉仕委
員長は、社会奉仕活動の原点に返り、セミナー
の開催や、他委員会との積極的な交流を深めて
いきたいと話した。和田職業奉仕委員長は職業
奉仕とは、人としてのあるべき姿を学び、自分
の職業の中で実践していく事であり、そのため
に、クラブの中で職業奉仕について、もっともっ
と語り合う機会を作って欲しいと述べた。和田
国際奉仕委員長は、各クラブの国際奉仕事業へ
の理解を深めていただくと共に、今年は派遣受
け入れ６名を目標にしているのでよろしくと述
べた。池田ロータリー財団委員長は、これまでブ
ロック毎に実施していたセミナーを地区で３回
実施する予定であると述べた。鈴木米山奨学委員
長は、米山奨学制度の特色は、世話クラブとカウ
ンセラー制度にあり、各クラブにおかれては積極
的に奨学制度を理解し活用して欲しいと述べた。

最小の経費で最大の効果を！
　この後、黒田地区資金委員長から地区の予算
について、山口地区協議会実行委員長から４月
に開催される地区協議会の説明と10月に開催さ
れる地区大会について説明があった。最後に大
友研修リーダーの講評で大変良かったという評
価を受けた。その後、懇親会で親睦を深めた。

佐藤豊彦ガバナーエレクト年度 PETS （会長エレクト・幹事研修セミナー）報告

次期地区幹事
天童RC 伊　藤　　　彰
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ロータリー財団特別講話会に寄せて

　平成21年３月26日、
鶴岡の地において、
ロータリー日本財団理
事長 岩  井  敏 様をお迎え

いわ い とし

して、約１時間のご講話をいただきました。岩
井様は、国際ロータリー「第2750地区のパスト・
ガバナー」でもあられます。ご職業は、公認会
計士で東京京浜ロータリークラブに所属され、
御年81歳とのお話でした。大病を患われ、２度
の大手術をお受けになっているとのことですが、
失礼ながら、かくしゃくとされ、お年を感じさ
せない、ご風貌でした。
　さて、岩井理事長が、現在、最も精力的に取
り組まれていることは、ロータリー日本財団を
公益財団法に基づく、公益財団法人とすること
によって、日本におけるロータリー財団公益活
動が広く認められ、寄付者への税制上の優遇措
置をとれるようにするということでした。
　現在、ロータリー財団に対する寄付金は、暫
定措置として、1997年より（現在の）独立行政
法人「国際交流基金」の「特定寄付金制度」を
通じての寄付金に限り、教育的プログラム、一括
一時払い20万円以上の寄付に限り税制上の優遇
措置が適用され、2008～2009年度は、総額１億
4,000万円のわくが認められております。
　そこで、前記のさまざまな制約を受けないた
めにも、公益財団法人としての設立を期してい
るものです。また、「未来の夢計画に基づく、新
補助金」制度にもふれられ、詳しくは、「ロータ
リーの友、2008. 11」の「ロータリー財団を知ろ
う」、ロータリー財団月間特集記事をご覧いただ
きたいとのことでした。同記事では、ロータリー
財団の投資収益（１億5,000万ドル）、サブプラ
イムローンによる損金（4,400万ドル）、財団の
職員の給料や運営費についてなど、踏み込んだ
説明がなされています。また、WF（国際財団
活動資金）とDDF（地区財団活動資金）の関係

と、その使途、そして、その使い勝手について
も触れられています。日本の場合、教育的プロ
グラムが重視されていますが、ロータリー財団
では、人道的プログラムが推奨され、この視点
の違いからDDFの活用が、うまくいっていない
との指摘がなされています。新補助金制度では、
この傾向が、いっそうに進むようです。６つの
重点分野が定められ、これらについては、グロー
バル補助金とWFの組み合わせが考えられ、大
きく資金を活用できますが、従前の地区補助金
に類した新地区補助金には、国際親善奨学金の
ほか、GSE（研究グループ交換）や、従前の地
区補助金など、多くのプログラムが含まれてし
まっています。そうしますと、これら、教育的
プログラムの全てが、DDFの50％内に制約され、
第2800地区では、約500万円でこれらの全てのプ
ログラムを実施するところとなります。つまり、
国際親善奨学生は、１人あたり２万5000ドルで
すから、２人の奨学生を留学させると、DDFは、
全て費消されてしまうということになるのです。
したがって、前記の６つの重点分野の拡張が望
まれるわけです。
　しかし、2013～2014年度からは、全ての地区
でこの新補助金制度に基づいての運用になりま
す。ビル・ゲイツ氏の１億ドルチャレンジと、
２億5500万ドルへの増額については、各クラブ
の寄付額の増額（各クラブ1000ドルを３年間が、
2000ドルで３年間）という問題もあり、再度、
検討しなければならないと思います。
　ロータリーカードについても、5000枚が達成
されましたが、その後目標枚数が上げられ、１
万枚とされました。ロータリアンは、寄付その
ものを惜しむものではありませんが、その根拠
の明確さとその具体的説明、さらには、日本人
の精神的価値感重視、宗教感の相違を越えての
コンセンサスが持てるかが、これからの大きな
課題と思われました。

ロータリー財団委員会委員長
鶴岡西RC 池　田　德　博
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 2008～2009年度 東北合同スプリングキャンプ

　青少年交換委員会で
は、年間７回ほどのオ
リエンテーションを開
催しています。この中

で、最も大掛かりでインパクトのある東北合同
スプリングキャンプは、去る３月20日～22日の
３日間、宮城県岩沼市にある「モンタナリゾー
ト岩沼」において開催されました。
　このキャンプは、毎年３地区合同の持ち回り
で開催しており、今回は第2520地区（岩手・宮
城）が担当されました。
　３地区の関係役員16名と、派遣候補生８名、
来日生12名、ROTEX（帰国学生）９名、ALT６
名（英語の教師として来日している先生）が参
加し、３日間精力的な研修会を行いました。
　当地区からは、佐藤豊彦ガバナーエレクト、
森光奉仕プロジェクト委員長と私が参加してお
ります。
　この研修のコンセプトは、来日生と派遣候補
生の互いの交流を通じ、生きた語学研修をする
ことにあります。
　また、ROTEXからは、留学経験を生かした
適切なアドバイスを与えて頂き、来日生、派遣
候補生から、より充実した留学生活を送って頂
くための重要なプログラムです。

　担当地区で構成したプログラムを下に、ALT
のサポートで、「留学の心構え」、「危機管理」、
「海外の生活や習慣」、「留学生活で留意するこ
と」などシュミレーションを交えご指導いただ
きました。
　夜は、遅くまで楽しい交流を行っていた様子
で、大きな笑い声が深夜まで聞こえていました。
　この体験は、これからの留学生活（ホームス
テイ・学校生活）に大いに役立つものと期待し
ます。
　そして、将来の世界平和と国際理解に貢献で
きる社会人となって、ご活躍いただくよう私た
ちロータリアンは願っています。
＊３地区とは
第2520地区（岩手・宮城）・第2800地区（山形）
第2530地区（福島）

青少年交換小委員会委員
鶴岡南RC 斎　藤　秀　紀



Rotary International District 2800

GOVERNOR’S Monthly Letter
10

 第４ブロック I. M. 報告

　国際ロータリー第
2800地区第４ブロック
のI. M. を、武田和夫ガ
バナーの出席を頂き、
鈴木茂範ガバナー補佐
の元に、登録会員数６

クラブ134名の多数の参加を頂き、平成21年２月
８日 （日） ホテルシンフォニーで開催することが
出来ました。
　今回のI. M. フォーラムは『わがクラブの自慢
と不満（改善点）』をテーマとして取り上げまし
た。最初にI. M. 実行委員長より、このフォーラ
ムでの意見交換を通じ各クラブ会員の退会防止
及び会員の拡大につながるきっかけに、そして
クラブ運営が円滑に行くようにしてもらいたい
との趣旨説明がありました。
　各６クラブの代表者より自分のクラブの自慢
点、改善点等の意見発表を頂き、鈴木茂範副リー
ダーの司会で、会場の参加会員より活発な質疑
応答意見交換が交わされ、また武田和夫ガバ
ナー、安孫子、伊藤ガバナー経験者より貴重な
意見アドバイスを頂きました。
　１時間50分に渡るフォーラムでしたが、その
後の懇親会でも熱のこもった意見が交わされた
ものと思います。
　多くの参加会員からも著名な講師の講演も大
変有意義だが、たまに会員同士の本音の意見交
換に、良かったとの評価を頂き、今回のI. M. の
目的を達成したのではないかと思います。
　I. M. に参加して下さいました、会員各位に心
から感謝申し上げI. M. のご報告とさせて頂き
ます。
わがクラブの自慢（意見発表要約）
☆歴史のあるクラブなので、ベテラン会員が多
く、歴史に培われた指導
教育が徹底され例会等い
ろんなところに基本的理
念ルールが守られ生かさ
れている。
☆50年の歴史の中で国際奉
仕、地域に対する貢献は
何処のクラブにも自慢出
来る。

☆会員の多い、またベテランが多いクラブなの
で、多種多様な意見は出るが、一つの決定を
見た場合は、非常にまとまりがある。

☆無断欠席が皆無である。したがって食事代な
どの無駄が無い。

☆例会食事が非常に旨いと評判が高い。（メイク
会員）

☆例会前後に先輩会員とのコーヒーを飲みなが
らのロータリー談義が有意義。

☆奥様との同伴例会が多いので家族のロータ
リーに対する認識が高い。

☆先輩方のマナーが良いので、新人会員も感化
されている。

☆会員は、まじめな方が多いので、与えられた
役目はしっかりやりこなす。

☆家庭的（40歳～89歳）な懇親会の多いクラブ
である。

☆スマイルが比較的多い。積極的に良い事を見
つけるようにしている。

☆献血奉仕活動で日本赤十字より10年表彰を頂
いている。

☆会員が少ないので、会員同士の絆がしっかり
している。

☆ボランティア活動（旧六十里街道清掃等）が
地域民より評価されている。

☆例会出席率が高い、100％２回　１人欠席５回　
１月までの出席率96％である。

☆一人ひとりの出席に関する認識が高く出席率
が高く最近退会者がゼロにつながっている。

わがクラブの不慢（改善点）
☆会員数が少ないので予算役割編成が難しい。

　基本的には各クラブ不満は無いが、あるとす
れば各クラブが解決すべきとの認識。

第４ブロックガバナー補佐
寒河江さくらんぼRC 鈴　木　茂　範
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 わ が ク ラ ブ 紹 介

皿酒田スワンロータリークラブ皿
　20周年を次年度に控え、このたび例会場を
旧市街地の中心部に移転。中心市街地の活性
化にも貢献しようとのメンバーの意気、奇し
くも900回目の例会であった。女性会員の比率
が30パーセントを超える12名のコンパクトク
ラブ。コンパクトもメリットにと、当年度の
菊地会長のクラブ運営は前向きである。酒田
ローターアクトクラブの提唱クラブとして、
また、女性会員が多く華やかなクラブの例会
にぜひ一度おいでください。

皿酒田中央ロータリークラブ皿
　我がクラブの特徴は、会員38名から増減が
少ないことです。その最大の理由は、親睦委
員会と社会奉仕委員会の活動の充実と派閥が
無いからです。
　先日は、イタリア料理店「アル・ケッチァー
ノ」に奥さんや子供たちを交え、総勢38名が
大型バスで乗り付けました。地元で採れた食
材を使っての料理、奥田シェフの話しを聞き
ながらの食事は、実に楽しい食事会でした。
ワインと共に堪能した至福の一時を過ごし、
帰りのバスの中でも余韻があり、アンコール
の声が出る程でした。

皿酒田湊ロータリークラブ皿
退会者０を継続中
　「退会者０を続けて４年目に入っていま
す。」これが我がクラブの今一番の誇りです。
平成４年に26名で発足した当クラブも５年前
には11名まで会員が減少してしまいました。
しかし「楽しい例会」「支え合える会員づくり」
の実践によってこの４年間で５名の増強、退
会者０を達成しています。ゴルフ愛好会、月
１回の夜例会、家族例会を通じて会員同士の
コミュニケーションが良く取れている為では
ないかと思います。退会者０の継続、さらなる
会員増強を目指して、エンジョイロータリーの
精神で今後も取り組んでいきたいと思います。

皿米沢上杉ロータリークラブ皿
　当クラブ（竹前秀夫会長）は、昨年９月２
日、グランドホクヨウ米沢を会場に献血例会
をおこなった。社会奉仕活動の一環として、
献血活動に取組み、今年で５回目になる。当
日は日本赤十字社山形支部の採血車が２台来
て、午前、午後合わせて105人が申し込み、う
ち73名が採血可能となった。内訳は400ミリ
リットルが50名、200ミリリットルが23名。献
血例会では、米沢市内で開業する中山胃腸科
内科医院の中山裕一会員が「献血・なぞなぞ・
社会奉仕」と題して卓話をおこなった。
　当クラブは「人が人にできる奉仕活動とし
ての献血
活動」と
して、今
後も献血
活動を継
続事業と
して取組
むことに
している。
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皿山形東ロータリークラブ皿
　2007年９月15日、創立20周年記念式典を無
事終了し、現在43名で例会、諸活動を行って
おります。今年の磯野会長の「楽しくなけれ
ばロータリーではない」をスローガンに、５
つの重点目標を掲げ活動しております。
　特に社会奉仕活動では、腎バンクキャン
ペーンを平成４年から継続しており、昨年10
月岡山県で開催されました、第10回臓器移植
推進国民大会で厚生労働大臣より当クラブに
感謝状が授与されました。

皿米沢おしょうしなロータリークラブ皿
　米沢おしょうしなロータリークラブは、発
足９年目の若いクラブです。
　社会貢献活動の柱として、「米沢おしょうし
なロータリークラブ杯少年剣道大会」を開催
して８回目を終了しました。
　師と弟子の関係、礼儀そして武道を通して
の心身の鍛錬の一助となる大会に成長してい
ます。
　また、大河ドラマ「天地人」をきっかけに、新
潟県南魚沼市の雪国魚沼ロータリーラブとの
友好クラブ締結が実現したことも、我がクラ
ブにとって
は大きな一
歩です。
　まだまだ
歴史は浅い
ですが、着
実に進んで
いるクラブ
です。

皿山形西ロータリークラブ皿
　当クラブは、創立52周年を迎え、現在会員
数101名で今年度「さわやか　ロータリー」を
クラブ方針として活動しております。
　今年度、当クラブでは会報の大幅な刷新に
取り組んでおります。委員は入会の浅い会員
が中心でありますが、従来と違う方向から会
報を見直し、「見やすい」「読みやすい」「わか
りやすい」会報の編集を合言葉に、活発な会
報活動を行っております。また会員紹介コー
ナーを充実させ、会員相互の融和、親睦にも
取り組んでおります。

皿山形イブニングロータリークラブ皿
　山形イブニングロータリークラブは2000年
６月26日に誕生しました。そして、次年度は、
いよいよ節目である創立10年を迎えます。現
在会員数34名の若い？メンバーが日々様々な
RC活動に奮闘中です。今、当クラブで特に力
を注いでいることは、創立10周年記念パー
ティで披露するアンジェラ・アキが歌い話題
となった「手紙」の合唱です。例会では、本
番に向けみんなで一生懸命合唱の練習に取り
組んでいます。会員数は少ないクラブですが
みんな思いは熱く、この合唱を通して、さら
に心をひとつにしてこれからのクラブの大き
な力にしたいと考えています。本番では、ご
出席いただける皆さんに感動を伝えられる合
唱を目指し、これからも練習に励みます。

３月13日武田ガバナーを迎えて感謝状拝受のお祝い会
今年１月25日開催の
当クラブ杯少年剣道大会
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皿南陽臨雲ロータリークラブ皿
今年度はキャンプ場に手作りベンチ

南陽臨雲RC設置
　南陽臨雲ロータリークラブ（石黒正太郎会
長、35人）はこのほど、南陽市漆山の市営大
野平キャンプ場に会員手作りの木製ベンチと
テーブルを設置した。
　樹齢約60年のヒノキを使い、会員16人が一
日がかりで組み立てと塗装を行った。テーブ
ルは長さ2.7メートル、幅１メートル。直径約
50センチのヒノキを縦に切り、２枚の木材を
組み合わせて重厚に仕上げた。ベンチの長さ
は2.2メートルあり、２脚に大人８人がゆっ
たりと座ることができる。
　完成品は、大野平キャンプ場の利用者が食
事などで使えるようキャンプ設営場近くに設
置した。
　木製ベンチの贈呈は、社会貢献活動の一環
として2004年から毎年行っており、これまで
市内の児童館などに寄贈してきた。

2008. ８. 14の山新掲載

皿八幡ロータリークラブ皿
「千本桜」育樹に取り組んでいます

～小粒だがピリリと辛いクラブ目指して～
　当クラブは創立以来37年になります。創立
30周年とRC100年を記念した「千本桜植樹」
を以後継続して育樹に取り組んでいます。早
春の補植、夏のつる草取り、秋の追肥は欠か
すことが出来ないクラブの年中行事になり、
会員の至福の時でもあります。
　地区内最小会員であり活動にも制約が多い
のですが、アットホーム的なお付き合いと組
織的な節度を旨くクラブ運営に活かし、《小粒
だがピリリと辛い》クラブを目指して研鑚を
重ねたいと思っております。

物故会員
謹んでご冥福を

お祈り申し上げます

新 入 会 員 紹 介

青　山　　　武 君
酒田スワンロータリークラブ（MPHF）

秋　野　　　明 君
酒田中央ロータリークラブ（MPHF）

新ポールハリスフェロー 

木田　昭三 君
所属クラブ：酒田スワンRC

太田　　正 君
余目RC
2009年３月12日  ご逝去
享年60歳

五十嵐　守 君
新庄RC
2009年３月５日  ご逝去
享年70歳

武田　　稔 君
所属クラブ：寒河江RC
入会日：2009.4.2
職業分類：西洋料理

土田　和男 君
所属クラブ：米沢RC
入会日：2009.4.2
職業分類：民間放送

阿部　隆司 君
所属クラブ：米沢RC
入会日：2009.4.5
職業分類：ビルディング経営

治田　　健 君
所属クラブ：米沢RC
入会日：2009.4.5
職業分類：百貨店

マルチプルポールハリスフェロー 
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３月　会員数・出席率

３月
出席率

当　月増減数内
女性会員

内女性
会　員

2009.3.31
会員数

内女性
会　員

2008.7.1
会員数クラブ名ブロック

減増
84.44％10436436酒 田1

第
１
ブ
ロ

ク

79.31％0334336酒 田 東2
96.75％01312遊 佐3
81.25％044八 幡4
75.68％03838酒 田 中 央5
93.33％0412412酒 田 ス ワ ン6
90.63％1316215酒 田 湊7
72.62％10545544鶴 岡8

第
２
ブ
ロ

ク

73.55％0342342鶴 岡 西9
71.60％10133137余 目10
90.48％102123立 川11
60.16％0348349鶴 岡 東12
63.51％11419317鶴 岡 南13
100.00％10251251天 童14

第
３
ブ
ロ

ク

100.00％102427村 山15
88.76％11322221新 庄16
89.47％102324尾 花 沢17
88.10％04244東 根18
80.00％0120120最 上19
85.33％05052天 童 東20
81.54％02728天 童 西21
82.09％10141142東 根 中 央22
86.11％01819尾 花 沢 中 央23
75.00％0522523村 山 ロ ー ズ24
89.86％02322新 庄 あ じ さ い25
86.82％05456寒 河 江26

第
４
ブ
ロ

ク

84.78％02525大 江27
84.09％01214朝 日28
72.73％03334河 北29
96.99％1113635寒河江さくらんぼ30
68.00％02323西 川 月 山31
96.15％08886山 形32

第
５
ブ
ロ

ク

85.00％0120120上 山33
93.44％2099100山 形 西34
96.15％07476山 形 北35
95.24％02829山 辺36
89.58％106261山 形 南37
75.56％101416中 山38
78.05％104344山 形 東39
79.05％0437437山 形 中 央40
67.74％0132134山形イブニング41
84.65％41853756米 沢42

第
６
ブ
ロ

ク

90.00％－1128230長 井43
92.13％110454455米 沢 上 杉44
94.32％0223223南 陽45
94.12％01717白 鷹46
78.13％0348348高 畠47
83.33％01414小 国48
96.88％1348252米 沢 中 央49
74.04％04847南 陽 東50
85.00％01920長 井 中 央51
67.31％01415川 西 ダ リ ア52
91.67％－1230331米沢おしょうしな53
77.71％0235235南 陽 臨 雲54
84.58％1844741835701871地 区 全 体
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第259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

◎ 「ようこそロータリーへ」　濵田五左衞門　2009　
３ｐ　（Ｄ. 2800）

◎ 「例会とロータリーの原理原則」　安孫子貞夫
　2009　１ｐ　（Ｄ. 2800）
◎ 「ロータリーの根本を考える」　井上　暎夫　2009
　３ｐ　（Ｄ. 2660）
◎ 「Stigma　恥辱の烙印」　塚原　房樹　2009　２ｐ
　（Ｄ. 2510）
◎ 「職業と奉仕」　近藤　雅臣　2009　２ｐ　（Ｄ．2660）

◎ 「ロータリーの職業倫理訓逐条解説 （７） ～ （９）」
　青木　伸翁　2009　３ｐ　（Ｄ. 2770）
◎ 「識字率向上は世界平和への道」　諏訪　昭登
　2009　２ｐ　（Ｄ. 2710）
◎ 「『ロータリーの森』とその後」　好川　嘉則　2009
　１ｐ　（Ｄ. 2650）

［上記申込先：ロータリー文庫（コピー／PDF）］

各地区ガバナー月信より

台湾学友会が日本人対象の奨学金制度を設立

2009年３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111111111111100000000000009999999999999イライトよねやま109号号号号号号号号号号号号号号

　日本のロータリアンへ恩返しがしたい――。かつて米山奨学生として日本で留学生時代を過ごした台湾学友た
ちの熱い思いが、形になりました。
　台湾学友会（正式名称：社団法人 中華民国扶輪米山会）が立ち上げた「日本人若手研究者対象奨学金制度」は、
台湾の大学、大学院で学ぶ日本の若者へ奨学金を支給し、日台の絆を深める人材を育てようとするもの。学友の
一人が「カウンセラー」となって台湾での留学生活を支えます。
　奨学金の原資は、学友からの寄付で成り立っていますが、日本の岡山丸の内ロータリークラブからも「今回の
奨学金プログラムのために」と、５万円の寄付が寄せられたそうです。
　台湾学友会の阮允恭理事長は「企業に大きな寄付を頼めば基金は増えるが、それでは私たちの気持ちが飛んで
しまう。一人ひとりが恩返しの気持ちで寄付を出し合い、実現することに意味がある。徐々にその気持ちを広げ
て、台湾全土に米山の花を咲かせたい。台湾学友会の活動は、さざ波のようであっても末永く続けていきたい」
と、語ってくれました。

お知らせ
例会日変更について

　次年度以降開催の例会曜日を木曜日と変更します。
　今年度最終例会６月26日 （金） をもって金曜日は終わり
とします。
　次年度は７月２日 （木） より開始致します。

東根ロータリークラブ　　　　　　
会　　　　長　石山　行雄　
会長エレクト　松浦　秀文　

　嬉しかった事、
遠方の友人 （Ｒ）

から友掲載による石坂先生の論文を読ん
でお誉めの言葉をいただいた。☆今月、
家内と娘が再びフィリピン歯科ボラン
ティアに参加している。感染に耐え、奉
仕の輪を拡げてきてもらいたい。☆幼な
子が踊るハワイの文化フラを楽しむ機会
があった。母がハワイ出身ということも
あって懐かしく、表現される自然そして
和の尊さを学んだ。

月信委員　原　　健一　

編集後記
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月の地区スケジュール

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

　ヤマシャクヤクは、落葉広葉樹の林床に多く見られ
る多年生草本です。新婦の装う白無垢のように美しい
５枚～７枚の花弁をもつこの植物は、現在その花の可
憐さゆえに、盗掘等による絶滅が危惧される植物のひ
とつとなっています。１個体に１個の花しか着けない
こと。ヒナゲシのようには平開せず、開花後１日から２
日ですぐに花弁を散らしてしまうこと。この花の花弁
を好んで食べる甲虫がいることなどから、満開のヤマ
シャクヤクを観察することのできるラッキーな方はそ
う多くはいないかもしれません。
　もし、あなたが幸運にも美しい純白のヤマシャクヤ
クを見ることができたのなら、ぜひ、秋にもう一度その
場所を訪れて下さい。そこには、まるで、エイリアンの
ように毒々しく赤い口（袋果）を開いたヤマシャクヤク
の姿を見ることができるかもしれません。
　男性諸氏、植物も女性も、時間をかけて観察すること
が、本質を知るためには必要なのかもしれませんよ…
おっと失言。（園内での花期は、５月中旬から下旬）

写真文章提供：山形市  野草園　伊藤　一

ヤマシャクヤク（ボタン科）
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 日 曜 日 　　　　　　　地　区　行　事 

米山奨学生オリエンテーション（パレス）
GSEチーム帰国報告会（パレス）

第３ブロックIM（新庄市）

歴代地区幹事資金委員長会議（山形市）（23日）
全国YEO会議（東京）（23・24日）

クラブ事務局長研修会（天童  滝の湯）

ライラ（山形市少年自然の家）

金

土

日　憲法記念日

月　みどりの日

火　こどもの日

水　振替休日

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月
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木
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土
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