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　　2008～09年度の終りにガバナーメッセージ

　私のガバナー年度
もあと１か月で終わ
ります、ガバナーノ
ミニーから始まりガ
バナーを卒業するま
で３年です。エレク
ト時代には２日間の
エレクト研修セミ
ナー、１月にはサン
ディエゴで534人の
同期のガバナー候補
者と共に１週間国際

協議会で研修。帰国して報告会、ガバナーと共
同で会員増強セミナー、そして７月１日を迎え
ガバナーです。
　地区内54クラブの公式訪問と並行して、米山
記念奨学会のセミナー、評議員会、R財団セミ
ナー、地区指導者育成セミナーの開催、インター
アクト地区大会、GSEの受入れ、地区大会の開催、
青少年交換学生の選抜試験、米山学生の選考試
験、財団の国際親善奨学生の選抜試験、各ブロッ
クのIM、会員増強セミナー、クラブの周年式典、
それに地区大会に来て頂いた同期のガバナーの
地区大会への参加。よくも毎週家を空けるもの
だと呆れてしまいます。覚悟はしていましたが、
予想以上でした。最後は６月にライラを開催し、
国際大会への参加が無事に終われば卒業おめで
とうとなります。
　ここで皆様に「ガバナー会」というものをご

説明します。1967年に日本ロータリー連絡委員
会規定が定められて以来、日本34地区のその年
度のガバナーで結成されています。議長は東京
２地区から交互に、副議長は大阪と東京から慣
例上選出され、今年は小沢RI理事が顧問になっ
ております。RIから認められたものではなく日
本だけの任意の会です。
　この会の運営は全国のロータリアンから１人
年200円の拠出金を頂き、事務局には１人の常勤
者がおります。活動目的はガバナー間の連絡調
整、ロータリー諸活動の情報交換の手助けです。
設立当初は親睦団体で、今年も１回開催される
ガバナー、パストガバナー、エレクト、ノミニー
が一堂に会した親睦の集まりがあります。
　しかし、最近ガバナー会の役割が親睦から変
化し、全国組織の委員会の調整や集金代行の仕
事が大きくなりました。皆様にお願いしている
分担金は、ガバナー会運営費年200円、ロータ
リー文庫年300円、RIJYEC会費年100円、平和
フェロー支援金年15円、これらは地区人頭分担
金に組み込まれています。それにクラブから直
接ロータリーの友購読料１人年2,520円を義務
として拠出しています。少額でも全国９万５千
人の会員から集金されるので大変な額になりま
す。それにクラブは地区運営の分担金に、地区
大会の参加費、IMの参加費、ガバナー補佐費用
などの負担があります。
　どの組織でも必要があり委員会等が作られた
時は有効に機能していても、仕事が一段落で大

第2800地区ガバナー

武田　和夫
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幅に減っても、関係する人たちの仕事と絡みで
なかなか終結されません。ましてロータリーは
１年で役員が交代しますので、前年度から次年
度へ大過なく引継げばよしとされがちです。と
ころが2008年７月に会計を引継ぐ時、ガバナー
会の会計は赤字になるのではと心配されました。
この赤字は同居していた委員会から家賃の形で
何がしか拠出してもらい黒字にしました。2004
年の大阪国際大会での余剰金数千万円がガバ
ナー会に管理を委託されていたのにどこに消え
たのかと問題になり、08～09年度ガバナー達が
手分けして委員会組織の見直しをしました。
　その結果、現在RIの地域雑誌として公認され
ているロータリーの友と、法人格を持つ米山記
念奨学会は例外として、他の委員会はある時点
で有志が情報交換のため設立し、全国規模にな
り既得権的に地区に拠出金を要求しているので
はないかとなりました。青少年交換委員会は全
国委員長会議や大使館とのビザ発行などの事務
処理で必要です。青少年育成委員会（JYDC）
とロータリージャパン情報センター及びRI指
針検討委員会の３委員会はその使命は終わった
と判断し、廃止をすることの合意を取付けまし
た。国際ロータリー日本青少年交換委員会
（RIJYEC）はRIが、セクハラ訴訟対策に委員会
を法人化して保険を付けなければ、青少年交換
を認めないというので、全地区が協力して一つ
のNPO法人を立上げ、保険会社と交渉し100万
円の保険料で１件一億円までの新しい保険を
作ってもらうことに成功しました。全国組織の
NPO法人ですので、中央本部の他に地方に支部
組織を作らねばならず、そのために数百万円の
費用を必要としました。この法人格を持つ
RIJYECが、現在青少年委員会が行っている全
国の地区青少年委員会間の連絡、大使館との折
衝などの業務も吸収してくれれば、二つの委員
会は一つにできますが、当面は青少年交換学生
のみのセクハラ保険の業務ということで、青少
年交換委員会は残ります。しかしRIJYECは保
険契約のためのNPO法人なので、次年度からは
保険料の支払いのみが主業務ですので負担金は
大幅に減額されるべきでしょう。
　これら全国的な組織の運営は数名の委員に

よって行われますが、その旅費等のすべてを委
員個人が負担することは無理なので、セミナー
等は登録料を頂いても連絡費等はガバナー会や
地区から補助という形で出すことになります。
１人１回の支給額は少額でも、多くの委員を出
す地区は大変です。ロータリアン１人の負担額
は数百円でも公的な会計ですから、費用とその
効果の判定が正しく行われ、常に改善改革が行
われ、費用の大半がいたずらに組織の維持だけ
に使われるようなら、その組織は見直しが必要
です。
　問題になったのはロータリー文庫でした。昭
和45年に日本ロータリー50周年記念誌刊行に収
集した資料を保管する目的で作られました。
ロータリーに関する会員の著作や地区大会の記
念講演、各地区の月信などを保管しています。
事務所は東京の芝公園にあり、会員はそこに行
けば閲覧できます。古い資料はマイクロフィル
ム化し安全対策に東京から離れた場所に保管さ
れています。資料の一部はホームページで見ら
れますが、ロータリー文庫はEメールのアドレ
スを持っておりませんので、文献が必要なら電
話Fax手紙等で申込んで１枚20円のコピー料と
送料を払い郵送してもらう形です。この前時代
的業務形態と2006～07年度の会計報告で業務費
270万円に対し、委員会費180万円、賃貸管理費
940万円、人件費1,620万円の経費バランスが問
題になりました。業務費が全経費の１割にもな
らぬとは、仕事をしているのではなく組織の維
持のために金が出ているようなものだ。IT時代
なのだから地区の月信は印刷物とデータを貰い、
会員の作品もデータと共に寄贈してもらい、
メールで注文されたらデジタル化された文献を
返信として送れるようにすべきだと、業務の改
善を求めました。
　ガバナー年度は１年で終わります、改革改善
は１年では無理です。クラブ管理の効率化の
CLPも活動の継続を求めています。会員の役に
立つ組織に改革するため年度のガバナー、パス
トガバナー、エレクトと改善を継続できるよう、
今年のガバナー会はPDG、DG、GEが話合う
「ガバナー協議会」というものを作ろうとしてい
ます。ご理解を賜りたいと思います。
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　武田年度の月信最終号の発刊、月信委員長青

山治右衛門様始め、関係者各位の御苦労に対し

心から御苦労様でしたと申し上げます。もっと

も最終の報告書をお出しになられるかも知れま

せんが、先ずはひと区切でほっとされておられ

る事と推察致します。

　さて本題でありますが私にとって決して十分

な理解の上で申し上げる程の知識がございませ

んが、20数年のロータリー経験を踏まえ私の理

解の程を記述したいと思います。

　ロータリーの創設者ポール・ハリスは「ロー

タリーは親睦と奉仕の調和の中に宿る」と提唱

しております。正にロータリーにとって「親睦」

は原点とも言えると思います。ロータリーの綱

領（目的）の本文に示された事業経営に当って

の基本的態度を養い育てていく事、即ち自己研

鑽のため、また実践をする上でも必要なのは尊

敬出来る友人であり、真に信頼出来る友人であ

ると思います。ロータリーの「親睦」の意味は、単

なる社交辞令ではなく相互に学び合える関係だ

と思います。

　しかも相互に忌憚なく話し合える関係である

ことだと考えます。従がってロータリークラブ

のメンバーの構成を一業種一会員制を原則とし

ている理由であると考えます。尚かつこの親睦

をより深め広めるため週一回の例会を原則とし、

その機会を作っているのだと思います。そうし

た意味でも例会の重要性が理解出来ると思いま

す。こうして多少現実離れの感があるが自己研

鑽の場として、また奉仕という対人への思いや

りの心を養う場として、クラブを結成し学んで

行くことがロータリアンとして大切な教養であ

ろうと思います。勿論クラブは堅苦しいもので

はなりません。楽しさも必要ですし、社交的要

素も否定するものではありませんが、原理と原

則は大切にすべきです。

　よくロータリークラブに入会して、良かった

といえるクラブ作りと言われますが、それはそ

のクラブ員がロータリーの目的を理解した上で

クラブの運営に当っているかどうかの問題では

と考えられます。

　今、会員の増強が大きな課題となっておりま

すが、増強活動と同時に現会員をも含め、改め

てロータリーの考え方（思想）を勉強してみる

必要があるのかも知れません。諸々のセミナー

が開催される時、前段としてロータリー綱領に

ついて一言リーダーからの話があってもと思い

ます。

親睦活動月間に当って

クラブ管理運営委員会 カウンセラーPG
米沢中央RC 大　友　恒　則

 ロータリー親睦活動月間
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　はやいもので小生がガバナーを終わってから

７年目になります。パストガバナーになって仕

事で現役に戻ったのですが、エレクト、ガバナー

の２年間のブランクは大きく慣れるまで大変苦

労しました。また、ガバナーの激務を理解して

もらい逃れていた役職が山ほど回ってきてガバ

ナー時代と変わらない忙しさに振り回され、挙

句の果て九死に一生の病気に襲われ１年間休養

しなければならなくなりました。迷惑かけまし

たが役職は全て下ろしていただき、１年前から

再び現役にもどりようやく軌道に乗りつつある

現在です。そんなわけで地区でのロータリー活

動は全くといっていいほどご無沙汰しており、

関係者の皆さんに迷惑をおかけする事もありま

した。この紙面をお借りしお侘びします。

　いまさらと言われるかもしれませんが、ガバ

ナーをお受けする時、ガバナーが終わったら現

役に戻るのでその後の活動に参加できない事が

多い事を了承していただいたつもりだったので

すが……。参加できず、ガバナー時代お世話に

なった人に恩返しが出来ず心苦しい思いをしま

した。

　そんな不真面目なロータリアンですが、最近

の現象として会員が少なくなっているのが気に

なります。私のときに比べて地区で400人弱減少

しています。特に小さな市町の歴史の古いクラ

ブの会員が少なくなっているようです。自然減

で新しい人が入ってこないようです。それに比

し２つ目の新しい若いクラブは増えているとこ

ろもあります。DLP、CLPとこのところ組織が

大分変わってきていますが、それも会員の減少

に歯止めをかけていないようです。そうなると

クラブの内面に焦点を当ててチェックし、問題

がないか検討する必要があるように思います。

時代の変化に伴い価値観も変わってきます。

ロータリーに対しても考え方も人様々だと思い

ます。何でも一律に押し付ける事は良くないと

思います。教条的な人は敬遠されます。手続要

覧を振りかざし知ったかぶりする人も嫌われま

す。重箱の隅を突っつくように細かい事を指摘

する人は煙たがられます。そうかといって寛容

すぎて何でもありきでも困ります。何事も「ほ

どほどに」という事が集団がうまくいくコツと

いわれますが、これだけはロータリーにとって

外せないという面があります。それをしっかり

押さえておく事、また、それを教える人がいる

ことがクラブにとって必要ではないかと思い 

ます。

 ロータリーに最近思うこと

パストガバナー
南陽東RC 佐　藤　忠　宏
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　昨年10月、武田ガバナー08～09年度の地区大

会において、2010年規定審議会の地区代表議員

に選出されましたので規定審議会について述べ

たいとおもいます。

　国際ロータリーの規定審議会は、RI唯一の立

法機関で、３年に一度、クラブ・地区および理

事会から提出された立法案について、討議し、

票決します。審議会は、R.I.組織規定を改正し、

決議案を採択する権限を有しております。規定

審議会、通常１週間にわたり、全ロータリー530

余地区からの代表が提出された立法案を約１週

間をかけて討議し、投票を行う大変過密なスケ

ジュールだそうです。2010年の会議は、４月25

日より30日まで、シカゴ・マリオット・ダウン

タウン・マグニフィセントマイルで開催される

予定です。

　2010年規定審議会に提出する立法案の締切期

日は2008年12月31日で締め切られております。

これまで、日本の34地区より提出されている、

提出立法案有りが18地区、無しが15地区、未定

が１地区であります。

　例えば、2010年の提出立法案にどういうもの

があるかというと。

・出席ルールについて、前回60％ルールから

50％になりましたが、60％ルールに戻そうと

いう提案。

・出席免除の要件と、その免除を受けた会員に

対する、理事・役員に関する規定の適用除外

の提案。

・決議23－34の全文を「ロータリー章典」「手続

要覧」に明記するよう求める提案ならびに類

似する提案。

・インターアクト・クラブの会員資格の最低年

齢を引き下げる提案。

・ローターアクトクラブ会員の上限年齢を引き

上げる提案。

・ロータリーの正会員の直系卑属に「ロータ

リー世界平和フェロー」「国際親善奨学生」の

応募資格を認めるよう求める。

　等々の提案がなされておりますが、いずれに

せよ、規定審議会は、今やRIの唯一の立法機関

でありますので、RIが将来に向けて、未来に向

けて、より良い方向に進むために、他国からの

提案を含めて、全地区・全クラブ・全会員のた

めに、責務を果たして行く所存ですので、よろ

しくご理解・ご支援をお願いいたします。

 2010年規定審議会について

2010年規定審議会・地区代表議員
パストガバナー
山形RC

野々村　政　昭
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　昨今のロータリーは規制緩和の如く規定が緩

やかになり、ロータリー哲学の忘却、更にボラ

ンティア化等とよく耳にします。ロータリーが

ロータリーでなくなるような危惧を覚えます。

　ここ数年来、RI会長の強調事項はおしなべて

水、識字、保健、飢餓であり人道主義的、経済

的プロジェクトが並び、ロータリーの本質であ

る職業奉仕などへの言及はなかなか見当たりま

せん。

　強調事項はいずれも国家規模的な重要なプロ

ジェクトでありますが、ロータリーの現況を見

る時、ロータリーの哲学とは、ロータリーの目

的とは何なのか、ロータリーの教育と内部充実

により力を入れたいものと思います。

　昨年のロータリーの友９月号にRI理事小沢

一彦、渡辺好政両氏の「決議23－34への熱き思

い」の記事が記載されていました。本当に大変

な事態に至り、ご両氏のご尽力に心から敬意を

表しますとともに、国際ロータリーの変化を強

く感じさせられました。

　申し上げるまでもなく、決議23－34は社会奉

仕の指針とされていますが、「綱領に基づく諸活

動に関するロータリーの方針」というサブタイ

トルがつけられており、ロータリーの全ての活

動の指針であります。ロータリーの奉仕の理念、

哲学を述べている唯一の公式文献といわれてお

り、ロータリアンの精神的な支柱であり、活動

のよりどころとなっているものです。

　このような重要な決議23－34を手続要覧から

削除しようとする意図は何なのか、よく考察す

べきと思います。両理事のご努力により削除が

阻止されたことは、誠に喜ばしいことでありま

した。時代を越えたロータリーの原則、ロータ

リーの哲学は不変であり、100年以上も発展し続

けている理由でもあります。ロータリーはボラ

ンティアではありません。ロータリーはロータ

リーらしくあらねばとあらためて思っています。

雑　　　　　　感

パストガバナー
山形西RC 豊　田　義　一
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　私は、昨年１月から本年末までの２年間に渡

り国際ロータリー研修リーダーの経験をさせて

頂いております。当地区では藤川享胤パストガ

バナーが過去に務めておられました。研修リー

ダーの任期は１月１日から12月31日までとなっ

ておりますので、昨年１月の国際協議会からこ

の秋のガバナーエレクト研修セミナー（GETS）

までその役目が、私には残っております。

　国際協議会は、世界中の地区ガバナーエレク

トが７月１日の就任に向けて準備するための会

合です。全世界から約530名の次期地区ガバナー

が配偶者を同伴して参加し、１週間にわたって

研修を受け、意欲を高めるためのセッションに

参加します。今年の武田和夫ガバナー、そして

次年度の佐藤豊彦ガバナーとご一緒に１月に米

国サンディエゴでの研修に家内共々参加して参

りました。ガバナーになるためには、前年のガ

バナーエレクト研修セミナー、そして就任年の

国際協議会に参加することが義務づけられてお

り、そのお手伝いをするのがRI研修リーダーの

役目となります。

　1919年の第１回国際協議会がシカゴで開催さ

れて以来、全て米国内（レークプラシット、カ

ンザスシティー、ボカラートン、ナッシュビル、

アナハイム、サンディエゴ）で開催されていま

す。この国際協議会での全世界から集まった41

名の研修リーダー（日本からは３名）は、ガバ

ナーエレクトが到着される前に１週間の配偶者

共々の事前研修を受けます。この厳しい１週間

の訓練を受けた後に、日本から来られた34名の

ガバナーエレクトを迎え、RI会長の方針を理解

してもらうようにお手伝いをするのがRI研修

リーダーの役目であり、日本のロータリアンに

とっては違和感を感ずるテーマをご理解しても

らうために力不足を痛感する１週間でもありま

す。このように、ガバナーエレクトの皆様とロー

タリー漬けになることで新しいロータリーへの

取り組みを実感する１週間でもあります。

　毎年、地区の事情や体調不良のガバナーエレ

クトの方もおられますが、そのような方々に欠

席したGETSや国際協議会の補講をするのも研

修リーダーの責務でもあります。本年は３名の

ガバナーエレクトの補講を小生の処で行いまし

た。このように国際ロータリーにおいては、

GETS、国際協議会への参加は重要な意味を持

ちます。

　最後に、RI研修リーダーという大役の機会を

与えて頂いた、小沢一彦RI理事並びに故蔵並定

男元RI理事に心より感謝申し上げます。

 RI研修リーダーを務めて

パストガバナー
鶴岡西RC 石　黒　慶　一
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　RIテーマ「夢をかたちに」から「ロータリー
の未来はあなたの手の中に」そして地区目標は
「楽しいロータリーで仲間を増やそう」から「地
域にやさしさを、ロータリーに活力を」。年年歳
歳の事と言えばそれまでですが、1991～92年、
国際ロータリー第253地区から分離し、第2800地
区になり、初代ガバナー野川勝二氏（故人、天
童RC）から数えて第18代目のトップリーダー武
田ガバナーから第19代目の佐藤ガバナーエレク
トへ、今、襷が渡されようとしています。
　地区協議会での、武田ガバナーと佐藤エレク
トとのガバナーバッチの交換の際、まだ２カ月
もあるのに云々といっていました。一抹の寂し
さがあったのでしょう。没頭した年度だから出
た言葉と思います。暖かさの中に凛とした指導
力に対して、心から感謝とお礼を申し上げます。
武田年度の成功は、なんと言っても、令夫人の
支えを筆頭に、ガバナー補佐の面々、地区役員
の皆さん、そして大久保幹事をはじめ、思いや
りのあるスタッフに恵まれたことは言うまでも
ありません。また、会員減少の中、地区運営も
経費節減を徹底し、当所の目標に添って進んで
いることは、経験した私として頭の下がる思い
でいっぱいです。
　さて、会員増強、ロータリー財団の事は、セ
ミナーや各会合等では、耳にしない事はありま
せん。ここで新しい会員は、どう思っているの
か。おそらくロータリーとは、会員を増やすこ
と、寄付をすることによって、国際奉仕に開発
途上国の飢餓やポリオをなくする活動がメイン
だと思っていないだろうか。国際理解と世界の
平和としては、間違いではありませんが、今一

度、ロータリーの創始者ポール・ハリスのロー
タリーの思う心の教えを考えてみませんか。―― 
20世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の
発展の陰で、商業道徳の欠如が目につくように
なっていました。そのころ事務所を構えていた
青年弁護士ポール・ハリスはこの風潮に堪えか
ね、友人３人と語らって、お互いに信頼できる
公正な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま
親友関係にまで発展するような仲間を増やした
い、という趣旨でロータリークラブという会合
を考えた。ロータリーとは集会を各自の事務所
持ち回りで順番に開くことから名付けられた。
1905年２月23日にシカゴロータリークラブが誕
生しました。――（ロータリーの友　ロータリーとは
から抜粋）　毎月号に掲載されています。この中
で、「お互いに信頼できる公正取引で親友関係を
増幅し仲間を増やそう」と言っていることは、
104年後の今でも変わっていません。ロータリー
は「奉仕の理想」すなわち「世の為、人の為」
「いつも相手の身になって考える」「思いやりの
心」を日常の経済行為に適用することによって、
ロータリーの標語の一つ、シェルドンが唱えた
「最もよく奉仕するものは最も多く報いられる」
となっています。ロータリーは職業奉仕を金看
板に掲げているのも理解できます。「ロータリー
の綱領」「四つのテスト」「四大奉仕」そして、
「決議23－34」の教訓を無垢の心で受け止めたい
ものだと思っています。幸い次年度のIMのテー
マが発表になりました。「職業奉仕は忘れてはな
らない部門」です。「奉仕の理想」＝「超我の奉
仕」＝「自己研鑽」襷を引き継ぎましょう。

 今、襷が引き継がれます

パストガバナー
酒田RC 関　原　亨　司



Rotary International District 2800

GOVERNOR’S Monthly Letter
10

 鶴岡ロータリークラブ50周年記念式典を終えて

　鶴岡RCは、４月18日に武田和夫ガバナー初
め、ご来賓、姉妹・友好クラブの台中港区扶輪社・
鹿児島西RC・会津若松南RC・東京東江戸川RC、
そして地区内外ロータリアン等388名のご臨席
を賜り50周年記念式典を開催致しました。春爛
漫、桜の花からも祝福して頂きました。
　その後、RID2640パストガバナー中島治一郎
氏より、演題「これからのロータリー」の記念
講演を拝聴致しました。中島氏からは、ロータ
リーの真髄、特に決議23－34号について熱く
語って頂きました。そして「ロータリーは人を
育てる場」と言うことを再認識させられました。
　祝賀会は、姉妹クラブ・鹿児島西RCより頂い
た薩摩焼酎で乾杯し、終始和やかな雰囲気の中、

親睦を深め、友好の輪を広めました。
　記念事業として、鶴岡市役所前に市民憲章の
石碑を寄贈し、４月７日に除幕式を致しました。
また、建設中の藤沢周平記念館にオオヤマザク
ラを植樹する予定です。
　鶴岡RCは、地域と共に半世紀を歩んで参りま
した。50周年の記念日を節目に、会員一同、初
心に戻り、国際理解と地域発展のためにより一
層努力し、60年、70年と繋げて行きたいと思っ
ております。
　今後とも、皆様のご指導とご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。

式典委員長　丸山　隆志　

 村山ロータリークラブ50周年

　村山ロータリークラブが今年、創立50周年を
迎えた。誕生は1959年、県内６番目のクラブだっ
た。このときは、天皇・皇后両陛下ご成婚の年
でもあったのです。
　「もはや戦後ではない」経済白書の文字が躍る

なか、カジ取
りがむずかし
いとき、職業
を通し奉仕す
るロータリー
クラブが村山
市にも誕生し
たのです。

　創立50周年記念事業として、市内外の人たち
の憩いの場である「東沢バラ公園」内に、高さ
2.3ｍのモニュメント『バラの精』を建立（制
作：日展会友・青木邦明氏）。また、村山市出身
の山形大学長・結城章夫氏に記念講演をお願い
しました。
　４月19日、記念式典と祝賀会を開催し、多く
の来賓、ロータリー関係者、当クラブ会員家族
にご出席いただきました。どこにも、おいしい
食べものがあふれ「飽食の時代」といわれる中、
『ギネス』にも載った『長板そば』で皆さんを歓
迎しました。

50周年記念事業・記念誌部会委員　渡邉　紘一
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地区協議会開催の御礼

国際ロータリー第2800地区　　　　　　　　　
地区協議会実行委員長　山　口　　　元　

　平成21年４月25日、桜や果樹の花々が満開の天童市、天童ターミナルビルパルテを会場に、2008～
2009年度の地区協議会が開催されましたが、年度初めで何かとご多忙の中、ご出席を賜りまして誠に
ありがとうございました。
　武田和夫ガバナーをはじめ、パストガバナーの皆様、地区役員の方々の絶大なご協力のもとに、地
区内54クラブから496名の会員の皆様にご参加をいただき、盛大に開催することが出来ましたことに対
し、ホストクラブであります天童RC、並びに実行委員会を代表いたしまして心から厚く御礼申し上げ
ます。
　2009～2010年度のRIジョン･ケニー会長のテーマは“ロータリーの未来はあなたの手の中に”であり
ます。
　佐藤豊彦ガバナーエレクトは、今年度の地区テーマとして「地域にやさしさを　ロータリーに活力
を」を掲げました。
　武田和夫年度の「楽しいロータリーで仲間を増やそう」を踏襲しながらロータリーに一層の活力を
見出し、前進したい、とのお考えであります。
　このたびの協議会で学んだ様々な事柄を、クラブ運営や奉仕活動に生かして、より充実した楽しい
クラブ作りに役立てられることを願って止みません。
　ロータリアンの「友情」を基に来る年度が各クラブにとって、また第2800地区にとって新たな飛躍
につながる一年となりますよう祈念し、御礼のご挨拶とさせていただきます。

2009～2010年度 国際ロータリーのテーマ

「ロータリーの未来はあなたの手の中に」

第2800地区　2008～2009年度地区協議会レポート
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ガバナー補佐・会長部会

リーダー：伊藤巳規男　パストガバナー　　
リーダー：佐藤　豊彦　ガバナーエレクト　

発表者　副リーダー：塚原　初男　ガバナーノミニー　

　３人のパストガバナー、ならびに佐藤ガバナーエレクト、塚原ガバナーノミニー、ガバナー補佐、
各クラブ会長の皆様に出席していただき開催されました。
　最初に伊藤巳規男パストガバナーより基調講演があり、その中でRIテーマや、それをふまえ地区の
目標を如何に会員に理解させ、実践させるか、また、如何に魅力あるロータリークラブにするか、如
何に会員にやる気をおこさせるかが大切であると述べられました。
　その後、協議に入り、まず、佐藤ガバナーエレクトより、佐藤年度の活動方針について具体的な説
明があり、第１点として、RIテーマ及び重点項目について、（１）RIテーマをふまえ地区目標を「地域
にやさしさを　ロータリーに活力を」を設定し、それを各ロータリークラブで具体的に実践して欲しい。
（２）会員増強について、会長、自ら積極的に真摯に取り組んでほしいということ。第２点として、ク
ラブ会長の役割について、会長はクラブの顔であることを自覚し「奉仕の理想」というロータリー理
念の提唱者であり、実践者でなければならないということ。第３点として、公式訪問については、11
月までには、完了したい。尚、地区大会は、10月３日～４日に開催する予定であり、会員登録制にし
たい。第４点として、ガバナー補佐は、担当クラブを年４回以上、訪問をお願いしたい。また、クラ
ブの目標を達成すべく支援して欲しいということ。第５点目として、CLPについては、それにこだわ
らず、４大奉仕をベースに、各クラブそれぞれの体制で考え、実施してもらいたいと、熱く語られま
した。
　そのあと、質疑応答に入り、各クラブ会長より
１．公式訪問の持ち方。
２．会員増強について。
３．IMに持ち方。
４．CLPに関すること。
５．ロータリー財団の会計報告のあり方。
６．地区大会の登録料について。
等々、質問や、問題提起がなされ、それに対し、佐藤ガバナーエレクトより懇切丁寧な、然も適切な
回答や、アドバイスを頂きました。
　最後に、講評として、濵田五左衞門パストガバナーより、会長はプレジデントであり、クラブを代
表するトップリーダーであり、自信を持って堂々と活躍して欲しいと述べられました。終わりに、塚
原ガバナーノミニーより、当分科会のまとめを発表していただき、盛会の中、分科会を閉会致しました。

報告者：高橋　萬策（天童RC）　

第2800地区08～09年度
地区協議会レポート①
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 幹 事 部 会

リーダー：髙橋　文夫　パストガバナー　
発表者　副リーダー：伊藤　　彰　次期地区幹事　　

　最初に、髙橋リーダーより、「クラブ幹事はクラブの取りまとめ役であり、重要な役目を担っていま
す。クラブの定款・細則への理解を深め、クラブ運営が円滑になるよう心掛け、クラブ発展に努力し
てほしい」との挨拶があった。
　次に、同リーダーより基調講演がなされた。内容は以下のとおりである。
（１）定款・細則について
　ロータリークラブは、「標準ロータリークラブ定款」に従って組織され、「標準定款」を採択し、
「ロータリークラブ細則」を指針として推奨されており、細則は必要に応じて改正できますが、その
改正はRI定款、RI細則、クラブ定款と合致したものでなければならないことになっています。クラ
ブ理事会で細則を自由に改正することは上記に反しない限りでしかできません。

（２）ロータリークラブの運営
　ロータリークラブは、ロータリーの綱領（定款第４条）四大奉仕部門の基準を守って活動する（定
款第５条）ほか、クラブの管理運営はすべて理事会の決定で運営し、この決定は最終であり、これ
を覆すことは出来ません。

（３）幹事の役割
　会員の記録を整理保管し、全ての会合の通知を発送し、半期報告、RI事務局に提出を義務付けら
れている全ての報告書作成を行います。さらに、クラブ例会の月次報告書を地区ガバナーに送り、
ロータリーの雑誌購読料の徴収と送金を任務とします。クラブ記録の管理や、全ての委員会の活動
への指導アドバイスをおこないます。
　基調講演の後、直ちに、質疑応答が行われた。質疑は、以下の内容であり、それぞれの質問には
リーダー、副リーダーより回答がなされた。また、この場で回答できないものは後日書面で回答す
る旨、周知された。

（１）RIJYEC協力負担金の送金手続き（締切、振込先）について
（２）広報・ロータリー情報委員会の予算の別記計上について
（３）地区予算案の決議方法について
（４）ガバナー月信の全会員配布の必要性について
（５）理事会の決議に会員より異議があった時の対応について
（６）理事予定者が新年度スタート前に退会した場合の後任の理事選任について
（７）病気欠席者がいる場合の出席率算定について
　最後に、伊藤次期地区幹事、黒田次期地区資金委員長よりは、送金は「送金カレンダー」にしたがっ
て締切に遅れないようとの依頼があった。また、武田次期月信編集長からは「ガバナー月信について」
（本日配布資料）にしたがっての原稿提出、遠藤次期ロータリーの友委員よりは、「ロータリーの友」
について」（本日配布資料）にしたがっての投稿の依頼がなされた。

報告者：斎藤　栄一（天童東RC）　

第2800地区08～09年度
地区協議会レポート②
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クラブ管理運営部会

リーダー：武田　和夫　ガバナー　　　　　　　　　　　　
発表者　副リーダー：細谷　伸夫　次期クラブ管理運営委員会大委員長　

　クラブ管理運営部会は、武田和夫ガバナーをカウンセラーに、次期のクラブ管理運営大委員長、Ｒ
雑誌広報小委員長、Ｒ情報小委員長、Ｒ親睦活動小委員長、ICO小委員長など５人を副リーダーに迎え
て開催されました。
　はじめに、武田和夫カウンセラーから基調講演を戴きました。武田カウンセラーからは、「ロータリー
が面白いから例会に来る。その例会で食事をしながら情報交換をする。そんな楽しい例会、クラブを
つくって欲しい。そのためにどのようなことをすればよいのか、全てはこの委員会に掛かっているの
です。」とクラブ管理運営委員会に対する期待の言葉がありました。
　続いて、細谷クラブ管理運営委員会大委員長からは、「クラブの管理運営が磐石であってこそロータ
リーはその役割を演じることが出来る。」また、ロータリーを樹木に例え、「クラブ管理運営は大樹の
根。立派な根を張らせるのがこの委員会の役目です。」との話がありました。
　さらに、林Ｒ雑誌広報小委員長、上杉Ｒ情報小委員長、今井Ｒ親睦活動小委員長、横尾ICO小委員長
から、それぞれの委員会の次年度の活動方針の説明がありました。
　また、会場からは、①新しく出来たロータリー親睦活動小委員会が提唱する「趣味の会」とは？②「IM」
の主催者は誰なのか？③「広報、Ｒ情報委員会がこのクラブ管理運営委員会に入っていることが、自
分のクラブの組織とあわない」などの質問が出され、武田カウンセラーから、①については「本当の
意味の趣味の会、自由な会のこと」。②については「主催はそのブロックのガバナー補佐、ホストクラ
ブのどちらでも良い」。③については「細則は自由に直せる。クラブの中で決まりを作ってやってもら
いたい」とのアドバイスを戴きました。
　終了予定時間ぎりぎりまで熱心な討議が繰り広げられ、有意義な部会となりました。

報告者：志田　泰久（天童東RC）　

第2800地区08～09年度
地区協議会レポート③
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会員増強・会員維持部会

　リーダー：大友　恒則　直前ガバナー　　　　　　　　　　
発表者　副リーダー：吉田眞一郎　次期会員増強・会員維持委員会大委員長　

　はじめにリーダーの大友恒則パストガバナーからご挨拶と会員増強についての基調講演をいただき
ました。
　続いて協議に入り、私から会員増強委員会の次年度の方針についてお話をさせていただきました。
地区の活動方針の最初に「クラブ運営の基盤つくり」として、会員が20名未満のクラブの場合20名を
目標に、次は30名を目標とする。30名以上のクラブの場合は、純増１名以上とする。それと女性会員
を増やそう。とありますが、これがそのまま会員増強・会員維持委員会の活動方針であります。
　2009～2010年度の会員増強・会員維持委員会には、クラブ拡大小委員会とロータリー家族レディー
ス小委員会の二つの小委員会があります。二つの小委員会の活動を通して所期の目的を達成したいと
思います。また、クラブ管理運営委員会とは大変共通点があるということで、お互いに共通すること
があれば協力していきたいと考えております。
　第2800地区の会員の現況でありますが、昨年７月１日現在、1,871名でスタートし、本年２月末現在
では1,849名と22名の純減と、大友直前ガバナーからお話がありましたように大変厳しい現況となって
います。しかし女性は７名増加しています。なお、ピーク時では2,460名までいっていたのが、現在は
残念ながら1,849名と大変大きな減少を来たしております。その原因としては、当然一つは景気の低迷
であります。この他様々な要因が挙げられますが、一番大きな問題は大友直前ガバナーからもお話が
ありましたように、入会３年未満の会員の減少が非常に大きいということです。新会員を退会させな
いために何をしたらよいのか、この点が大変大事だと思います。入会後のフォローをするのは、会長
を始めクラブ全体であるとのことから、クラブ全体で入会者に対するオリエンテーションを充実させ
る必要があると思います。
　第2800地区の今年度の会員増強セミナーは、８月が会員増強月間であることから、７月から８月に
わたりまして各ブロック別に計６回開催いたします。その際、女性増強セミナーを合せて行いたいと
考えております。なお、セミナーはディスカッション形式で行いたいと考えておりますので、ぜひご
参加をよろしくお願いいたします。
　次いで、クラブ拡大小委員会の梅津武雄委員長とロータリー家族レディス小委員会の森谷政子委員
長から、それぞれ基本的な考えと活動方針・活動目標についてお話いたしました。
　最後に、大友恒則直前ガバナーから講評をいただき協議を終了いたしました。

報告者：斎藤　俊英（天童RC）　

第2800地区08～09年度
地区協議会レポート④
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 社 会 奉 仕 部 会

リーダー：関原　亨司　パストガバナー　　　　　　　
発表者　副リーダー：村山　征彦　次期社会奉仕委員会大委員長　

　はじめにリーダーの関原亨司パストガバナーより基調講演を頂きました。
　今年の委員会はCLPを意識しながら四大奉仕を柱にした委員会構成になっていて、「超我の奉仕」に
主眼を置いて、ロータリーにおける四大奉仕の重要性をより明確にするため、独立した委員会を構成
されたのだと思います。
　また、会員の減少について、ロータリーが地域から認められていないこと、「決議23－34」と「ロー
タリーの綱領」の勉強不足、インターアクトクラブ・ローターアクトクラブのないブロックがあるこ
と等々が理由として考えられます。
　ロータリーの裾野を広げるためにも例会に出席して頂き、認識を深めて頂きたいというお話を頂き
ました。
　続いて、村山征彦大委員長より2008年11月号にRI理事会において「決議23－34」が外されたことを
知り大変ショックを受けたという投稿内容の話がありました。
　RIが社会奉仕を葬り去ろうとしている今、委員会としてガバナーの意向に沿うべく、カウンセラー
の関原PGのご指導を仰ぎながら、責任の一端を担う努力をして行こうという話を頂きました。
　新世代ライラ小委員長からは、ホストクラブが決まっていないので活動計画も決まっていない。出
来れば第６ブロックからお願いしたい。今後、輪番制にしてはどうか、という話を頂きました。
　インターアクト小委員長からは、外地区から比べるとクラブの提唱が少ないので、是非提唱をお願
いしたいということと年次大会は８月３～４日、朝日自然観において開催するという話を頂きました。
　ローターアクト小委員長からは、外地区の現状を知り活動の参考にする。会員維持の面で、卒業年
齢を第2800地区だけでも35歳に出来ないか検討するという話を頂きました。
　最後に天童RCの野川幸吉君より「村山大委員長は、RIは社会奉仕に関する決議23－34を葬り、社会
奉仕を無くそうとしていると言われました。
　しかし、この決議の（５）はRCの奉仕にRIが介入できない（RCの自治権）としているのが、ロータ
リー財団によるRIの奉仕をやるのに邪魔ということで空文化したのであり、社会奉仕は従来通りやっ
て良いと解釈した方が良いのではないでしょうか。」との質問があり、関原PGより「野川さんの言うと
おりです。1923年当時は四大奉仕がなかったので［社会奉仕に関するロータリー方針］ということで
改正されている。委員会として決議23－34に関して勉強したらいかがでしょうか。」との回答がありま
した。

報告者：瀬野　里志（天童RC）　

第2800地区08～09年度
地区協議会レポート⑤



Rotary International District 2800

GOVERNOR’S Monthly Letter
17

 職 業 奉 仕 部 会

リーダー：豊田　義一　パストガバナー　　　　　　　
発表者　副リーダー：和田　　廣　次期職業奉仕委員会大委員長　

　リーダーの豊田義一PGより基調講演をいただきました。
　引き続き協議事項に入りました。まず和田委員長より、委員会の役割として…
　ロータリーの根幹である職業奉仕について理解している会員が少ない。職業奉仕が難しいという事
で置き去りにしてきたクラブが多いため、忘れられてしまった。何故か？
①　具体的奉仕として理解されにくい。
②　目に見える成果を実感することが出来ない。
③　自分の心の持ち方の問題。クラブの奉仕活動としての拡がりを持ちにくい。
ならば、これをどう打開するかが委員会の役割です。
　次に、その解決策として、以下の４つの方法が次年度活動計画として挙げられました。
１．職業奉仕セミナーをガバナー補佐単位（９ヶ所）で７、８月の２ヶ月間で開催し、会長・幹事・
職業奉仕委員長及び委員、または入会３年未満の会員を出席義務者として１セミナー30名前後で行
い、少人数討論会形式で中身の濃いものにする。
２．職業奉仕月間は、各クラブの職業奉仕委員長がセミナーで学んだ事を会員に分かりやすく伝え、
職業奉仕についての理解者を増す。
３．各クラブの職業奉仕委員会が、職業奉仕についてのクラブフォーラムを企画して実施する。（但し、
地区の職業奉仕としても参考資料等協力する。）
４．各クラブの新入会員セミナーの中に、職業奉仕について十分な時間を取って頂き、新会員に指導
する。
等々の説明がございました。
　次に質疑応答に入りました。ある委員より決議23－34号は難しく、もっとわかり易くという質問が
あり、壇上の安孫子パストガバナーが降壇して答える一幕がありました。23－34号はロータリー綱領
の補足説明のようなものとの回答がございました。
　ロータリーは本来職業奉仕団体であり、先ず何を差し置いても「自分の職業を倫理的・道徳的に高
いものにしていく為に奉仕の理想を学び、実践し、それを世の中に広めていくことにある。」という目
的を基本におかなくてはならない。従って、ロータリーの本質は「自分に対する教育」という事であ
る。全ての奉仕は例会の出席から生まれる。皆の知恵を集めて調和を図るところにロータリーの意義
がある。
　最後に、安孫子パストガバナーに所感・講評をいただきました。約１時間30分の分科会でした。職
業奉仕にご出席頂きました各クラブ委員長に感謝致しまして報告にかえさせて頂きます。ありがとう
ございました。

報告者：小川 郁夫（天童RC） 

第2800地区08～09年度
地区協議会レポート⑥
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 国 際 奉 仕 部 会

リーダー：石黒　慶一　パストガバナー　　　　　　　
発表者　副リーダー：和田　　實　次期国際奉仕委員会大委員長　

　始めに石黒慶一パストガバナーの基調講演において、ご自分のガバナーエレクト研修リーダーの体
験を通して国際奉仕の厳しさと重要さを語られ、また国際奉仕は「食わず嫌い」の側面があるとも指
摘されました。
　国際理解にはまず現状を知り、そこで何が自分に出来るかを考えることがスタートになり、世界に
目を向けて見ることで新しい世界が開けてくると述べられた。
　次に、和田国際奉仕大委員長から基本計画；（１）WCS：クラブ訪問を通してWCSに興味を持って
いただく。（２）青少年交換：派遣受け入れ６名を目標とする等を発表された。
　武田WCS小委員長からは、今年度も、水、保健、飢餓、救済および識字率向上は強調事項として続
行する計画で、WCSに対する理解を深めて頂きたいので、是非例会の卓話等に呼んで欲しいとの要請
があった。また、具体的行動のために調査団を募り、海外現地調査を行いたい。海外現地での支援活
動を効率よく行うには、現地の社会的要請をすっかり把握する必要がある。
　小松青少年交換小委員長からは、国際青少年プログラムは数ある新世代、国際奉仕活動のうちでも
最も価値ある奉仕活動の一つだと述べられた。
　このプログラムは、あくまでもガバナーの指導の下に地区委員が地区内クラブと共同して進めるも
のである。いわゆる“もぐり青少年交換プログラム”をやめて頂きたいと注意された。この奉仕活動
には、多くの困難と煩わしさが伴い、クラブの全員が一丸となって、生徒が最高の交換を体験できる
ように見守る義務がある。
　「全世界の青少年全てがロータリーの青少年交換プログラムに参加すれば、世界の戦争は起こらない、
それは皆が理解しあえるからである」はステンハマーRI元会長の発言です。

報告者：アン・イン・セン（天童RC）　

第2800地区08～09年度
地区協議会レポート⑦
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ロータリー財団部会

リーダー：野川　桂一　パストガバナー　　　　　　　　　　
発表者　副リーダー：池田　徳博　次期ロータリー財団委員会大委員長　

　地区ロータリー財団の2009～2010年度の活動としては、これまで、ブロックごとに実施して参りま
したセミナーを、地区全体で３回程度の開催とさせていただき、第１回目は、当該年度の方針と国際
ロータリー財団の状況の報告、第２回目は、中間的報告と特別講演、第３回目は、各クラブの当該年
度を振り返ってのご報告をいただく、という内容としたいと考えております。
　また、当該年度のGSEはありません。
　財団奨学生につきましては、新補助金制度でのパイロット地区としての、参加決定がなされた場合、
新補助金もしくはグローバル補助金による、派遣となりますので、その募集人数等が、大きく変動す
る可能性があります。今後、随時、ご報告致します。
　地区補助金につきましても、パイロット地区に参加することになりますと、従来のプログラムは実
施できなくなり、全て、新地区補助金とグローバル補助金でのプログラム参加となります。
　仮に、パイロット地区とならなかった場合は、2012～2013年度までは、従来通りとなりますが、2013～
2014年度には、旧プログラムは、全て廃止され、全世界で、新補助金制度の下でのプログラムに切替
えられます。基本的には、教育的プログラムの比重が相当程度狭まり、国際的かつ、人道的プログラ
ムが中心となってきます。
　そして、もうひとつ、大きな変化があります。ポリオ・プラス基金についてです。ゲイツ財団の１
億ドルチャレンジ・グランドです。2009年１月21日のRl会長と財団管理委員長の共同発表によります
と、既にロータリアンによって、6000万ドル以上の支援が寄せられていることに鑑み、ゲイツ財団は、
さらに２億5500万ドルを追加し、これを、ロータリーに贈ることが決められたとのことです。これに
伴い、ロータリーも2012年６月30日までに、さらに、１億ドルを追加支援することが決定されました。
　その結果、ポリオ・プラス基金は、合計５億5500万ドルになります。このポリオ撲滅推進計画につ
いては、英国国際開発省が１億ポンド、ドイツ政府も、１億ユーロを寄付するとのことで、この各寄
付は、上記の５億5500万ドルとは別個の扱いにするとのことです。
　今後、当地区で、この、ポリオ・プラス基金への寄付について、どう対応するか、ガバナー並びに
諮問委員会からのご指導をいただきながら、検討して行きたいと存じます。現時点では、DDFの残余
からの寄付を検討いただいているようです。
　今年度の地区目標は、従前通り、１人120＄、総額20万＄とのことです。2009～2010年度のテーマは、
「ロータリーの未来はあなたの手の中に」です。また、ロータリーカードの１クラブ３枚計画も、是非、
ご継続お願い致します。
　ロータリアンのみなさまからの地区ロータリー財団へのご理解とご協力を、重ねてお願い申し上げ
ます。

報告者：塩野　克之（天童RC）　

第2800地区08～09年度
地区協議会レポート⑧
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 米 山 奨 学 部 会

リーダー：野々村政昭　パストガバナー　　　　　　　
発表者　副リーダー：鈴木　隆一　次期米山奨学委員会大委員長　

　米山奨学部会カウンセラー野々村政昭パストガバナーの基調講演をいただきました。その内容とい
たしまして、日本のロータリアンが世界に誇る米山奨学事業は民間最大の奨学団体であります。
　米山奨学事業の最大の特長は「世話クラブ」と「カウンセラー制度」である。これは留学生とロー
タリアンとの心通い合う交流をする事です。
　佐藤豊彦ガバナーエレクトの目標、個人寄付15,000円を達成できる様、皆様のご理解、ご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。
　鈴木隆一次期米山奨学委員会大委員長による講演。スライドを映しながら
①　米山奨学事業とは、日本のロータリーが世界に誇る奨学事業である。
　　将来、日本と世界を結ぶ懸け橋として国際社会で活躍する人材を育成し全国のロータリアンから
の寄付金を財源として奨学金を支給します。
②　米山奨学制度の要は「世話クラブ・カウンセラー制度」である。
③　東京RC初代会長、米山梅吉氏の生い立ちを紹介する。
　米山学友会、秦明星君のスピーチを頂く。
　「10年前に日本に来て、山形大学の博士課程を卒業し現在就職しています。天童RC阿部洋一次期地
区副幹事がカウンセラーとなっております。2009年８月22日第2800地区の学友会が発足します。日中
交友の為の仕事をやりたい。」
　阿部洋一次期地区副幹事（秦明星君のカウンセラー）のスピーチを頂く。
　「カウンセラーもそんなに大変なことではありません。皆様も是非引き受けて下さい。」
　DVD［すばらしい贈り物］の上映、「世話クラブカウンセラー制度」を通じたロータリアンと奨学生
とのふれ合い。
　2008年９月全クラブへ送付してあります。
　各クラブの例会にもおすすめです。

報告者：遠藤千鶴子（天童RC）　

第2800地区08～09年度
地区協議会レポート⑨

（この報告書は、第2800地区ガバナーエレクト事務所からの文書をそのまま掲載いたしました。）
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 わ が ク ラ ブ 紹 介

皿村山ロータリークラブ皿
　わがクラブは、50周年の歴史があります。
ひところ40数名だった会員が現在、約半分と
低迷しています。が、文字どおり「少数精鋭」
の奮闘をしています。８月。村山は燃えます。
「徳内まつり」はJRが臨時列車を出すほど盛
況です。この「まつり」は観客が出すゴミを
その場で分別するのです。この「ゴミ分別」
をリードしているのが、当クラブ会員です。
「山椒は小粒で……」を合言葉に、50年の歴史
に恥じぬよう、村山クラブは頑張ります。

皿山形中央ロータリークラブ皿
　私達の山形中央ロータリークラブは山形市
内５番目のクラブとして1993年に設立され、
現在37名の会員で、比較的若いメンバーで構
成されている元気な仲の良いクラブです。会
場はホテルメトロポリタン山形です。
　例年通り楽しい行事も多いのですが、今年
の活動の中心に「山形を良く知ろう」という
目標を設定し、山形の母なる川、最上川舟下り
を計画しています。また、例会時に山形県民歌
を歌ってみようと練習しています。県民的行事
になっている「日本一の芋煮会」にも積極的に
参加し、「ふれあい芋煮会」として障害のある子
供さんたちと一緒に楽しもうと、スポンサー活
動、清掃活動、モンテディオ山形の選手の協力
を得てのサッカー教室を開催したりしています。
　写真は昨年末
のクリスマス家
族会のときの
パーティーの様
子です。家族連
れで楽しい時間
を過ごせました。

皿山形ロータリークラブ皿
格式と和気で集う山形RC
　山形RCで下手ながらソングリーダーなどをしております
私が、今日は当クラブを紹介させていただきます。
　転勤族の多くの方がそうであるように、私もRCに入れ
ていただくのは山形が初めてで、３年前の初会合の時に
は相当に緊張しました。しかし、スピーチでダジャレを
入れるのをモットーとされている当時の会長から、司法
関係者とは思えない「オチ」のあるお話しを聞き、安心
したことを覚えています。こうした会長スピーチに限ら
ず、ゲストスピーカーの選び方やいろいろな諸行事にお
いて、格式を重んじつつも、和気藹々で肩ひじ張らない
雰囲気を大切にしてクラブが運営されています。
　また、私のような県外人とも仲間として打ち解けて頂ける
ことも大変有難く思っています。地元の方々はあまり行かれ
なくなったスキーですが、当クラブでは、スキー同好会も開
催してもらったりしています。
　転勤で山形を去られる方の退会の時のスピーチも、通り一
遍のものではなく、長く、心のこもったものとなっているの
も、こうした当クラブの心の温かさ故なのかもしれません。
私も、（３年が経過したとはいえ、まだまだ山形に居続けたい
と思っています
が）もし、当クラ
ブを退会しなけれ
ばならなくなった
ら、某会長に負け
ない「オチ」で締
めくくりたいと、
心密かに狙ってい
るところです。

皿東根ロータリークラブ皿
　東根ロータリークラブは、長年に渡って交
換学生の支援を行ってきました。ここ２年ほ
ど中断していましたが、派遣希望学生が今年
度決定したことによりまた再開いたしました。
現在は半年後の出発に備えて、クラブの例会
に参加して頂き、経験談や気構えをいろいろ
勉強してもらっています。今後とも、当クラ
ブでは、交換学生の支援をがんばって行きま
すので宜しくお願いします。
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皿長井中央ロータリークラブ皿
　長井中央ロータリークラブは、現在21名の
会員ですが、気持ちを一つにして頑張ってお
ります。
　先日スポンサークラブの長井ロータリーク
ラブと合同の観桜会を開いたところです。今
年で３回目ですが、両方の会員共々賑やかに
親睦を図ったところであります。
　我がクラブも再来年度に20周年を迎えます
ので皆さん奮っておいで下さいませ。
　長井には、桜・つつじ・アヤメ・萩と季節
ごとに見事な花を咲かせます。また、毎年黒
獅子祭も見事なものです。是非見に来て下さい。

皿山形南ロータリークラブ皿
　この度、大分県中津市の中津RCさんとの姉
妹締結25周年にあたり、記念誌『交流25年の
歩み』が刊行されました。かつて江戸時代に、
山形藩と当時の中津藩が同じ姉妹関係にあっ
た事を思えば、強い絆のもと互いの交流を深
くした楽しい思い出の25年でありました。
　今後ともエールの交換よろしく、相互の訪
問を繰り返し親睦を重ねて参ります。中津RC
さんは創立55年目の先輩格。
　互いの歴史が
脈々と後世に受け
継がれる事を念じ
てやみません。

皿新庄ロータリークラブ皿
　過日５月16日、当クラブ主幹による第2800
地区第３ブロックIMが開催されました。当日
メイクされました12クラブの会員皆様の深い
友情に感謝申し上げます。第１部では、藤川
享胤パストガバナーより演題「これからのロー
タリークラブのありかた」をご講演いただき、
「会員の親睦」を基として「奉仕の精神（活動）」
がロータリーの目的であると学びました。
　当クラブはこれまで、新庄少年少女合唱団の
結成と育成、大型絵本の寄贈、英語弁論大会ス

ポンサー他多くの奉仕活動
を実践しています。来年度
50周年を控え、会員相互の
結束を高め、会員拡大にも
力を注いでまいります。

皿東根中央ロータリークラブ皿
　今年で創立18年目を迎え、昨年新入会員５
名を加え現在42名の会員です。白水川ダム周
辺キャンプ場の草刈作業・さくらんぼマラソ
ン協力等の奉仕活動・会員間親睦交流会そし
てクラブ内ゴルフコンペ等アクティブに活動
しています。本年度黒沼会長のクラブ方針目
玉は、「子育て」。ロータリアンは親として社
会人として職業人として恥ずかしくない倫理
感を身につけ、子供達を「ちゃんと」育て上
げる重大な責務があるのではという事から、
地域の教育現場であります市内各中学校長先
生の託話例会を行っております。
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米 山 功 労 者新ポールハリスフェロー 

芦　野　政五郎 君　天童ロータリークラブ（PHFM2）

松　村　澄　男 君　天童ロータリークラブ（PHFM1）

佐　藤　豊　彦 君　天童ロータリークラブ（PHFM5）

 新 入 会 員 紹 介

鈴木　征治 君
所属クラブ：高畠RC
入会日：2009.1.8
職業分類：財団法人 理事長

田中　丈二 君
所属クラブ：小国RC
入会日：2009.4.1
職業分類：外科医

渡邊　重信 君
所属クラブ：小国RC
入会日：2009.4.1
職業分類：建築業

滝口　順一 君
所属クラブ：天童RC
入会日：2009.5.8
職業分類：司法書士

池田　公秀 君
所属クラブ：天童RC
入会日：2009.5.8
職業分類：生命保険

堀田　堅司 君
所属クラブ：遊佐RC
入会日：2009.4.28
職業分類：開発公社 理事長

川崎　信一 君
所属クラブ：米沢上杉RC
入会日：2009.4.8
職業分類：印刷業

鈴木　修次 君
所属クラブ：天童RC

山口　賢一 君
所属クラブ：天童RC

遠藤千鶴子 君
所属クラブ：天童RC

渡辺　正敏 君
所属クラブ：天童RC

恒 久 基 金

山本　　晃 君
所属クラブ：天童RC

 マルチプルポールハリスフェロー 
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４月　会員数・出席率

４月
出席率

当　月増減数内
女性会員

内女性
会　員

2009.4.30
会員数

内女性
会　員

2008.7.1
会員数クラブ名ブロック

減増
83.33％436436酒 田1

第
１
ブ
ロ

ク

93.79％334336酒 田 東2
100.00％11412遊 佐3
100.00％44八 幡4
72.97％3838酒 田 中 央5
89.58％412412酒 田 ス ワ ン6
92.19％1316215酒 田 湊7
87.88％1546544鶴 岡8

第
２
ブ
ロ

ク

81.08％342342鶴 岡 西9
89.84％133137余 目10
90.79％2123立 川11
73.81％1349349鶴 岡 東12
64.47％1419317鶴 岡 南13
100.00％251251天 童14

第
３
ブ
ロ

ク

96.74％12327村 山15
88.64％1322221新 庄16
82.61％2324尾 花 沢17
89.63％4244東 根18
86.25％120120最 上19
84.78％5052天 童 東20
86.54％2728天 童 西21
81.88％141142東 根 中 央22
84.72％1819尾 花 沢 中 央23
71.59％522523村 山 ロ － ズ24
89.86％2322新 庄 あ じ さ い25
91.67％15556寒 河 江26

第
４
ブ
ロ

ク

96.59％12425大 江27
86.36％1214朝 日28
69.70％3334河 北29
100.00％113635寒河江さくらんぼ30
71.43％2323西 川 月 山31
95.77％28686山 形32

第
５
ブ
ロ

ク

89.47％120120上 山33
93.22％12100100山 形 西34
94.23％17376山 形 北35
92.31％2829山 辺36
94.44％6261山 形 南37
71.43％1416中 山38
78.05％4344山 形 東39
76.39％1436437山 形 中 央40
72.58％132134山形イブニング41
85.65％11854756米 沢42

第
６
ブ
ロ

ク

90.00％2－1130230長 井43
95.45％1455455米 沢 上 杉44
92.31％223223南 陽45
92.65％1717白 鷹46
74.48％348348高 畠47
95.83％21614小 国48
96.88％348252米 沢 中 央49
94.15％4847南 陽 東50
95.00％1920長 井 中 央51
61.54％1415川 西 ダ リ ア52
82.50％－1230331米沢おしょうしな53
90.00％235235南 陽 臨 雲54
87.03％7124741840701871地 区 全 体
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第260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

◎ 「ロータリーの創立者ポール・ハリスをめぐって」　
神崎　正陳　2008　５ｐ　（Ｄ. 2570地区大会）

◎ 「決議23－34の杞憂」　田中　　毅　2009　９ｐ
　（Ｄ. 2500月信）
◎ 「ロータリーとは？～ロータリアンであることの意
義～」　成川　守彦　2008　９ｐ

　（Ｄ. 2760地区指導者育成セミナー）
◎ 「あなたは何故ロータリアンなのですか？」
　中山　義之　2008　19ｐ
　（Ｄ. 2770指導者育成セミナー講演録）

◎ 「パネルディスカッション『会員増強』」
　大友　恒則（コーディネーター）　［2009］　13ｐ
　（Ｄ. 2800地区大会の記録特集号）
◎ 「ロータリー知識クイズ」　［2009］　３ｐ
　（Ｄ. 2830西第一分区IM報告書）
◎ 「ロータリーの職業奉仕」　安平　和彦　2009　37Ｐ
　（Ｄ. 2680職業奉仕セミナー）
◎ 「ロータリー財団『未来の夢計画』のパイロット地区
申請にあたって」　小船井修一　2009　２ｐ
　（Ｄ. 2500月信）

［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から

　昨年、武田ガバナー年度スタートに当たり、月信編集長への依嘱を受け、盲、蛇の
例え通り、何も解らずお引き受けしてしまい、今考えますと、武田ガバナー始め、各

ロータリークラブ、会員の皆様には、不慣れな事も重なり大変ご迷惑をかけてしまい、先ずもって衷心よりお
詫び申し上げます。
　今迄は、見るともなく見ておった月信を、自分達が編集し「会員の皆様にどうすれば喜んで見てもらえるか」
を最重点に、また、武田ガバナーの目指す考えを、我々自身充分に理解し編集したのか、思い返しますと、内
心、忸怩たる想いです。
　私自身、ロータリー歴も浅く、また、ロータリー用語も良く理解出来ないまま編集に携わってしまった関係
上、いろんな点で先輩からの適切なご指摘、ご叱正を頂戴いたし、本当に有難く、この場をお借りして心から
御礼申し上げます。
　月信最終号をお届けするに当たり、この一年を振り返って私なりに感じた事を申し上げますと、もっといろ
んな会合に出席し、各会員が、それぞれの置かれた立場で地域に奉仕なされている姿を、自分の目で見て、月
信で報告すべきであったと考えております。各AG、大小委員長さんに報告を求めるような形で原稿を依頼する
事が多く、ご迷惑だったのではないかとも思ったりしました。
　ご承知の様に、昨年秋からの世界的な同時不況は、百年に一度と言われる底無しの経済状態ですが、1905年
初めてのロータリークラブが創立してから百有余年、途中には第一次・第二次世界大戦があり、大きな節目を
のり越えて現在に至った事を想い致しますと、やはり現況は、次代に向けたロータリーの一つの節目ではない
でしょうか。
　原点に返る意味合いを込め、改めて「ローターとは何ぞや」を問いかけた編集も必要だったのではないかと
の反省もまじえ、最後の編集後記とします。
　各クラブ様、各会員の皆様の益々の発展とご健勝を祈念申し上げ、一年間不慣れな私達にお付き合い下さり、
本当に有難うございました。心から御礼申し上げます。

月信編集長　青山治右衛門　

編集後記
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月の地区スケジュール

ロータリー親睦活動月間

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

　クリンソウはサクラソウ科植物の中でも、草丈
が 60 ㎝にもなる最大級の植物です。学名は
Primula  japonica（プリムラジャポニカ）となって
おり、直訳すれば「日本のサクラソウ属」となりま
す。その名が示すとおり日本特産の植物です。この
植物の最大の特徴は、径が２㎝程の小さな花を 10
個前後づつ、２段から６段位まで、まるで五重塔の
最上部に付けられた九輪のような形に開花するこ
とです。和名の「九輪草」もこのことに由来してい
ます。もちろん、すべての花が同時に開花するので
はなく、下の段から順番に開花していくのですが、
２段ほどは開花時期が重なるため、通常私たちが
目にするものは、２重にピンクのリングを乗せた
ような姿になります。クリンソウは階段状に次々
に咲くため、１株の開花期間は長いのですが、開花
後すぐに結実するため、開花時全体の姿を写真に
収めようとすると、２段目が開花した時点がバラ
ンス的には良いようです。（園内での花期は、５月
中旬から６月中旬）

写真文章提供：山形市  野草園　伊藤　一

クリンソウ（サクラソウ科）

６/１
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火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土
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木
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土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金 10

インターアクト（山形）

会員増強・会員維持委員会（山形）

米山学友会役員との顔合わせ会（山形）

国際大会（英国バーミンガム）

第６回YEO会議（山形）

ローターアクト（酒田）

寒河江RC50周年

ライラ（山形市少年自然の家）

ガバナー協議会

米山評議員会

 日 曜 日 　　　　　　　地　区　行　事 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




