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１年では終わらないガバナーメッセージ

　７月から肩書きが
ガバナーから直前ガ
バナーになりました。
ロータリーはクラブ
の役職も１年交代で
す。毎年代わること
でマンネリにならず、
新しい感覚で仕事に
取り組める、それが
ロータリー人事の１
年交代の良いところ
だといわれます。

　しかしこれは裏返しにすれば最悪の場合、何
も知らない素人に任せることになりかねません。
会社の仕事なら、現場の作業手順を先輩が教え
仕事を任せる時は、これからはアドバイスで済
むと見極めてバトンタッチです。現在日本の職
人技が消えると心配され、マニュアルだけでは
ダメだとされます。ロータリーはそのマニュア
ルもなしにバトンが渡されることが多いのです。
　クラブの要といわれる幹事でも、突然に指名
されたり、副幹事時代は１年先のことと考え、
幹事の勉強をそれほど熱心にせず、就任後良く
分からないとなることもあります。
　ガバナーはエレクト時代、ガバナーと同じに
会合に参加します。しかしガバナーの背後の事
務方は、指導訓練を受ける機会がないままガバ
ナー年度に突入します。当然何だか分かりませ
ん、試行錯誤も良いところです。ガバナーは自
分のことで手いっぱいです。ガバナー同士でRI

に書類を提出する日の寸前で、どうなっている
のというメールが飛び交うこともあります。
　地区の経理などは自分の年度の収支がなんと
か上手くいけばそれでホッとします。前期と同
じならどこからも文句は出ません。しかし予算
を組む時は前前年度のみが参考です。今日のよ
うな変化が激しい時は、ロータリー財団が国際
親善奨学生に金を出してくれるか、GSEが前年
と同じに出来るか、不確定要素が多すぎます。
　年度が変われば次の人に任せなさい、苦労す
れば勉強になるという意見もありますが、毎年
正確な現状認識をするまで時間が掛かります。
これは本当に無駄な時間です。普通は仕事を先
輩から教わり、自分で習得し成長し、後輩に伝
え後継者を育てる、そこまで考えると次世代を
教育せずサヨナラでは無責任でしょう。RIでも
財団委員長に３年継続を要求しています。クラ
ブ運営でも直前会長、会長、会長エレクトは指
導の継続性と一貫性を図るように求められてい
ます。CLPを採用しなさいという目的の一つは
この継続性かも知れません。
　ロータリーの仕事は１年単位です。しかしそれ
が積み重なれば継続が力になります。クラブの委
員長は自分がしなければならないサービスに、次
期の委員長を育てるという責務を加えてくださ
い。ロータリアンはある人が推薦してくれてロー
タリアンになります。それで自分も誰かを推薦す
る責務があるといわれます。この世は受け継ぎつ
なぐことで成り立ちます。ロータリーでも受け継
ぎつなぐことを責務の一つにしましょう。

第2800地区ガバナー

武田　和夫
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　６月９日第１回のガバナー協議会が東京で開
催されました。これは６月号で少し触れました
が、パストガバナー、ガバナー、ガバナー・エ
レクトほぼ同数の三者34名からなる協議会です。
普段は１ゾーン２名ずつの幹事が主に連絡協議
を行います。
　ガバナーの任期は１年です。年度前半は公式
訪問や地区行事に追われ、日本全体や将来を考
える余裕がありません。年度のガバナー会も１
年で解散します。それ故前年通りで済ますこと
が多くなり、種々の委員会も必要があって設立
されたものでしょうが、役目を終えても廃止さ
れず、徒に事務経費を計上しているものもあり

ました。それで08～09年度のガバナー会は、納
得を得てそれまであった委員会のうち４委員会
を廃止しました。ロータリーといえど活動後の
検討評価は必要です。そしてイノヴェーション
を絶えず行わなければ進歩はありません。ロー
タリーの発展を止めないために、前年度の反省
を次年度で修正できるように、情報を次年度以
降に伝える必要があります。ガバナー協議会は
ロータリー活動が将来に向かっても継続できる
よう、協議し情報を次年度に提供する目的で作
られました。第2800地区からは大友PGに参加し
てもらっています。

直前DG　武　田　和　夫　

 ガ バ ナ ー 協 議 会 発 足

 

　2007年11月17日に武田和夫ガバナーより、第
１ブロックガバナー補佐の委嘱状を頂戴してか
ら１年半。５月22日に第１ブロック現・次期会
長幹事・事務局会議により、次年度への引継ぎ
が終了した段階で事実上、今年度のガバナー補
佐の仕事は、全日程完結することができました。
７クラブの訪問各年４回、会長幹事会年６回、
松平定知氏の講演会、会員増強をテーマにした
IMの開催、ロータリーの勉強会、各種セミナー
等を含めると55回ロータリーに関わったことに
なります。大変長い道のりでしたが、自分とし
ては精一杯頑張ったつもりなので、今は無事終
わることが出来、ほっと安堵しているところです。
　新しい店のオープン、グリーンキーの認承取
得など仕事とロータリーの活動の両立をどのよ
うにしていくかというのが一番の課題でした。
クラブの都合とはいえ、引き受けた以上は、私

第１ブロックガバナー補佐

熊谷　芳則
（酒田東ロータリークラブ）

の性格上、可もなく不可もなくでは、皆さんに
対しても失礼になるので、自分に鞭を打ちつつ、
新しい試みもハラハラドキドキ感を持ちながら
実行してまいりました。
　会員増強については、ガバナーの意向に叶う
ような成果は残念ながら挙げることは出来ませ
んでしたが、各クラブの会員の絆の強さは、十
分に感じることができました。
　各クラブとも若輩の私を温かく迎えて頂き、
４回も訪問しているといろいろな方と話す機会
も出来、大変有意義な時間を共有することにも
つながりました。
　武田ガバナーも公式訪問で同行させて頂きま
したが、ユーモアを混じえながらも具体的な指
導とロータリーは地域の中で認められる存在に
ならないといけないんだという強い信念で話さ
れていたことが印象深く残っています。
「至誠にして動かざる者はいまだこれあらざる
なり」という孟子の一節を吉田松陰は人生の指
針にしていました。私も一年この言葉をテーマ
に第１ブロックの運営の基本に据えてまいりま
した。誠を尽くせば動いてくれない人はいない
ということを実感しました。７クラブの会長・

この１年（2008～2009年度）を振り返って
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幹事の皆様には大変な御協力に心より感謝申し
上げます。また会員の皆様には励ましの言葉を
頂き嬉しく思いました。最後に武田ガバナー初
め地区の皆様にもお世話になりありがとうござ
いました。
　意義深い一年を経験させて頂いたことを今後
の自分の人生に活かしていきたいと思います。

 

　約１年半前の第１回AG研修を皮切りに、２
回目以降のAG研修・PETS及び地区協議会での
研修を重ね、李東建RI会長・武田和夫ガバナー
の思想を勉強し、ガバナーとブロック内ロータ
リアンとの「繋ぎ役」としての使命を果たそう
との想いで、この１年間活動致しました。成果
に対する評価は判りませんが、自分としては精
一杯に活動したつもりです。
　ブロック内の、ガバナー代理としての各クラブ
協議会出席、ガバナー公式訪問への同行及び地区
大会等の地区内行事への参加の他、IM・合同例
会、新入会員セミナー及び青少年交換留学生受入
れ等の、ブロック内事業の企画と事業への参加
等々、各クラブのロータリアンのご協力により皆
様と知り合う機会とご指導を頂き、貴重な経験を
させて頂きました。大変有難う御座いました。

 

　ガバナー補佐としての１年間が終わりました。
ロータリー生活として３年くらいの長さに感じ
ました。これほどロータリーの事を思い続けな
がら過ごした時が無かったからでしょう。
　私にとっては、これまでにない出会いや、ロー
タリーを理解する機会となり、すばらしい１年
にさせて頂きました。

第２ブロックガバナー補佐

後藤　　正
（鶴岡南ロータリークラブ）

第３ブロックガバナー補佐

佐伯　信一
（東根中央ロータリークラブ）

　しかし、ガバナー補佐としての自己評価は、
まったくだめでした。地区の指示を待ち、それ
を行っただけの様に思います。地区の目標や方
針を担当するクラブへ積極的に働きかける事も
あまりせず、補佐の役割を果たしていなかった
事が、今になってガバナーには大変申し訳なく
思い、反省しております。
　このたびの経験で得たものを、これからの
ロータリー活動で還元することが、ガバナーを
はじめ私を支えて下さった方々へのお礼だと
思っております。大変お世話になり本当に有り
難うございました。

 

　一昨年、クラブの会長よりガバナー補佐に
起ってくれと言われたときには正直非常に面食
らいました。それでも会長経験者の諸先輩方は
すでに分区代理やらガバナー補佐をすでに体験
していらっしゃる。つぎはお前だと言われてし
まえば若輩者としては受けざるを得ないわけで
す。
　力不足、時間不足、知識不足は補おうとして
も補えるものでもなく、あたって砕けろの一年
でありました。何とかガバナー公式訪問に穴を
開けることもなく、管轄の７クラブを２度以上
は訪問させていただきました。通常ガバナー補
佐は４度はクラブ訪問をするそうですが、自分
としては２度でも良くやれたものだと思います。
　各クラブの皆様方には本当にお世話になりま
した。紙面をお借りしてお礼申し上げます。

 

　初夏の味覚、さくらんぼがたわわに実ってい
る今日この頃、2008年～2009年度もまもなく終

第３ブロックガバナー補佐

三條　典男
（新庄ロータリークラブ）

第４ブロックガバナー補佐

鈴木　茂範
（寒河江さくらんぼロータリークラブ）
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わりを告げる季節となりました。
　R.I.テーマ「夢をかたちに」、第2800地区テー
マ「楽しいロータリーで仲間を増やそう」のも
と、１年間微力ながら第４ブロックガバナー補
佐を務めさせていただきました。クラブ協議会、
ガバナー公式訪問、卓話等で各クラブを訪問し
た際には、第４ブロックの会員の皆様からはい
つも温かい笑顔で迎えていただき、誠に感謝の
気持ちで一杯であります。
　地区テーマのもと各クラブが会員の増強に尽
力したにもかかわらず、思うように成果があが
らなかったのが残念であります。今後も地域社
会に根ざしたロータリー活動を継続することで、
多くのロータリアンを増やし、活発な活動を展
開したいものです。また、36年の長い歴史のあ
る朝日ロータリークラブが、会員の減少や高齢
化等により、今年度末で解散することになりま
した。誠に残念に思います。
　最後に、１年間私を支えて下さった第４ブ
ロック各クラブの会員の皆様には厚く御礼を申
し上げますとともに、皆様方の更なるご活躍を
お祈り申し上げます。

 

　昨年７月より李東建RI会長テーマ〔夢をかた
ちに〕、第2800地区テーマ〔楽しいロータリーで
仲間を増やそう〕のもと第五ブロックガバナー
補佐として活動して参りましたが、果たしてど
れだけの成果があったのか、会員の増強や財団
への寄付の数値目標が達成出来たのだろうかと、
自問自答の毎日で御座います。
　担当致しましたクラブの会長、幹事、各委員
長もクラブ運営に精一杯努力して戴きました、
特に会員数が15名と少ない中山RCのIM開催に
は感動致しました。
　工藤会長、村山IM実行委員長の下15名の会員
がIMを成功裡に挙行、クラブは会員数の多さで
無く一人一人の意識の高さが肝要と学んだ次第
です。

第５ブロックガバナー補佐

中村昻三郎
（山形北ロータリークラブ）

　最後になりますが各クラブを担当致しまして
そのクラブの個性、雰囲気を重んじその上での
指導が大切と反省致しております。

 

　ロータリーの綱領の第１は、「奉仕の機会とし
て知り合いを広めること。」であります。
　言い換えると「綱領の第１項は、（心の友を得
よ）ということです。親睦の中にも、例会を契
機として、相和し心を開いて互いのパイプを繋
ぎ合わせるということで、クラブ奉仕のあり方
を述べたものと解していいでしょう。つまり知
己を得よということです。」とあります。

ロータリーの森を行く（大村北RC、佐古亮尊著）からの抜粋

　ロータリアンとして、綱領の第１を、しっか
り見据えて、「心の友を得よ、知己を得よ」の実
践者としてガバナー補佐を務めて参りました。
しからば何のために「心の友を得よ、知己を得
よ」なのか。寒河江RCの安孫子PGからは、「天
口さん、それは綱領の第１は、奉仕をするため
に、（心の友を得よ、知己を得よ）ということで
はなく、そのことが自分を磨く契機になるから
なんだよ」と核心の教えを頂きました。
　今から2500年前の孔子の教えである、論語の
中にも、綱領第１と同じことを述べた文があり
ます。磨きあい、生涯の友を得るには「曾子曰
く、君子は文を以って友を会し、友を以って仁
をたすく」（顔淵十二）
（曾子いう、「君子は学問（詩書礼楽）をすることで友を集め、そ

の学問を志す友との交際を通じて、人徳を養うのである」と）

　ロータリーの何たるかも分からずに、山形西・
山形東・山形中央・山形イブニング・上山の各
ロータリークラブを、多い所で９回、通常６回
ほど、卓話を天童RCさんを含めて６回、その他
参加要請行事はほとんど参加することが出来ま
した。
　「ロータリーは、日々これに学び、好きになり、
楽しむ」ことであると、理解し実践することが
出来ました。そのことは、武田和夫ガバナーの

第５ブロックガバナー補佐

天口　信裕
（山形イブニングロータリークラブ）
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地区テーマ「楽しいロータリーで、仲間を増や
そう」のご慧眼をようやく理解できたことであ
り、お会いできたロータリアンの友情に感謝申
し上げます。

 

　次年度の地区協議会も終わり今年度もあと僅
かになりました。第2800地区の行事や各クラブ
の今年度の行事もほぼ終了し、武田ガバナー先
生、事務局の皆様、各クラブ会長、幹事、会員
の皆様には１年間のご活躍、ご活動、本当にご
苦労様でした。私は第６ブロックＢ地区の７ク
ラブを担当させていただきましたが、クラブ協
議会、公式訪問、IMのほかに周年行事やクリス
マス例会、夜の親睦例会、チャリティーゴルフ
例会など数知れず訪問したり、招待していただ
いたり大変お世話になりました。緊張のなか何
とか１年を過ごす事が出来たのもひとえに各ク
ラブの皆様のお力添えのおかげと、この場をお
借りして心からお礼を申し上げます。私自身AG
として各クラブの皆様と接することが出来て教
えていただくことが多く、ロータリーだけでな
くいろいろと勉強になりました。今後ともよろ
しくお願いいたし、各クラブのご発展と会員皆
様のご繁栄、ご健康をお祈りして１年間の御礼
と挨拶に代えさせて頂きます。本当にありがと
うございました。

 

１、当委員会は、７月にクラブ管理運営セミ
ナーを開催し、例会のあり方を学んだ。特に
地区では初めての奥様セミナーを開催し、会
長、幹事の奥様に、ロータリーについての基
本を学んで頂き、大変好評を得た。

第６ブロックガバナー補佐

遠藤　正美
（小国ロータリークラブ）

クラブ管理運営委員会
大委員長　　　　　　

細谷　伸夫
（山形西ロータリークラブ）

２、会員20名未満のクラブを訪問し現状と悩み
をお聞きした。結論的には全員参加の運営に
基づき皆元気であること、しかし資金面では
かなり厳しい事などを改めて認識することが
出来た。地区とクラブとのあり方を再考しな
ければならないと痛感した。

３、卓話の外部講師の一覧表を作成し、各クラ
ブでの御利用を願った。クラブ活性化の為に
は、卓話講師依頼は待ちの姿勢ではなく、自
ら開拓しなければならないと思う。知恵を絞
れば近くにいるはずである。

４、最後に地区全会員・全クラブを対象に会員・
クラブ意識調査の実施をした。

　回収率はクラブでは85％、会員は87％であり、
意識の高さに感動すると共に、皆様の御協力
に感謝申し上げます。

　一年間、有り難うございました。

 

　年度初めの活動方針として、広報・ロータリー
情報委員会が掲げた事は、これまでのロータ
リーのように陰徳を摘む事を誇りにし、自らの
事は宣伝しなくてもよい、という考えではなく、
ロータリーが末永く成長を続け社会から支持さ
れる奉仕活動を行っていくためには、広報活動
が必要不可欠であるという事でした。
　当委員会としては、ロータリーの基本はクラ
ブを構成する「会員」であり、あらゆる情報を
提供し、地域に根ざした顔の見えるロータリー
として活動することを基軸とし、広報・ロータ
リー情報小委員会並びにICO小委員会相互間で
の連携を密にし、対内的な広報活動としては、
「ガバナー月信」などを利用。対外的には、常に
ロータリーマークの露出度を上げ、地域の人々
にロータリークラブの存在と、その活動を理解
してもらえるように活動してきました。
　しかしながら、満足な結果はなかなか得られ
なかったように思われます。

広報・ロータリー情報委員会
大委員長　　　　　　　　　

玉井　　恒
（山形東ロータリークラブ）
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　今年度は鶴岡RCに於いては副会長、地区では
会員増強、会員維持委員会の委員長としてロー
タリー活動をさせて頂きました。
　昨年度レディース小委員長の経験があったの
で、アンケートの準備、セミナーの日程と年度
のスタート前に委員会を開催して委員の皆さん
と打ち合わせが出来たのは大変良かったと思い
ます。委員の皆さんに参加して頂き自分達の地
域のセミナーのリーダー、また議事録作製、マ
イク係……本当に感謝しています。すべてのセ
ミナーに参加させて頂き座談会形式で皆さんの
お顔を見ながらの意見交換で大変勉強になりま
した。卓話依頼も委員長、委員の方の協力で７
クラブにお邪魔させて頂きました。２月末から
３月の約一ヶ月体調を崩しましたが４月より復
帰、無事活動を終了することが出来ました。こ
れからも自分自身の成長のためロータリーライ
フをエンジョイして活きたいと思っています。

 

　「100年」という区切りを考えると、人間の生
命力から考慮すれば、「一生に一度」というフ
レーズがピッタシです。しかしながら、ロータ
リークラブへお誘いを受けて、会員となり、活
動することも、確率的な角度からカウントして
みると、地球上の全ての人々との出会いから想
定してみれば、我々ロータリアンは、選ばれし
方々の集合体であると、感じるのであります。
今年度は、まさしく、100年同士が、２つ重なっ
たわけであります。
　「職業をいかに発展させ、地域に信頼を高めて
いくか」この勉強を持続させるには、まずは親
睦を深め、会員同士の交流が一番。これと勉強

会員増強・会員維持委員会
大委員長　　　　　　　　

佐藤　孝子
（鶴岡ロータリークラブ）

職業奉仕委員会　　
大委員長　　　　　

五十嵐慶三
（山形ロータリークラブ）

とを、うまく組み合わせていかなければならな
いと思います。一年間、どうもありがとうござ
いました。

 

　多くの方から「７つも委員会があって大変で
すね」と言われました。昨年度も経験している
ので、「そんなことはありません」と必ず答えて
いました。実際に委員会開催が重なることはあ
り得ないわけですから、一つ一つ確実にこなし
ていけば事は順調に進んで行きます。
　この委員会の特性は新世代の若者と触れ合え
るところです。
　インターアクト、ローターアクト、青少年交
換留学生。彼らの目の輝きを見ていると自分も
活気づきます。全国規模の大会や行事に出席し
た時などは、さらに強く感じます。苦労は、こ
れら輝く若者に対して、彼らの考え方を理解し
てあげているかということでした。青少年交換
は言葉の壁にもぶつかります。勉強になった委
員会でした。

 

　財団委員長として、この１年、委員会活動に
携わって参りましたが、皆さまのご理解とご協
力に対し、心から感謝申し上げます。
　今、財団活動は、大きな変動期にあります。
新地区補助金制度の導入、ポリオプラスについ
ての２億ドルチャレンジギフト、財団財政の急
速な悪化、それに伴う、奨学生、GSEプログラ
ムの縮小、またマッチンググラント等のプログ
ラムの中止など、「激変」が予想される不安定な
時期を迎えています。
　私は、次年度も財団委員長を務めさせていた

奉仕プロジェクト委員会
大委員長　　　　　　　

森光　雅一
（天童西ロータリークラブ）

ロータリー財団委員会
大委員長　　　　　　

池田　德博
（鶴岡西ロータリークラブ）
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だくことになっていますが、今年度を振り返り
ますと、１人100ドルの年次寄付は、多少、余裕
をもって達成されると思いますし、地区目標で
ある１人130ドルも、それに近い、達成率が得ら
れると見込んでいます。各クラブでは120ドルを
年次寄付として10ドルを２億ドルチャレンジギ
フトへの寄付としての送金をしていただいてい
るものと思います。ただ、この２億ドルチャレ
ンジギフトにつきましては、各クラブのご意思
にもよりますが、地区としては、120ドル以上の
ご寄付をお願いするのは、申し訳ないとの思い
から、DDFの残額（現在121,300ドル）から、一
定額を寄付することで、当面、状況を見ようと
考えてきました。しかし、ここに来て、DDFの
残高の確保に微妙な状況が見えはじめていると
ころから、地区では、財団奨学生用の１名25,000
ドルの４名分を控除した残額の20,000ドルを、
２億ドルチャレンジギフトに寄付することに
よって皆さまのご負担を減らしてはどうかを検
討しています。
　さて、財団奨学生２名の出発もまもなくです
（フランスとアメリカになります）。第3510地区
（台湾－高雄）とのGSEの派遣、受け入れも成功
致しました。
　ただ、地区補助金の最終報告の不備は、毎年
同じ停滞が繰り返されています。「人道的支援」
の理解と本部の解釈の差異によるところが大き
いのですが、この問題も６月末までには、解決
の目途を立てて、次年度へと進みたいと思って
おります。
　この１年、誠にありがとうございました。ま
た、次年度も宜しくお願致します。

 

　お金が踊り、お金がお金を生むマネーゲーム
の果てにバブルが弾けました。そしてしばらく
して、今またお金がうごめき出しました。
　思い起こせばこの一年、私は米山奨学事業の
活動を通じ、お金の世界とロータリーの世界の

米山奨学委員会　　
大委員長　　　　　

鈴木　隆一
（山形西ロータリークラブ）

違いを見てきたように思います。私たちロータ
リアンの目指すべき道は「平和と奉仕の理念を
高く掲げ、人を助けること。助け合うことで喜
び創ること」です。それが幸福への道だと教わ
りました。
　いつも笑顔の武田ガバナー、野々村PGをはじ
め米山委員、Ｇ事務所の方々、奨学生、学友そ
して各クラブのみなさまに、今感謝の念でいっ
ぱいです。本年度やり残した地区学友会の設立
やホームカミングなど、次年度にぜひ実現した
いと思います。

 

　地区幹事を拝命し、不安と現実が交差する二
年間でした。クラブ会長兼務の副地区幹事年度、
地区幹事年度と浅学非才な私が「地区幹事が務
まるのか？」、と自問自答した二年間。歴代地区
幹事の皆様方が支えた地区運営、伝統を受け継
ぎ、何とか武田年度を支えて行く事だけを思い
走って来ました。全公式訪問に同行しPGの皆様
方、地区委員、そしてロータリアンの皆様方に
支えて頂き何とか終了する事が出来るところま
で来ました。何も分からない状態で勝手に地区
運営を行いましたこと、心よりお詫び申し上げ
ます。我が儘な私を支えて頂きました皆様方に
心より感謝申し上げます。二年間本当にお世話
になりました。有難うございました。

地区幹事　　　　　

大久保章宏
（山形南ロータリークラブ）

朝日ロータリークラブは解散。
2009年６月８日付けで国際
ロータリーを脱会しました。

おしらせ
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　５月９日、山形市パ
レスグランデールで帰
国報告会が開催されま
した。会場にはチーム
が訪問した台湾第3510
地区57クラブのバナー

が所狭しと飾られ、チームの活動の一端を示し
ていました。始めに冨田リーダーから武田ガバ
ナーへお土産が渡され、その後チーム一人一人
から研修について報告がありました。パワーポ
イントを使っての説明でしたがここでは紙面の
関係で概略のみ掲載いたします。各クラブで、例
会にチームのメンバーを招待頂き台湾研修につ
いてスピーチをお聞き願えればありがたいと思
います。

冨田喜美子リーダー（鶴岡ロータリークラブ）
　去る３月16日に出発し、４月14日に全員無事
にもどりました。R.I.D2800の皆さんの御支援は
もとよりR.I.D3510の全ロータリアンの温かい
おもてなしとサポートにより4週間、有意義な研
修が出来たと思います。
　R.I.D2800、山形県は映画「おしん」のふるさ
ととして知られていましたが、東北地方は馴染
みのない方々が多かったようです。
　R.I.D3510は70クラブ、2061名の会員です。皮
切りは高雄市です。（７ブロック33RC）ここは
巨大な貿易港を有し国際空港が有り、道路も広
く洗練された大都市でした。13日目に高雄県で
す。（４ブロック17RC）ここの岡山市や美濃市
は山形県の景色に似ていました。５泊後、電車
移動１時間半で太平洋側の台東県に移りました。
（１ブロック5RC）市内は山形市より少し大きく、
郊外に温泉もあり原住民の村も訪れました。
　４泊のあと、再び電車移動で１時間弱、屏東
県です。（３ブロック15RC）屏東市への途中、
恒春町で民宿に１泊です。ここでは台湾最南端
の地に立ち感動でした。巴千湾、台湾海峡と太
平洋が一望出来、風光明媚な海岸が続いていま

した。翌日屏東市への途中、東光町のランチ例
会に出席しバナー交換です。因みに恒春町から
屏東市へは車で１時間40分ほどの道程です。こ
こで、この研修ではじめてのホームステイです。
３泊ですが台湾の日常生活を垣間見ることが出
来ました。
　４月11日12日は地区大会です。開催場所は高
雄市の漢来大飯店の国際ホールです。我々GSE
チームも紹介されました。ムードはお祭りのよ
うに華やかで、大勢のロータリアンの賑やかな
交流の場でもありました。
　４月13日、日程の最後の日も火力発電所での
研修でした。
　以上、ほとんどのスケジュールにはそのブ
ロックのガバナー補佐、接待クラブの会長、幹
事、GSE担当者、それに日本語の通訳が同行し
てくれましたので、人情の機微にも触れること
が出来たように思います。観光ガイドブックに
載っているスポットには行けないということも
ありましたが、ロータリアンであるが故に、見
聞きし、訪れることが出来たことはGSEプログ
ラムの良さであると思います。毎日のように供
される海鮮料理、台湾料理、日本料理や数々の
甘い果物を十分堪能したこと、熱帯植物や蘭の
美しさに心を奪われたこと、どこでも親日的、
友好的であり、各クラブ間の連携もしっかりし
ており、綿密な計画がうかがえたこと、また日
本が統治していた時からの様々な文化が連綿と
続いていることに感慨を覚えたこと。日本語だ
けの例会をするRC（高雄寿山RC）や開会前10
分間、日本語の練習をしているクラブ（高雄西
区RC）もありました。
　最後に、この素晴らしい交流が国際理解と平
和に少しでも寄与できれば嬉しく思います。

森木　　茂（高等学校教師、鶴岡RC推薦）
　総合学科のモデル校中正高雄中学校、初代校
長が日本人で機械製造に関わる人材を育成して
いる国立岡山高雄農工職業学校、パイプオルガ

 第2800地区GSE派遣チーム帰国報告会

GSE小委員会小委員長
鶴岡RC 嶺　岸　禮　三
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ン付きホール、台湾文化資料館、学生が運営す
るホテルがある真理大学、日本政府が設立しオ
リンピック優勝者がいて全国的にも成績優秀者
が多い市立高雄高級中学。国防のための授業も
ある。また、福岡の学校に留学していて、たま
たま里帰りしていた学生がいた台東県立都蘭国
民学校など特色あふれる学校を多く見せていた
だいた。研修を通じて感じたのは、学生たちは
向上心が強く活気に溢れていたこと。日本より
前を見据えた教育がなされている。自分は数学
の教師だが、日本の学校よりも難しい内容を学
習していた。問題や課題は日本とほぼ共通する。
日本は決して先進国ではなく危機感を感じた。
自分の立場と言うものを実感できた。

池田　史裕（パソコンインストラクター、長井RC推薦）
　IT関連の会社や大学で研修させてもらった。
その中には世界トップの企業もあった。MOD
（マルチメディア・オンデマンド）、システム開
発、印刷業務等が中心であった。特にカラープ
リントの技術が進んでいる。台湾一の広さを持
つ国立大学でインターネット授業を体験した。
全校に無線ランが設置してあり、いつでもどこ
からでもインターネットと接続できる環境だっ
た。地区大会ではいろいろな人と出会い、声を
かけてもらった。帰国した今でも連絡をいただ
いている。ロータリークラブに感謝します。

庄司　香織（介護福祉士、寒河江RC推薦）
　高齢者施設４箇所を見学できた。9.7ヘクター
ルと広い敷地、豊かな自然の中にある。畑もあ
り野菜を作っている。余暇活動が充実していて
語学を学んだり、体力向上のための体操クラブ
などがあった。カラオケ教室は人気で日本語の
歌（桃太郎）を歌っていた。ロータリアンで住
職が建てた施設も見学した。世界中の施設を見
たが、日本の名古屋の施設をモデルにした。日
本の施設はアジア人向きであると確信した。男
女が別れていて男性は男性の看護師が、女性は
女性の看護師が対応する。国が経営する老人
ホームは４つのみ。パソコンを使った診療が行
われていたのには驚いた。任天堂のウィーで健
康増進をしている方もいた。児童施設を見学し
た時、教員の献身的な態度に強い感銘を覚えた。
歩けなかった子が歩けるようになったとのこと。

今回の研修はこれからの人生の財産になる、貴
重な体験をさせていただき感謝している。

渡邉　景子（法律事務所事務員、鶴岡西RC推薦）
　独立型弁護士が多いのは日本と同じ。法廷の
様子がリアルタイムで遠隔地に送られているの
に関心した。日本と台湾の司法支援制度の違い
についても理解が深まった。
　GSEのメンバーに選出される前は、受入国の
台湾についての知識はほとんど全くありません
でした。研修前に、個人的に受入国について歴
史や文化を学び、自分なりの問題意識、目的を
持って研修に参加しました。
　老人ホームや児童施設、学校、官公庁、裁判
所、発電所、民間会社等、様々な場所を訪問し
ました。日本との違いを比較し、台湾ならでは
の長所・短所を知り、さらには、日本の長所・
短所を知ることができました。日本について、
台湾について、両国の関係や、自国について、
これほど深く突き詰めて考えた１ヶ月間はあり
ませんでした。
　私の考える交換旅行の最も重要な側面は、異
国の地で、今まで通常の生活では考えられない
状況に身をおくことで、職業意識のみならず、
自己の精神とアイデンティティーについての認
識を新たにすることができるという面だと思い
ます。単なる職業体験だけではなく、自らを本
質から改善できる機会を与えられました。

武田ガバナー
　改めて第3510地区の熱烈歓迎振りが伝わって
きた。友好の輪を広げ、友情を深めてきてくれ
た事に感謝したい。新型インフルエンザが心配
される中、全員無事帰国できて本当に良かった。
チームの皆さん本当にご苦労様でした。

塚原ノミニー
　冨田リーダー、メンバー各位の研修ご苦労様
でした。これまで日本は欧米に偏りがちでした
が21世紀は世界の隅々まで目を配らなければい
けません。特にアジアの国々とはきめ細かい交
流をしていく事が大切であると感じました。メ
ンバー各位には是非この経験を生かしてほしい
と願っております。
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　去る６月14日 （日）、
武田和夫ガバナーをは
じめ、国内外の姉妹ク
ラブ、そして地区内の
多くのロータリアンの
皆様のご来駕を得て、

賑々しくも厳かに寒河江ロータリークラブの創
立50周年記念式典が挙行されました。
　寒河江ロータリークラブは1959年９月10日に、
山形ロータリークラブ様をスポンサークラブと
して、チャーターメンバー23名の先輩達によっ
て、奉仕の理想の下、その伝統の火が灯されま
した。爾来、寒河江クラブとしての気風は脈々
と受け継がれ、職業奉仕を通しての自己研鑽を
積むかたわら、地域社会のため、そして世界平
和のために会員一同が心を一つにしてロータ
リー活動に邁進し、実績を積み重ねて参りまし
た。最初に灯された火はマッチの明かりほどの
小さなものだったかも知れませんが、50年を経
た今、56名の仲間を擁し、地域社会において燦
然と輝く存在になったと自負しております。
　さて、当日の式典ならびに祝賀会は300余名の
お客様をお迎えし、午後１時に今野会長の点鍾
によって開会が宣言され、粛々と進行されまし
た。まずは物故会員への黙祷を行い、会長の式
辞の後、この50周年を記念して、寒河江市・長
岡山に二年がかりで整備した「ロータリーの杜」

を寒河江市に寄贈させて頂きました。これは、
市中央部にある街並みを一望できる見晴らしの
良い場所へ、モミジやドウタンを植栽し、あず
ま屋を建設、さらに50周年を記念したスローガ
ンである「温故創新」という言葉を刻んだ記念
石碑を設置して、市民の憩いの場として利用し
て頂こうというものです。（本事業はロータリーの友誌
2009年６月号に詳細が掲載されています）

　式典の後は、結城章夫山形大学学長による記
念講演を拝聴し、引き続き、和やかな雰囲気の
もとで祝賀の宴が催されました。ライアン三姉
妹による津軽三味線、寒河江御輿會による木遣
りなどのアトラクションも披露され、お客様と
会員との間で大いに懇親を深めながら、盛会の
うちに午後６時にお開きとなりました。
　このように大いに盛り上がった式典並びに祝
賀会でしたが、実はここから更に、寒河江クラ
ブとしてのもうひとつの盛り上がりが準備され
ておりました。お客様をお見送りした後、内々
でこの50周年を祝い、そして日頃お世話になっ
ている会員の奥様に最大の感謝を込めて、会員
と奥様だけの特別な祝賀会の開催です。
　今日一日の達成感に浸りながら、準備に力を
注いだこの１年の労を共にねぎらい、来たる百
周年に向けての夢や意気込みを夜の更けるまで
あつく語り合ったこの日は、会員の胸に深く刻
み込まれた一日となったに違いありません。

 寒河江ロータリークラブ50周年記念式典ならびに祝賀会

第４ブロック幹事
寒河江RC 池　田　郁太郎

お見送り風景 安孫子PGに感謝状 講演会風景 ライアン三姉妹

式典会場風景 武田ガバナー祝辞 今野会長式辞 手に手つないで
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　上記のごとく、新庄
ロータリークラブが主
幹となりIMが開催さ

れました。講師に藤川享胤パストガバナーを、
またリーダーには野川圭一パストガバナーをお
迎えしての開催でした。講演は、「これからの
ロータリー」と題して行われ国際的なロータ
リーの組織的問題点、その中でのロータリアン
の心構えと、なすべき事、これからの展望など
について述べられました。
　100年に一度と言われる経済不況の中、ロータ
リアンが減少している日本における問題点など
も浮き彫りにされ、非常に深い問題でありなが
ら平易な言葉で感銘深く語られました。聴衆一
同も深く頷きながら聞き入っておりました。
　次回第３ブロックのIMの開催地は東根ロー
タリークラブ主幹で東根にて行われることを確
認し、東根ロータリークラブ会長より挨拶があ
りました。第一部の閉会に際し、点鐘を行い懇
親会場への移動となりました。懇親会場への移
動の際にも藤川パストガバナーから講演でお聞

きしたことなどが、会員の間でささやかれ続け
ました。
　17時20分より会場を大地会館に移し、懇親会
が開かれました。懇親会に先立って、新庄名物
東山焼きの湯飲み茶碗に自由に釉薬で文字を書
くという記念催し物を行いました。各人がそれ
ぞれ心に秘めた文字、絵文字などを書いていま
した。これらは焼き上がり次第、各ロータリー
クラブを通じて配布される予定です。
　宴会場では新庄の名物、新庄祭りのお囃子を
生演奏で聞きながら、お酒とコンパニオンに囲
まれて、友情の輪をはぐくむ機会となりました。
中締めまでの時間があっという間に過ぎたとい
う印象でした。この場をお借りして、ご参集い
ただきました各ロータリークラブの皆様、お手
伝いいただきました、新庄商工会議所の方々に
お礼申し上げます。
　また、藤川パストガバナーのお話には感銘を
受けました。ありがとうございました。野川リー
ダーにもひとかたならぬお世話になり、感謝申
し上げる次第です。

第３ブロック・インターシティ・ミーティング

第３ブロックガバナー補佐
新庄RC 三　條　典　男

於：新庄市民プラザ（懇親会場：大地会館）
時：平成21年５月16日 （土曜日）　14：30点鐘
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 職 業 と ロ ー タ リ ー

　ロータリー思想の中
心概念は、「職業奉仕」
にあると言われる。綱

領にロータリーとは、「企業の根底に奉仕を置く
べきことを思想とし、それを追求し・提唱する
ことを持って目的とするクラブ活動の事を言
う」と明確に示されている。更に「決議23－34」
（１）に、ロータリーは人生哲学である。「利己
と利他の調和」を図る奉仕の心の形成と、「超我
の奉仕」（自己研鑽の奉仕）を思想の中心に置き、
「奉仕に徹するものに最大の利益あり」を実践論
理原則としている。決議23－34は綱領と一体であ
ると理解すべきです。
　ロータリークラブの責務は、例会が奉仕の理
想の追求と奉仕理念の提唱を通じて会員を育て
る事にあることを、正しく認識して頂くことが
極めて重要なことです。故にロータリアンに求
められているのは、自己研鑽による奉仕の理想
の涵養とその実践にあります。
　職業奉仕とは、奉仕の理想をひたすら実践す
る事にある。故に、個々の会員が自己研鑽の自
覚を持って、諸々のクラブ活動を通じて人格を
形成することが基本です。それを支援する為に、
会員にとって心と心の通い合った純度の高い親
睦が最も大事であるとしている。
　ポール・ハリスは、「親睦と奉仕の調和の中に
ロータリーが宿る」と言っている。これはクラ
ブ管理運営の基本を示したもので、この場合の
「奉仕」とは対社会的な奉仕の実践的行動のこと
ではなく、親睦を通じて「奉仕の心」を形成す
ることを意味します。単なる感性的な親睦では
なく、親睦がより高い奉仕の心を形成し、その
心がさらに親睦を深めるという、親睦と奉仕の
心の形成とが同一次元となるクラブ環境でなけ
ればロータリーではないということを意味しま

す。従って個々の会員は、保障された良質な仲
間との、出会いにより精神的境地の向上を図り、
心の因縁の熟した度合いに応じて、生活のすべ
ての面において融通無碍に実践することが求め
られている。「決議23－24」（４）は、マルホラ
ンドの提唱によるもので「理論と実践の調和の
中にロータリーが宿る」という意味ですが、会
員への指導は綱領の精神からして先ず親睦から
入ることが推奨されております。
　職業は、「人と人との関係」において成り立ち、
よって己の生活を確立する事が出来る訳です。
職業行為なくして人生は無いわけで、個々人に
とって「人間関係」の改善を図り、信用・信頼
を高めることが基本です。職業とは、人生その
ものであると心得るべきです。
　職場における人間関係は多岐にわたります。
売り手と買い手、企業と下請け、同業者関係、
使用主と従業員等に大別されますが、行為の全
てにおいて「奉仕の理想」を適用することによ
り、職場が明るく豊かになり、更に社会も自ず
と良くなるという処に筋道があるのです。
　職業奉仕を説明するに「職業を通じて社会に
奉仕すること」だとよく聞きます。この言葉の
真意がよく理解されていない傾向にある。ロー
タリーの原理を正しく理解することなしに、い
くら職業行為を実施しても、それが職業奉仕と
はならないことを自覚すべきです。
　職業奉仕とは、個々人の精神的境地の問題で
あり、実践もまた個々人の心の境地にあるので
す。全ての職業は人間関係にあり、それを価値
あるものにするのは「奉仕の理想」にあるとし、
ロータリーが全ての職業において品位を保ち、
高い道徳的水準を守り、最高度の倫理基準を推
進せよと強調しているのです。

パストガバナー
寒河江RC 安孫子　貞　夫
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 「ライラ研修会」の報告

　武田ガバナーの地区
テーマにもあります仲
間を増やそうの根源は

RYLAにありと照準し、これまでの活動を続け
てきました。このことは、本年度の地区CLP導
入の運営機構でも、新世代ライラ小委員会の継
続組入で地区としての意向を窺い知ることがで
きました。奉仕プロジェクト委員会森光大委員
長方針のインター／ローター／ライラの連携を
蜜にして、ライラ小委員会はホストクラブとの
合同委員会をもちながら会合を重ね、小委員会
が一体となって「ライラ研修会」の成功に向け、
取り組んできました。ホストクラブに山形イブ
ニングRCを指名し、ガバナー提案の「環境と水」
のもと、ホストクラブのテーマは「森を考え、
森に学び、森に祈り、そして森を体感する」、里
山との関わりの中で持続可能な共存共生の生き
方を学ぶために、プログラムが組まれた「ライ
ラ研修会」の実践風景をお届けします。第17回
「ライラ研修会」が６／５ （金）、６／６ （土）予定

通り山形市少年自然の家で２日間に亘り、高校
生87名と、来賓と引率の先生方10名と、ロータ
リアン57名の総勢154名の登録、153名の参 
加で開催されました。初日は10時30分の開会点
鐘に始まり、ガバナーからRI国際ロータリーが
提唱するRYLAとはRotary  Youth  Leadership 
Awardsの頭文字をとった略称で、RIが、14歳
から30歳までの青少年を対象にした「ロータ
リー青少年指導者養成プログラム」としている
ものですと説明が有り、Awardsには与える、
授与する、奨学金、審査する、賞などの意味が
あるが、ロータリーではプログラムと訳し、プ
ログラムを達成した研修生には「RYLA修了証
明書」を授与して、この体験が地域社会にとっ
て有益なる人間を育て、国際性豊かな人間形成
の一助になって欲しいと挨拶されました。そし
て、次代を担う青少年が良きリーダーとして成
長することに強い関心をもっていることを伝え
ていました。引き続き、参加者の交流をはかり、
グループの編成とリーダーを決定し、「山と森に

新世代ライラ小委員長
山形イブニングRC 名　和　邦　二
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思う」と題す講演拝聴に臨みました。講師に民
族宗教研究家、千歳栄氏（国土交通省「文化観
光懇談会」委員）を招き、90分の講演を戴きま
した。日本人は古くから山と森を一体の自然と
考えてきた、山は自然の神と祖霊の仏のすむ聖
地であると言う…。日本の精神文化の拠点は山
形にある。山形はもう１つの日本であると
「OECD」で世界に紹介され「山形の豊かな精神
文化に自身と誇りを持って生きよう」と結んで
いました。その後、グループ別の体験学習に入
り、エコバッグ作り等を体験し、野外で自炊の
夕食で親睦交流を深めました。たそがれ時の18
時55分からは現代舞踏家の森繁哉氏（東北芸工
大教授）の舞踏の原点である自然との体現と対
話「いのちの群れ達のなかで」と題す演舞が有
り、夕刻の幽爽な森の中、緑あふれるマイナス
イオンを存分に吸収することができました。舞
踏は19時40分までつづき、終了後10分位の話の
中で、今回の体験はいつの日か甦り、必ずや生
涯の思い出としてだけでなく、人生の実りある
生き方や考えに結びつく事を願っていますと愬
えていました。そのあと、自由時間で入浴を済
ませ、起食を共にする友と友情を深め合う語ら
いの談笑が聞こえ、静まりかえった森の中に溶
け込んでいました。明日に備えた就寝は23時か
ら24時頃になったと思います。２日目の朝はあ
いにくの小雨の中、６時起床、体育館の片付け

と清掃を行ってラジオ体操を済ませ７時30分に
朝食をとりました。８時30分から「森を体感す
る」野外体験学習に入り、「木にインタビュー」の
題に、森の中を見て歩き、学んだ研修をまとめ、
餅つき大会をして昼食を済ませ体験発表に備え
ました。13時30分からグループごとの発表を始
め14時35分に終了。閉会式は14時45分から武田
ガバナーの総評と修了書の交付（授与）を以っ
て２日間に亘った「ライラ研修会」を終了し、
15時30分に全プログラムを無事消化して閉会点
鐘しました。高校生、参加して戴いたロータリ
アンも時間を共有し、グループに溶け込んでの
研修活動で奉仕の精神も伝え共に体験し、友愛
を深めることができたことは、本来の目的を達
成できたものと思っています。これも偏に、地
区事務局に指導と支援を賜り、ホストクラブの
用意周到な段取りと計画のもとに達成できたも
のであります。イブニングRC会長・幹事はじめ
実行委員の方々、特に実行委員長の宮崎信三さ
ん、副実行委員長の秋葉英昭さん、広報記録の
松岡友路さんに深く感謝を申し上げます。また、
葉っぱ塾の八木文明さんには特段のご協力を得
ました。そして、山形南RCの皆様方、地区ライ
ラ構成委員の方々、関係各位の方々に、ご指導
と多大なるご支援、ご協力を賜りましたことに
改めて心からの感謝と御礼を申し上げます。以
上、「ライラ研修会」の報告と致します。
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　国際ロータリー第
2800地区2008～09年度
ガバナー武田和夫年度

最終月となりました。武田ガバナーは勿論、大
久保地区幹事、髙梨地区資金委員長、副地区委
員、山形南クラブ佐藤会長、会員の皆様、お疲
れさまでした。まだ諸々の整理が残されている
訳で、後２～３カ月御苦労様です。私も不思議
な事ですが、すごく気持ちが楽に感じます。直
前という立場ですから気楽になるほどこの１年
間緊張していた訳でもないし、その理由も無い
訳だけれども、2009年の６月を迎えてホッとす
るとはどういう事でしょうか……。
　この１年間、反省する事のみぞ多かりきの時
間でした。よくぞ会員の皆様、辛抱して下さい

ました。先輩諸兄にはいらいらを与え、会員諸
兄には迷を与えて来たのではあるまいかと心配
の一年でありました。ただ諸兄の忘却を待つの
みであります。結局の所、一番有益な時間と研
鑽の実を上げ得たのは私であったと思います。
多くの選れた良質な会員の皆様とお会い出来た
事、多くの先輩諸兄の教えを受ける機会に恵ま
れたこと等、地区内外において経験させて頂き
ました。誠に感謝に絶えません。
　ロータリー会員であることに本当に悦びを感
じた１年であったと、強く実感出来た直前の１
年間でした。多くの会員の皆様に、この機会が
与えられればと思う１年でもありました。
　改めて米沢中央クラブ会員各位、地区内会諸
兄に御礼を申し上げ雑感とさせて頂きます。

 直 前 ガ バ ナ ー 最 終 年

パストガバナー
米沢中央RC 大　友　恒　則

佐藤　好信 君
所属クラブ：長井RC
入会日：2008.7.28
職業分類：電力業

那須　　正 君
所属クラブ：長井RC
入会日：2009.4.6
職業分類：建設業

髙橋勇喜知 君
所属クラブ：長井RC
入会日：2009.4.6
職業分類：管工事

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

庄司　　薫 君
所属クラブ：高畠RC
入会日：2009.5.1
職業分類：菓子製造販売

渡邊　和能 君
所属クラブ：立川RC
入会日：2009.5.7
職業分類：商工会

大江　俊悦 君
所属クラブ：寒河江RC
入会日：2009.6.4
職業分類：銀行、保険、郵便の代理業務

 新 入 会 員 紹 介

今　野　一　雄 君　寒河江ロータリークラブ （MPHF1）

布　川　勝　英 君　寒河江ロータリークラブ （MPHF3）

 マルチプルポールハリスフェロー 
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会員数・出席率（年間会員数増減・出席率含む）2009/7/15 現在

08/7/1～09/6/30６月
出席率

09/6/30
会員数

５月
出席率

09/5/31
会員数

2008/7/1
クラブ名ブロック

出席率増減（女）会員数
87.87％097.22％36100.00％36436酒 田1

第
１
ブ
ロ

ク

90.34％－3100.00％3388.51％34336酒 田 東2
97.06％295.71％1497.22％1412遊 佐3
95.07％081.25％4100.00％44八 幡4
79.14％－279.73％3683.11％3838酒 田 中 央5
89.24％－183.05％1170.83％12412酒 田 ス ワ ン6
93.55％193.75％1689.58％16215酒 田 湊7
76.35％－579.05％3975.40％46544鶴 岡8

第
２
ブ
ロ

ク

83.73％－488.65％3883.78％42342鶴 岡 西9
80.79％－9100.00％2866.67％32137余 目10
93.82％－296.25％2195.00％2223立 川11
72.22％－569.64％4479.76％49349鶴 岡 東12
76.41％276.32％1966.67％19317鶴 岡 南13
99.94％2100.00％53100.00％53251天 童14

第
３
ブ
ロ

ク

93.70％－893.91％1992.75％2327村 山15
87.09％089.77％2192.05％22221新 庄16
86.14％－386.96％2183.70％2324尾 花 沢17
89.38％－785.71％3788.20％3944東 根18
84.03％－184.85％1988.33％20120最 上19
78.45％－273.40％5084.06％5052天 童 東20
87.51％－186.54％2782.05％2728天 童 西21
82.70％－383.00％3983.33％40142東 根 中 央22
86.22％－386.11％1666.67％1819尾 花 沢 中 央23
73.84％－175.00％2265.15％22523村 山 ロ － ズ24
88.83％－191.30％2189.13％2322新 庄 あ じ さ い25
91.57％－593.38％5191.67％5556寒 河 江26

第
４
ブ
ロ

ク

92.76％－292.05％2389.39％2425大 江27
－－14－078.79％1214朝 日28
73.30％－279.39％3270.71％3334河 北29
97.50％098.75％3597.98％3635寒河江さくらんぼ30
69.26％－368.75％2060.00％2323西 川 月 山31
95.96％－596.88％8195.26％8786山 形32

第
５
ブ
ロ

ク

87.02％088.16％2085.96％20120上 山33
93.13％－294.35％9891.86％100100山 形 西34
97.11％－298.06％7495.67％7376山 形 北35
94.76％－196.30％2894.87％2829山 辺36
90.68％－395.44％5888.65％6261山 形 南37
76.86％－375.00％1371.43％1416中 山38
74.30％－181.10％4368.29％4344山 形 東39
79.55％－287.15％3585.19％36437山 形 中 央40
69.60％166.67％3573.12％32134山形イブニング41
87.81％－481.25％5295.37％54756米 沢42

第
６
ブ
ロ

ク

89.03％089.33％30 92.22％30230長 井43
94.55％－695.45％4993.33％55455米 沢 上 杉44
93.02％－196.59％2298.48％23223南 陽45
94.01％095.59％1795.59％1717白 鷹46
82.90％082.65％4891.16％49348高 畠47
93.52％289.58％1697.22％1614小 国48
97.03％－996.88％4397.22％48252米 沢 中 央49
92.99％190.96％4892.20％4847南 陽 東50
93.13％088.75％2091.67％2020長 井 中 央51
71.99％－567.31％1057.69％1415川 西 ダ リ ア52
79.82％－380.36％2878.89％30331米沢おしょうしな53
83.66％－385.71％3281.90％35235南 陽 臨 雲54
86.81％－12688.21％174586.91％1841701871地 区 全 体



7 ガバナー月信  第１号

文翔館　Bunsyoukan

July 8 ガバナー月信  第２号

花火大会　Hanabitaikai

August

9 ガバナー月信  第３号

山形県教育資料館　Kyouikushiryoukan

September 10 ガバナー月信  第４号

唐松観音　Karamatsukannon

October

11 ガバナー月信  第５号

もみじ公園　Momijikouen

November 12 ガバナー月信  第６号

山寺　Yamadera

December

１ ガバナー月信  第７号

山形市  初市　Yamagatashi  Hatsuichi

January ２ ガバナー月信  第８号

蔵王（樹氷）　Zao（Jyuhyo）

February

３ ガバナー月信  第９号

やまがた舞子　Yamagatamaiko

March ４ ガバナー月信  第 10号

郷土館　Kyoudokan

April

５ ガバナー月信  第 11号May

山形城  二の丸  東大手門　Yamagatajyou  Ninomaru  Higashiootemon

ガバナー月信  第 12号

梅花藻　Baikamo

June６
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

　ノハナショウブは、草原や湿地に自生する多年生草
本で、多くの園芸品種をもつハナショウブの原種とさ
れる植物です。ノハナショウブの特徴は、ハナショウブ
に比べて葉の幅が狭く、花被片（かひへん：花弁にあた
る部分）は赤紫色の一色で安定している点です。また、
外花被片（がいかひへん : 花の外側に位置する大きな
花弁状の部分）の基部には黄色い絵の具で一筆描いた
様な模様が見られます。横道にそれますが、アヤメで
は、この部分が網目状の模様になっているため「文目・
綾目（あやめ）」と名付けられたそうです。このほかに
も、よく似た植物にカキツバタがありますが、葉に中脈
（盛り上がった部分）が有るか無しかの違いで、有れば
ノハナショウブ、無ければカキツバタといったふうに
見分けることができます。
　ノハナショウブの開花時期は、ちょうど梅雨の時期
と一致します。アジサイと並び、静かに降る雨が花の美
しさをひきたててくれる植物のひとつです。（園内での
花期は、６月下旬から７月中旬）
　一年間、ご愛読いただきありがとうございました。

写真文章提供：山形市  野草園　伊藤　一

ノハナショウブ（アヤメ科）



<<
  /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




