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第第100100回回 イギリス・バーミンガム国際大会出席報イギリス・バーミンガム国際大会出席報告告

　国際ロータリー100回目の国際大会が、イギリ
ス・バーミンガムにて2009年６月21日～24日まで
開催されました。私はガバナーエレクトとして、
各クラブの信任状を持参し登録すべく参加してま
いりました。
　今年は世界的にインフルエンザが大流行してお
り、世界各地から多くの方が集まる大会の開催に
ついては大変危惧され、RIのほうでも最後まで開
催については頭の痛いことだったと思います。我
が天童クラブでも昨年からこの大会に参加すべく
仲間を募り計画をしてまいりました。第一回目の
出席登録には８名が名を連ね、天童東クラブから
２名の計10名の予定でありましたが、春にメキシ

コ発の新型インフルエンザ（豚インフルエンザ）
が発生し、アメリカに、そして世界に感染拡大。
警戒レベルも「フェーズ５」に引き上げられまし
た。マスコミの、テレビでの異常なまでの報道に、
我が仲間も参加の見直しをされ最終的には４名に
なりました。６月に入ると北半球は流行にも翳り
が出てきましたが、南半球で「フェーズ６」に引
き上げられての出発となりました。しかし、出発
するときには騒ぎも治まり、空港でも何事もなく
通過して機上の人となりました。
　第100回バーミンガム大会の委員長は田中作次
PGであります。国際大会推進委員会の委員は渡辺
好政PG、藤川享胤PG（当地区のPG）、多くの参加
者があればとの思いで参加いたしました。
　21日に開会致しましたが、それに先駆けて午前
７時から日本人親善朝食会が催され、多くの同期
ガバナーエレクトや第2800地区の仲間が顔を合せ
再会を喜び合いました。９時45分から国際大会本
会議が開催されて、参加登録者の発表がありまし
た。登録人数が15,000名とのことで、うち日本か
らは1,560名と多くの登録がありましたが先のイ

ンフルエンザの影響で実際
に参加をされたかどうかは
定かではありません。朝食
会には約1,000名ほどは出
席されていたように感じま
した。
　本会議はエド・フタ事務
総長の挨拶で始まり、韓国
の舞踊グループとテコン
ドーのデモンストレーショ
ンによる進行で国旗入場。
歓迎の挨拶は2009年バーミ
ンガム国際大会委員長の田
中作次PGが行いました。李　
東建RI会長が今年度行っ

国際ロータリー
第2800地区
2009～2010年度
ガバナー

佐藤　豊彦
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てきた「夢をかたちに」の
総括をし、残り少なくなっ
た今年度に感謝の言葉を添
えられました。
　“友愛の家”では、多くの
ロータリアンとの出会い・
バナー交換と交流を図るこ
とができました。日本から
は第2520地区と東京恵比寿
クラブのブースが活動報告
を通して頑張っておられま
した。分科会では様々な事
業について見聞きし、これ
からの活動に役立てる情報
を得られたりと、本当に素
晴らしい大会でした。来年はカナダ・モントリオー
ルでの開催が決定しておりますので、多くの方の
参加を期待しております。
　また、大会参加の中で、観光も一つの大きな楽
しみでありました。今回は、イギリスの湖水地方
とオックスフォード、ロンドンを満喫して参りま
したが、中でもイギリスの素晴らしさを感じた２
点を申し上げ大会参加の報告といたします。

１．ナショナルトラスト。民間人が資金を出し
合って素晴らしい自然や古い建築物を買い取り、
残していこうとする活動は意義深いと感じま 
した。

２．ロンドンでは、美術館や博物館は入場料が無
料でありました。“本物”を見て、感性を磨くこ
との価値を知っている、その感性に感動いたし
ました。

　英国バーミンガムにて国際大会が開催され佐藤
ガバナー夫妻とともに参加して参りました。大会
前に日本人朝食会があり、RI会長李東建氏ほか大
会委員長田中作次氏（八潮RC）が紹介されスピー
チがありました。
　開会式は午前と午後に分かれ15,000人のロータ
リアンが集い、韓国舞踊・テコンドーの演技の後、
加入150カ国の国旗入場があり、日本の国旗が入る
とことさら感激しました。来年開催のカナダ国旗
入場のときはひときわ高い歓声でした。プログラ

ムにはない潘基文国連事務総長の祝辞があり世界
ポリオ撲滅活動に対し賞賛されました。ジョン・
ケニー会長のお話は３日後の閉会本会議というの
で残念な思いでした。併設の友愛の家には80ほど
のブースがあり、RCの活動状況や物販がはなやか
に展示されていました。奥にはバナーを飾るコー
ナーがあり、ここで各国のロータリアンとバナー
の交換をし、あらためてRC会員としての喜びを体
感しました。

国際ロータリー年次大会に参加し国際ロータリー年次大会に参加してて

天童東ロータリークラブ
会長 水戸部　陽　一
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会員増強および拡大月間によせ会員増強および拡大月間によせてて

　会員の増強と会員の維
持は、各クラブ運営のみ
ならずロータリーの発展
にとって極めて重要な課

題であり絶えず議論され続けて来ております。近
年、特に当第2800地区だけではなく日本の全地区
において会員の減少が著しくなって来ております。
　各地区、各クラブの運営責任共々に会員の増強、
維持対策に努力されておられることではあります
が、これとした決め手が無いのが現状であります。
　当第2800地区においては、女性会員の拡大を目
指して努力しようとしている訳でありますが、必
ずしも良い結果とは言えません。他地区において
も地区として、各クラブ、各会員に対し、多くの
設問を設定したアンケート等を実施し、今後の増
強、会員維持の方法を探そうとしております。
　その中でも次の点が、主なアンケート内容と
なっているようです。 

１）現会員への取り組みについて

イ）会員への研修～より深くロータリーを理解
しよう

ロ）例会のもち方～会員卓話、家族例会を多く
しては

ハ）会員の顔はどうか
２）ロータリーをもっと社会に知らしめたい

イ）ロータリーと社会とのかかわりについて
PRを
ロ）ロータリーの考え方をもっとPR
ハ）ロータリークラブに入会するには

　特に現会員に対する研修の必要性と、会員相互
の親睦をどう深めるかという点が強調されている
ようです。当地区、各クラブにおいても共通した
点が指摘されていると思います。
　私も不勉強で抽象的な表現になりましたが、吉
田大委員長の元、会員一人一人が増強への強い意
識をもつことを前提として、いろいろな手法を実
践していくという事かも知れません。
　私も含め、各位の努力に期待致します。

パストガバナー
（米沢中央ロータリークラブ） 大　友　恒　則

　2009～2010年度のジョ
ン・ケニーRI会長の方針
「ロータリーの未来はあ
なたの手の中に」、第2800

地区佐藤豊彦ガバナーの方針「地球にやさしさを　
ロータリーに活力を」の下、会員増強・会員維持

に取り組んでいきます。
　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、

そして次は30名を目標に

・30名以上のクラブの場合は純増１名以上

会員増強・会員維持委員会大委員長
（山形北ロータリークラブ） 吉　田　眞一郎

会員増強・会員維持委員会 活動方会員増強・会員維持委員会　活動方針針
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・女性会員を増やそう

とあります。具体的な数字が掲げられている訳で、
この実践が委員会の目標になります。
　本年度の会員増強・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
動と、共通性のあるクラブ管理運営委員会からの
協力も得て、所期の目的を達成したいと思います。
（会員の現状）

　わが国のロータリークラブ会員数は、1997年６
月末に131,731名を記録して以降減少を続け2009
年２月末に95,504名になっています。第2800地区
においても状況は同じで、ピーク時2,460名在籍し
ていた会員数が、2009年２月末で1,849名まで減少
しています。
（会員減少の原因）

　現下の大不況の中で、ロータリーどころではな
い、という経済的問題が大きな原因ですが、それ
以外にも、若者を引き付ける「魅力」が従来のロー
タリー活動に欠けている（奉仕に力が入りすぎて
いて真の親睦が疎かになっているのではないか、
という指摘）、または十分にその「魅力」が発信さ
れていない点に注目する必要があります。毎年多
くの入会者を迎えますが、その一方でそれ以上の
退会者が発生するのも事実です。
（なぜ会員増強が必要か）

　会員を増強することは、ロータリーの未来を託
す人材を得ることであり、ロータリアンとして次
代への責任を果たすことです。ジョン・ケニーRI
会長も「私たち一人ひとりは、いわば過去を未来
へとつなぐ鎖の輪のような存在で、大いなるロー
タリーという伝統の一部をなしている」と述べて
います。会員増強はロータリアン最大の奉仕であ
り責任である、と言っても過言ではない、と存じ
ます。
（真の会員増強にどう取り組めばよいか）

　男女を問わず、ロータリーの誇りある精神に相
応しい人・成長が期待される人を勧誘する訳です
が、特に女性会員は全国で2009年２月末に3,891名

の在籍で、全体の比率は４％となっており、第2800
地区では同時期に74名の在籍で全国と同じ４％の
比率です。時代が変化し、職業につく女性は大幅
に増加し、それに伴って女性の経営者、管理者も
増加しています。ロータリーの精神に共鳴する女
性会員を積極的に勧誘する必要があります。
　佐藤ガバナーの活動方針に「ロータリーを学ぼ
う」があり、その中に「新会員にはインストラク
ターを、一ヶ月は手取り足取り」という項目があ
ります。従来、新会員にはおざなりの教育しか行
わず、その結果ロータリーの良さを体得しないま
ま、むしろ悪印象を持って退会するケースがまま
ありました。入会３年未満の退会者が多いことは、
このことをよく表しています。各ロータリークラ
ブ共、新会員に対する教育は強力に行わねばなり
ません。各クラブの教育的機能を高める必要があ
ります。
（会員増強・会員維持セミナーについて）

　地区内ロータリークラブの会員増強・会員維持
のアドバイス的役割を果たすために、ブロックご
と、６回の会員増強・維持セミナーの開催を予定
しています。基本的にガバナー公式訪問時に同じ
会場で、各クラブの会長、幹事、会員増強・維持
委員長、入会５年未満の会員を対象にして、７月
及び８月の二ヶ月で開催する予定です。セミナー
は、会員増強についての全国セミナーの報告の他
に、各クラブの会員増強への取り組み、そしてそ
れに関する悩み等をお互い語り合う場にしたいと
考えております。また大友カウンセラーに「ロー
タリーの基本」についてショートスピーチをお願
いしております。
　今回のセミナーを実施することによって、会員
増強に弾みが付き、会員減少に歯止めがかかりま
すよう、会員各位のご協力をよろしく御願い致し
ます。
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地 区 幹 事 挨 地 区 幹 事 挨 拶拶

　いよいよ佐藤年度がス
タートいたしました。
　会員の皆さまの暖かい
ご指導とご支援を心から

お願い申し上げます。
　私も地区幹事としてクラブと地区の良好な関係
を築くことができますよう、精一杯ガバナーを支
えていく所存でございます。佐藤ガバナーがノミ
ニー、エレクトを経てロータリーについて本当に
真剣に正面から向き合ってきたことを私は皆さま
にお伝え致したいと思っております。
　そうしたことの一つの具体的な形がすでにおわ
かりの通り組織にも表れていると考えております。

特に職業奉仕については殊の外ご自身の熱き思い
ひしひしと感じております。
　私は原点に立ち返ってもう一度、ロータリーを
見直してみようということと理解しております。
ロータリーは単年度事業が望ましいということを
考えればいろんな試みがあっていいと考えており
ます。会員の皆さまに地区としてどのようなサー
ビスが出来るのかということも念頭に置き、また
クラブの負担になることが無いように心して地区
運営に当たって参りたいと考えておりますので、
この１年間何卒宜しくご協力賜りますよう重ねて
お願い申し上げます。

第2800地区 2009～2010年度 地区幹事
（天童ロータリークラブ） 伊　藤　　　彰

 

　昨年ガバナー補佐に委嘱されて、この機会に今
一度ロータリー全般を見直し、新年度が始まるま
で再考して見ようと思いました。手元にある様々
な資料を引っ張り出し見てみましたが、ロータ
リー会員になり22年目になりますが、調べれば調
べるほど何も解っていない自分に唖然としました。
ロータリー綱領、４大奉仕、奉仕の実践に関する
決議23－34号について、第一ブロック新会員研修
会を開催し、そこで再度私も一緒に共に勉強しよ
うと今計画しています。
　96－97年伊藤PG．年度末の地区会員数は2,507名

第１ブロックガバナー補佐

加藤　　実
（酒田中央ロータリークラブ）

でしたが、今年度地区の予算は地区会員数1,800名
で組んでいます。世界的なこの経済情勢の悪化が
大きな会員減少の一因でしょうが、また他の要因
に、各クラブの退会したくない、入会したくなる
ような特色あるクラブつくりや活動が不足してい
るように私は思います。会員数が多ければ良い、
少なければ駄目だとはそんな事は言えませんが、
クラブを活性化するには、会員拡大は将来の為に
も重要な事だと思います。
　１業種１会員から５会員に、メイクアップの改
定や、個人奉仕が本質なのに、最近は団体奉仕が
多い、基本は変わってはいないと思いますが、何
でも有りのロータリーかと思われてしょうがあり
ません。ロータリー創設100周年が過ぎ、時代の変
化と共に、何か大きく変わりつつあるように思う
最近です。
　せっかく私に与えられたこの一年、ロータリー

ガバナー補佐メッセー ガバナー補佐メッセー ジジ
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の素晴らしさと、誇りを皆様と共に共有出来るよ
うに活動したいと努力しますので宜しくご協力お
願いします。

 

　今年度第２ブロックガバナー補佐を命ぜられま
した。私の能力以上の役であることは自覚してお
りますが、佐藤豊彦ガバナーと担当クラブのパイ
プ役として精一杯努力する所存ですので何卒宜し
くお願い申し上げます。
　昨年度末をもって退会される方が多くみられた
ことはとても残念です。それぞれの事情があり、
やむを得ない選択と納得しながらも、会員数の減
少はクラブにとって大きな損失であると同時に、
その地域にとってもマイナスになるのではないか
と思います。自らの職業に基づき率先して社会に
奉仕する心。仲間として心から打ち解けて語り合
い、通常では聞けないようなゲストの有益な話を
聞くことが出来る例会。私たちにはそうした素晴
らしい財産があるにも関わらず、私自身ロータ
リーに対する自信が揺らぐ時があります。
　ロータリーは樹に例えられます。活力の基たる
クラブ奉仕が根、職業奉仕を幹とし、地域へのや
さしさに通ずる社会奉仕・国際奉仕を枝や葉とし
て成長する樹。この樹を着実に成長させていくこ
とが自分の成長にもつながるのだと信じ、ジョン・
ケニーRI会長が述べるテーマ“ロータリーの未来
は私たちの手の中にある” のだということを自覚
しなければと思います。
　ロータリー104年の歴史の中から、基本事項一つ
一つについての意味をもう一度学び、ロータリー
クラブでなければ出来ないこと、ロータリーアン
だからこそ出来ることを改めて見出す一年にした
いと考えております。

第２ブロックガバナー補佐

丸山　俊男
（鶴岡西ロータリークラブ）

 

　2009～2010年佐藤豊彦ガバナーのガバナー補佐
として委嘱を受け、不肖、私が勤めさせていただ
くことになりました。先日、ガバナー補佐研修会
で安孫子貞夫パストガバナーの講義を受ける機会
がありました。ロータリークラブ入会当時のこと
がよみがえり「ロータリーの職業奉仕の理念」が
思い出されました。
　私は東根ロータリークラブに1984～85年に入会
させていただきました。
　入会と同時にロータリー理論の研究団体である、
千種会に入会して、ずいぶん熱心にロータリー理
論の勉強をいたしました。当時の東根ロータリー
クラブは仁藤清一先生が会長。大嶋勇四郎さんが
幹事でした。この二人はそのまま東北千種会の会
長と事務局長であったことの関係からのご縁であ
りました。この千種会の主宰は中央大学法学部長
の小堀憲助教授でありました。
　私は中央大学の卒業生であることから、その大
先生に直接お目に掛かり、ご挨拶申し上げ、先生
がご来訪の折には、その都度、運転手を申し出て、
直接ご指導を賜る機会を数多く持つことができま
した。
　一方、私は雑誌、商業界の商業界ゼミナールに
参加し、他方では、（財） モラロジー研究所の「三
方善経営」等の倫理的、道徳的な精神を実際の経
営に生かすことを学んでおりましたので、ロータ
リーの根本精神、ロータリーの職業奉仕の心をと
ても良く理解することができました。内容につき
ましては、クラブの卓話でお話し申し上げたいと
思っております。

第３ブロックガバナー補佐

横尾　昭男
（東根ロータリークラブ）
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　４回のガバナー補佐の研修会を経て、新年度が
スタートしました。
　入会して、まだ12年目の浅学非才の自分にこれ
からの一年間を無事に過ごせるかが心配ですが、
佐藤ガバナーの方針に添い更に各クラブのご指導
とご協力を得ながら、これからの一年間頑張って
参りますのでご協力宜しくお願い申し上げます。
　私は、ロータリーの例会は楽しくなくてはなら
ないと考えております。ロータリーの活動を世間
の人はどう見ているのか、夢を持って入会された
が退会も少なくない傾向にあり、会員の減少はク
ラブ活動の衰えにもつながると思います。
　会員数の維持が大変でしょうが、若人と先輩と
の話し合い、心と心の触れ合い、地球にやさしく、
地域のニーズに合ったロータリーを作っていくた
めにも、ロータリー各位の忌憚のない意見を拝聴
し、楽しい例会の場を作っていただける様お願い
致します。
　まず、各クラブ会員の顔と名前を覚える努力を
致しますので、絶大なるご支援、ご協力の程宜し
くお願い致します。

 

　2009年～2010年ガバナー補佐を拝命しました佐
藤と申します。職業分類は司法書士です。これか
ら一年間佐藤豊彦ガバナーのお手伝いをさせてい
ただきます。第４ブロックの皆様宜しくお願いい
たします。

第３ブロックガバナー補佐

吉田勘右ェ門
（村山ロータリークラブ）

「共にロータリーを
勉強しましょう」

　
第４ブロックガバナー補佐

佐藤　榮一
（寒河江ロータリークラブ）

　さて、今年度のRIテーマは「ロータリーの未来
はあなたの手の中に」、地区の目標は「地域にやさ
しさを　ロータリーに活力を」と定められました。
その実現に向けて微力ながら努めてまいりたいと
思っております。
　佐藤豊彦ガバナーは、その活動方針の中で、ロー
タリーのことをもっと勉強してよく理解するよう
に強調しております。特に「ロータリー綱領」と「決
議23－34」を理解するように言われております。
これは、ロータリーの奉仕に関する基本の部分で
あると思います。ロータリーにおける奉仕とはど
のようなものかを、初心に帰って考えてみたいも
のだと思っております。
　「不易流行」という言葉があります。その時々の
世情に合わせてロータリーの活動内容は変わるか
も知れませんが、基本である「個人奉仕の原則」
を忘れてはならないものだと思います。
　この一年間、クラブとガバナー（地区）との橋
渡し役として一所懸命努めてまいりたいと考えて
おりますので、宜しくお願いいたします。

 

　第５ブロック、2009～2010年度ガバナー補佐を
担当させていただくことになりました山形南ロー
タリークラブの菊川明です。職業分類は民事弁護
士。1967年12月24日千葉県生まれ、1984年６月に
入会しました。
　ロータリーの創始者であるポール・ハリスが淋
しい毎日から逃れ、心の友を求めてロータリーク
ラブを作ったように、私も紛争解決という裏街道
の毎日で疲れた心を癒してくれる場を求めてロー
タリーに入会しました。その頃始めたゴルフ仲間
も欲しかったのです。ゴルフには必ず出席しまし
たが、例会はあまり出席せず不良会員でした。と

「善意はまず
あなたから」

　
第５ブロックガバナー補佐

菊川　　明
（山形南ロータリークラブ）
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ころが1998～1999年の林会長（元山形大学附属病
院長）の時、幹事を指名されました。あわててロー
タリーの勉強をしました。
　その時出会ったのが、前原勝樹著書（桐生RC創
立会員、第355地区パストガバナー1991年没）の
「ロータリー入門書」でした。今回ガバナー補佐就
任に際して、もう一度読み返してみました。著書
はロータリーについて次のように語っています。
「もし善意というものがないならばロータリーは
ただの社交クラブだ。職業は金儲けでしかなく、
社会奉仕というのも施しにすぎず国際奉仕は外交
以外の何ものでもない」ここでひとつの挿話を申
し上げます。ある先輩ガバナーのお話です。その
方が公式訪問の際、宿に泊まって按摩さんを呼ん
だ。そして治療中に「ロータリーのことを知って
ますか」と聞いたところ「知ってますよ、旦那方
の結構なお集まりだそうで、この間もあの白い杖
をいただきました」と。更に「ところでロータリー
のことをどう思いますか」と聞いたところ、「白い
杖は方々からもらって五本も溜まりました。杖を
下さるのもいいが交差点で手を引いて渡してくれ
た子供さんの方がずっとありがたかったですよ」
と。ここに善意の問題がある。
　ロータリーは、その職業業務の忙しさにかまけ、
緊張の連続のために、善意を発散出来にくい実業
家、専門家の埋もれたその善意を発掘して高揚し、
湧き上がった善意に奉仕という方向付けをなし、
これを実践に移す勇気を与えるのを目的とした会
合であります。
　そしてこの奉仕の精神は人間同士が深い信頼と
友情によって結ばれた時に初めて発揚出来るもの
ですから、ロータリーの出発点は親睦活動であり、
例会出席によって親睦が生まれそこから奉仕の理
想が高揚される。こうして生まれた奉仕の精神を
実践に移すにあたっては会員の誰でもが職場とい
う身近な舞台を持っています。ここに職業奉仕が
生まれこの職業奉仕こそがロータリーの本質であ
り、また社会奉仕、国際奉仕の出発点となります。
　佐藤豊彦ガバナーも職業奉仕に力を入れたいと

言っています。善意をどのようにして実践するか、
皆さんと共に、私も真剣に考えたいと存じます。

 

　毎年７月にロータリークラブは新体制で新しい
年度を迎えるころ、気候もすっかり梅雨を迎え、
暑さも一段と蒸し暑く、誰もが冷たい水が恋しく
なります。その一口は命の隅々まで活かしてくれ
る有難い水です。ところが生きとし生けるものの
すべての命の源であるはずの水が、ときには豪雨
や洪水となり人々を恐怖に落とし入れる事があり
ます。そのひとつの例としても、よくテレビニュー
スでマイクを向けられて被害にあった土地のおば
ちゃんが「私が嫁に来て50年もなるがこんなこと
初めて」と言っている。画面のむこうに山崩れが
映っている。
　本当に水の力は恐ろしいと思います。
　今、世界中でこの水が注目されている。大事な
飲料水や農耕に、地球には本当に真水が少ないよ
うです。しかし、この様に地球の環境が激変する
のでは、とうてい水は人々の自由にはならない。
私の所属クラブ山形東の磯山智SAAは水の奉仕
をされている。それも社員や地域の人達とともに、
休みの日なども森へ入る。全社的な活動の様です。
磯山智SAAはアサヒビール山形支社長です。地域
の水を大切にしなければならない。そして水を大
切にしないと旨いビールを造れないと磯山智
SAAは言う。誠に有難いことに日本ではピクニッ
クに行っても、山に行っても、行く所々においし
い水がある。それもきれいか汚いかの判断で水を
飲むことが出来る。
　世界の国々にはどんなきれいな水でも安全か危
険かで判断して水を飲む人達が多いと言う。何と
日本は幸せなことか。だが、その日本にも水への

「地球に清らかさを
地球に優しさを」

　
第５ブロックガバナー補佐

安部　政昭
（山形東ロータリークラブ）



GOVERNOR’ S  Monthly  Letter　2009年８月号10

汚染が広がってきました。月山の雪、蔵王の雪を
見ても汚染が進んでいる。リンが検出されたと聞
く。今年のRIジョンケニー会長は、協調継続事項
第一に水保全を挙げられた。そして第2800地区佐
藤豊彦ガバナーは地域にやさしさをと説かれてい
る。そして今年は、職業奉仕を重点活動にされま
した。経済活動が停滞し誠に厳しい年度です。「い
や大変なときに受けてしまったなぁ」と言う思い
が強いですが「地球に清らかさを、地域にやさし
さを」に思いを込めてお手伝いさせて頂きますの
で、どうぞ皆様宜しくご指導をお願い申し上げま
す。

 

　昨年にガバナー補佐という大役をお引き受けし
たことに浅学非才の私はロータリーの知識の無さ
に、あらためて思い知らされておるところであり
ます。しかし、反面この一年間、良い機会と捉え
て第６ブロックの皆様から、ご協力を得ながら精
一杯、勉強をしてまいる所存であります。いま、
私が担当する第６ブロックのＡ地区は折しも今、
話題になっておりますNHKの大河ドラマ「天地
人」の舞台になっております上杉藩、米沢の４ク
ラブと川西、高畠ロータリーの６クラブを担当し
ております。上杉謙信公の「義」と直江兼続の
「愛」であります、佐藤ガバナーの地区目標は「地
域にやさしさを　ロータリーに活力を」という
テーマでありますが、置き換えてみますと「地域
に愛を　ロータリーに義を」という事にも通ずる
ものではないかと考えを私なりに述べさせていた
だきました。佐藤ガバナーの考え、方針を出来る
だけ私なりに解釈をして、ロータリアンの皆様に
お伝えして行くつもりであります。そして佐藤ガ
バナーの良き橋渡し役として一年間、頑張ってま

第６ブロックガバナー補佐

大浦　英祐
（高畠ロータリークラブ）

いる所存でありますので宜しくご指導賜りますよ
うお願い申し上げます。

 

　1986年はからずもロータリアンとして仲間に入
れていただいて、早23年、多くのロータリアンと
の出逢いは何よりの宝物です。ところが近年、仕
事の都合により例会出席が出来なくなり、また、
会員の減少によるなど年々新しい方々との出逢い
が少なくなり、少々淋しい思いをしていたところ
に、佐藤豊彦ガバナーより第６ブロックのAGの指
名を受けおどろいております。
　十分なアシストが出来るのか誠に不安でありま
すが、新しい出逢いがあることを楽しみに頑張っ
てまいります。
　さて、今年は「ロータリーの未来はあなたの手
の中に」のRI会長テーマのもと、佐藤ガバナーは
会員増強も大きなテーマとし、「増強だけでなく、
勧誘のエネルギーを会員の維持に注ぐように」と
言われております。会員が少なければ少ない中で
の会の運営に力を注ぐことが佐藤ガバナーへのア
シストと考えております。
　皆様のご支援とご理解をお願いいたします。

「AGとしてのおもい」
　

第６ブロックガバナー補佐

三浦　信英
（白鷹ロータリークラブ）
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ガガバナー公式訪バナー公式訪問問

山形南ロータリークラブ
　７月７日、佐藤ガバナーの最初の公式訪問が、前年度武田ガバナーを輩出

した山形南クラブで実施されました。会員数58名で創立39年目のクラブであ

り、老若バランスのとれた和気あいあいとしたクラブです。会長幹事会においては長沢会長のロー

タリーにかける熱意がひしひしと伝わってきました。クラブ協議会では各委員長の素直な意見に心

打たれました。佐藤ガバナーも初めての公式訪問であり、緊張の中にロータリーにかける思いを語っ

ていただきました。一年の大役を終えられた武田直前ガバナーも例会に出席していただきました。

　「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、昭和45年に設立された皆様の資料室です。
ロータリー関係の文献や資料など約２万数千点が収集整備され、ロータリアンの皆さんのご利用に備えております。
　文献資料は自由に閲覧できますが、貸し出しには制限があります。コピーサービスや電話、書面などでのお問い
合わせを承ります。各クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備え付けてあります。
　また、ホームページでも調べることもできます。

 ロータリー文庫 　　所在地：〒105－0011　東京都港区芝公園２丁目６番15号　黒龍芝公園ビル３Ｆ
　　　　　　　　　　ＴＥＬ：03 （3433） 6456　FAX：03 （3459） 7506　http://www.rotary-bunko.gr.jp/

◎ 「ロータリーの基本精神としての『サービス理念』と
『職業奉仕』」　菅生　浩三　2009　４ｐ（D.2660月信）
◎ 「これからのロータリー」　渡辺　好政
　2009　６ｐ（D.2690地区大会記念誌）
◎ 「約束を守ろう！ポリオ撲滅」　岩渕　均
　2009　８ｐ（D.2770月信）
◎ 「一九一一年のロータリーのToleration（寛容）と
Philosophy（哲学）」　坂本　俊雄

　2009　１ｐ（D.2750新会員研修セミナー研修資料）

◎ 「ロータリーの奉仕・Serviceをめぐる一〇年間の大
議論　一九二三年の二三－三四号決議」　坂本　俊雄

　2009　２ｐ（D.2750新会員研修セミナー研修資料）
◎ 「貧困への挑戦　識字プロジェクト」　竹腰　兼壽
　2009　１ｐ（D.2630月信）
◎「ロータリーにおける社会奉仕について」　勝野　露観
　2009　10ｐ（D.2640月信）
◎ 「ロータリーの職業倫理訓逐条解説（10） ～ （12）」
　青木　伸翁　2009　３ｐ（D.2770月信）

［上記申込先：ロータリー文庫（コピー／PDF）］

 ロ ー タ リ ー 情 報

文 庫 通 信文 庫 通 信文 庫 通 信文 庫 通 信 （NO.262）

2009.７.７
(火)
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2009～2010年度　国際ロータリー第2800地区　名簿
52ページ
ロータリー財団委員会委員　管　滋徳　とありますが　
ロータリー財団委員会委員　菅　滋徳　の間違えでした。
ここに訂正とお詫び申し上げます。

訂　正
月信７月号　13ページ
『米沢おしょうしな幹事　変更のおしらせ』の記事で、
ふりがな『ほらうち　ひよと』とありますが
　　　　 『ほらうち　きよと』の間違えでした。
ここに訂正とお詫び申し上げます。

訂　正

中山ロータリークラブ
例会場移転のお知らせ

新例会場　 ひまわり館

例 会 日　 毎週月曜日　PM０：15

住　　所　 〒990-0402
　　　　　 東村山郡中山町いずみ101

Ｔ Ｅ Ｌ　 023－662－5760

事務所は同じです。宜しくお願いします。

中山RC 会長　工藤　芳夫

おしらせ

締切日金　　　　額送金項目
2009年
７月31日上期（＄12×レート） ×購買者数RI公式機関雑誌

ザ・ロータリアン

①
Ｒ
Ｉ
関
係

2010年
１月31日下期（＄12×レート） ×購買者数

訂正前　上期（＄ ６ ×レート）×購買者数　下期（＄ ６ ×レート）×購買者数
訂正後　上期（＄12×レート）×購買者数　下期（＄12×レート）×購買者数

隔 ※表は訂正後です

月信７月号　10ページ
『2009～2010年度　国際ロータリー第2800地区　送金カレンダー』の記事
に訂正があります。ここに訂正とお詫び申し上げます。

訂　正 訂　正

月信７月号　表紙（左下）

RI理事　小沢一彦
　　　　　とありますが

RI理事　黒田正宏
　　　　　の間違えでした。

ここに訂正とお詫び申し上げ
ます。

第2550地区　地区大会に参加してみませんか
　藤川亨胤パストガバナーが、10月24日・25日に開催予定の第2550地区　地区
大会（宇都宮）におけるRI会長代理に就任されました。
　これを機会に第2800地区のロータリアンの皆様、第2550地区　地区大会に参
加してみませんか。

おしらせ

東根ロータリークラブ
例会日変更のお知らせ

例会日が金曜閣木曜に変更になります。
宜しくお願いします。

おしらせ

新新入会員紹入会員紹介介

星川　　州 君
所属クラブ：酒田スワンRC
入会日：2009.7.1
職業分類：建築資材
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ホストクラブ：天童ロータリークラブ　 コ・ホストクラブ：天童東ロータリークラブ・天童西ロータリークラブ
ガバナー事務所  〒994－0025  天童市鎌田本町3－3－33  TEL.023（666）7777  FAX.023（666）7778  e-mail:office2009@rid2800.jp

10／3（土）
ほほえみの宿「滝の湯」

●第１回本会議

●会長幹事会議

●基調講演　　●エクスカーション

2009－2010
国際ロータリー第2800地区
ガバナー

佐　藤　豊　彦

2009－2010
国際ロータリー第2800地区
地区大会実行委員長

山　本　惣　一

10／4（日）
天童市市民文化会館

●第２回本会議

●記念講演　講師：松平　定知 氏（NHKキャスター）
●懇親会
　ほほえみの宿　「滝の湯」

人集う街天童で

2009～2010年度
国際ロータリー第2800地区

春 夏

冬
人間将棋 天童夏まつり天童夏まつり天童夏まつり

平成鍋合戦平成鍋合戦平成鍋合戦

ホストクラブ：天童ロータリ
ガバナ 事務所 〒994 0025 天

ほ

●

●

●

天

●

●

●
　

国際ロ タリ 第

地
区
大
会

月 日 日10 3 4土 日



 日 曜 日 地区行事 【公式訪問】
第３ブロック（Ａ）職業奉仕セミナー

第２ブロック会員増強・会員維持セミナー

第10回ロータリー日韓親善会議（ソウル）

第１ブロック職業奉仕セミナー

第４ブロック職業奉仕セミナー

インターアクト年次大会
（朝日自然観）

国際親善奨学生選抜テスト（山形）
第２ブロック・第３ブロック（Ｂ）職業奉仕セミナー

第４ブロック会員増強・会員維持セミナー

社会奉仕・米山奨学セミナー
（山形市　パレスグランデール）

第６ブロック会員増強・会員維持セミナー

新庄あじさい

米沢

中山

遊佐

八幡

川西ダリア

東根

寒河江さくらんぼ

山形西

南陽東

長井中央

寒河江

鶴岡西

米沢上杉

米沢中央

高畠

河北

山辺

酒田湊

立川

2009.August
Rotary International District 2800
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佐藤定四郎先生コラム

ネムノキ（マメ科）
　ネムノキの花は、夏を代表する花です。

　ネムノキの花が咲きはじめる頃になると、夏休みを迎え

て喜ぶ子どもたちの声が、舞鶴山のあちこちから聞こえて

くるようになります。

　花は夕方開花します。がくや花びらは、小さくて目立た

ないが、おしべは糸状に長く、きわめて美しい花を咲かせ

ます。根元が真っ白で、先にいくほど濃い紅味を帯び、扇の

ように広がって咲く花の様子は、上品な絹糸細工の剥毛の

ようでもあります。暑い真夏の太陽の下に咲く花とは、とて

も思えない、繊細なやさしさを感じさせます。

　夜になると、羽状の形をした葉の小葉が、閉じて垂れ下

るところから、ネムノキの名前が生まれました。

8月の地区スケジュール

〒994-0025  天童市鎌田本町3-3-33
TEL.023-666-7777　FAX.023-666-7778
E-mail  office2009@rid2800.jp

■ガバナー事務所

国際ロータリー第2800地区
2009年-2010年度ガバナー

佐　藤　豊　彦   Toyohiko  Sato
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