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11 11月はロータリー財団月月はロータリー財団月間間

　10月３日、４日は両日共に晴天に恵まれました。

此処“将棋といで湯とフルーツの里”天童に於い

て、RI会長代理に道下俊一様・敏子様御夫妻をお

迎えして開催致しました。国際ロータリー第2800

地区・2009～2010年度の地区大会は御蔭様で盛況

の内に終了する事が出来ました。この度の大会の

コンセプトを職業奉仕に置き、感動と感激の２日

間になりました。御参加下さいました会員の皆様、

御家族の皆様の御協力と温かい御支援に心より感

謝申し上げます。

　尚本大会終了後に寄せて頂いたFAXや御手紙

には、素晴らしい大会だったとの御褒めの言葉を

多数頂戴し、私自身も感激致しました。本当に有

り難うございました。

　11月はロータリー財団月間になっております。

ロータリー財団は会員の皆様から寄付を戴く事だ

けが先行してしまい、何時も心苦しく思っており

ます。

　ロータリー財団は素晴らしいプログラムで世の

為、人の為奉仕すべく、教育的プログラム、人道

的プログラム、ポリオ・プラス・プログラムに力

を入れ、多くの事業に取り組んでいるのです。

　皆様がロータリー財団プログラムに関心を示し

て下さる事が、結果として寄付に繋がるものと

思っています。

　私達の寄付金の使途をここに整理してみたいと

思います。

　第2800地区では年間20万ドルの寄付目標を設定

しております。20万ドルが達成されると３年後に

は10万ドルが返還され、当地区で使用可能となり

ます。

　これをシェアシステムと言います。因みに20万

ドルを寄付すると、50％をWF・国際財団活動資

金、もう片方の50％をDDF・地区財団活動資金に

10万ドルずつ分配されます。そしてDDFの10万ド

ルを当地区で使用可能となります。この内の80％

を教育的プログラムに、20％を人道的プログラム

に充当します。

◎教育的プログラムは国際親善奨学金（因みに、

今年度は３名の学生を送り出します。）

　１人に24,000ドル、３人で72,000ドルとなります。

◎人道的プログラムは地区補助金として25,000ド

ル弱を地区で使用しています。

　残りはポリオ・プラス・プログラムに充当出来

ればと思っています。

　このように、世の為、人の為に役立つのであれ

ば、11月のロータリー財団月間はロータリー財団

に対する理解に繋がると思います。

　日を追う毎に円高の勢いは増すばかりで、ポー

ル・ハリス・フェローは1,000ドルです。１ドル360

円と比較すると大変な割安感があると思います。

目標に向けて皆様の御協力宜しく御願い致します。

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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―ロータリー財団月間に寄せて ―ロータリー財団月間に寄せて――

　今月（11月）は、ロー
タリー財団月間です。皆
様には、日頃より、ロー
タリー財団へのご理解と

ご協力につき、心より感謝申し上げます。
　ロータリー財団は、不況下における投資の「失
敗」により、2009年６月現在で、１億6,000万ドル
の損失を受けました。ただ、今後、回復の可能性
はあります。しかし、WF（国際財団活動資金）
は、大きなダメージを受けています。また、公表
されていませんが、恒久基金（約６億ドル）の残
高がどうなっているかが、気がかりではあります。
このような状況下において、マッチング・グラン
ト、財団奨学生、GSEに影響が出始めています。
マッチング・グラントでは、予算が削減され、WF
をDDFで置き換える必要が出てくる場合が生じ
ています。財団奨学生についても、文化研修と、
マルチイヤーは終結しています。さらに、GSEに
ついても、隔年となり、WFの使用ができなくなっ
ています。そして、2013年度で、GSEプログラム
は終了します。したがって、当地区では次年度に
迎え入れ、次々年度に送り出しということで、最
終となる見通しです。
　皆様から、ご寄付をいただいている年次寄付に
つきましては、例年、１人120ドルの目標をクリア
していますので、今年度も大丈夫と確信しており
ます。但し、送金の最終期限が2010年度の５月末
日ですので、これを経過しますと年次寄付ゼロク
ラブとなってしまいますので、事務局の担当の方
に、ご注意を促していただければ幸いです。
　また、ポリオプラスに関連して、２億ドルチャ
レンジの問題があります。2009年６月現在、9,170
万ドルの寄付が寄せられています。奨励されてい
る寄付額は、今年度から、各クラブ宛、年間2,000
ドルを３年間というものです。各クラブのご判断
にはなりますが、送金の際は、「２億ドルチャレン
ジへ」と明示されて下さい。なお、認証ポイント
は、クラブにつきます。
　地区としては、DDFの20％の寄付を検討してみ
たいと考えています。この場合、RI会長と、ロー
タリー財団管理委員会委員長の署名入りの感謝状
が贈呈されます。また、DDFの１ドルに対し、50
セントのWFの組み合わせが可能ではあります。
　さて、地区補助金についてですが、今年度は、
11クラブからその申請がありましたが、補助金委

員会での審査の結果、８クラブが承認されました。
毎年度のことですが、「人道的プログラム」に該当
しない内容が目立っています。剣道大会、サッカー
大会、野球大会、交流会、コンサートなどは、一
切認められていない状況です。高齢者、障がい者、
外国人を対象に、ロータリークラブが主催しての
プログラムということでないと、「エバンストン」
が認めないのです。その結果、補助金の返還が求
められるのです。この点をどうかご理解下さるよ
うにお願い申し上げます。前年度の最終報告につ
いても、４クラブのプログラムにクレームがつい
て、まだ「クローズ」にならず。今年度の地区補
助金の送金がなされていません。全て、「教育的プ
ログラム」であって、「人道的プログラムではない」、
「ロータリークラブが主催ではない」というのが理
由なのです。
　2013－2014年度からは、新地区補助金制度が始
動します。新地区補助金、グローバル補助金の区
分のもと、ますます、「国際的人道的プログラム」の
方針が強化されます。ただ、新地区補助金につい
ては、地区内の判断のみで可能にはなりますが、
ここに、財団奨学生の費用も入ってきますので、
DDFが３年前の年次寄付の50％になるといっても、
地元で「教育的プログラム」にも、使えるようにな
る補助金額は、かなり制約されることになります。
　当地区のロータリーカードの発行枚数は、2009
年６月現在、145枚ですが、本年度、改めて各クラ
ブ３枚をお願い致しておりますので、本年度中に
は、200枚は突破できるものと期待しています。
　この11月17日に、ロータリー財団地域セミナー
があり、引き続き、同月28日には、地区財団セミ
ナーが設定されています。大きく変動する財団制
度の内容について、同機会に、皆様に、重ねて、
ご説明させていただきたいと思います。

追記
　各クラブに、相当程度の認証ポイントが貯まっ
ています。会員１人に対し、1,000ポイントをクラ
ブ会長が移譲しますと、そのクラブ会員を、ポー
ル・ハリス・フェローにすることができます。
　この手法で、クラブ会員全員を、ポール・ハリス・
フェローとして、100％ポール・ハリス・フェロー・
クラブになりませんか！日本事務局財団室に、い
つでも申請ができます。各クラブの認証ポイント
数は、上記のセミナーの際にお知らせ致します。

ロータリー財団委員会大委員長
（鶴岡西ロータリークラブ） 池　田　德　博
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ガバナーエレクト事務所開設祝賀会報ガバナーエレクト事務所開設祝賀会報告告

　国際ロータリー第2800
地区2009－2010年度ガバ
ナーエレクト事務所開設

祝賀会を９月25日 （金）東京第一ホテル鶴岡にて開
催致しました。
　佐藤智志鶴岡市副市長、飯野準治鶴岡商工会議
所副会頭、佐藤豊彦ガバナー、第２ブロック加藤
有倫PG、藤川享胤PG、石黒慶一PG、第１ブロッ
ク関原亨司PG、武田和夫直前Ｇ、丸山俊男第２ブ
ロックAG、地区役員、第２ブロック会長・幹事・
会長エレクト、鶴岡ロータリークラブ会員総勢55
人のご出席を頂き開催致しました。
　開会の挨拶は、加藤恒介ガバナーエレクト事務
所開設祝賀会実行委員長より行われ、ホストクラ
ブ挨拶では、富樫松夫鶴岡RC会長より行われまし
た。そして、佐藤豊彦ガバナーより見に余る励ま
しの言葉とご挨拶を頂きました。塚原初男ガバ
ナーエレクトは、「責任の重さに身の引き締まる思

いです。皆様のご期待に応える様に一生懸命頑張
ります」と抱負をのべられ、挨拶されました。
　ご来賓として、佐藤智志鶴岡市副市長様、加藤
有倫PGより大変ご丁重なるご祝辞を頂きました。
そして佐藤豊彦ガバナーと富樫松夫鶴岡RC会長
より「事務所開設祝金」を贈呈して頂きました。
　次年度の地区スタッフを紹介し、各スタッフの
皆様も次年度に向けて決意を新にされた事だと思
います。
　引き続き祝宴に入り、藤川享胤PGのご発声によ
り乾杯、和やかな、そして友情に満ちた祝宴にな
りました。最後に「手に手つないで」を合唱し、
石黒慶一PGの中締めご挨拶と塚原初男ガバナー
ノミニーの船出を祝して万歳三唱で終宴しました。
　２年間ガバナーエレクト事務所、そしてガバ
ナー事務所として、スタッフ一同努力して参りま
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。

次年度地区幹事
（鶴岡ロータリークラブ） 丸　山　隆　志

2009～2010年度国際ロータリー第2800地区第一回諮問委員会報2009～2010年度国際ロータリー第2800地区第一回諮問委員会報告告

　平成21年９月６日 （日） 午前10時30分より天童市
の「ほほえみの宿　滝の湯」において、「第一回諮
問委員会」が開催されました。
　佐藤豊彦ガバナーはじめ、武田直前ガバナー、
そして多くのパストガバナー、直前年度・当年度・
次年度の地区幹事や地区資金委員長など25名参加
されました。
　佐藤ガバナーが議長となり直前年度の地区資金

報告や活動報告、今年度地区大会関連や活動報告、
地区内旅費規程やガバナー事務所開設費の資金融
通など多くの議題が審議されました。
　パストガバナーの皆様より、さまざまなご指導
を頂き有意義な会議となりました。
　第二回目の諮問・指名委員会は11月28日 （土） 天
童市「ほほえみの宿　滝の湯」にて開催されます。
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ガバナーエレクト研修セミナーGETSに参加しガバナーエレクト研修セミナーGETSに参加してて

　黒田正宏RI理事、松本
茂太郎、石黒慶一、仲田
昌弘３氏をRI研修リー

ダーとするGETSが、９月11・12の両日、東京都
港区のグランドプリンスホテル新高輪で開催され、
夫婦で参加して来ました。次のガバナーを担当す
る2010－11年度に備え、GETSに出席すること、
というGE責務の１つをクリアするためです。参加
者は、全国34地区からのGE32名（２地区当日現在
未定・後日決定）と各配偶者26名、役員12名と石
黒研修リーダー夫人を含む各夫人７名、ゲスト９
名、事務局５名、合計91名でした。
　黒田RI理事から、日本や各地区の良き伝統を守
りながら、世界情勢に遅れないよう努力して欲し
い、との歓迎挨拶の後、松本リーダーからGETS
の趣旨と国際協議会について解説がありました。
　引き続き、毎回半数の16地区を１グループに再
編成し直すグループ討論会が、次の９テーマにつ
いて実施され、筆者は同地区出身の石黒研修リー
ダーから、３テーマについてご指導を受ける幸運
に恵まれました。
　責務および目標設定、地区リーダーシップ・プ
ラン（石黒）、コミュニケーション（石黒）、地区
指導者の育成、会員増強、寄付増進とシェア、ロー
タリー財団プログラム、奉仕プロジェクト（石黒）、
RIからガバナーへの支援業務。
　配偶者プログラムは以下の９テーマでした。 

妻は、ここでも石黒研修リーダー夫人から３テー
マについてご指導を受ける幸運に恵まれました。
　国際ロータリーについて、配偶者の心得とロー
タリーの楽しみ方、ロータリーの歴史と理念、ロー
タリー米山記念奨学生スピーチ、懇談会（石黒夫
人ほか）、ロータリー財団について、国際協議会の
予備知識（石黒夫人ほか）、国際協議会イベントへ
の準備（石黒夫人ほか）、世界平和フェロースピーチ。
　なお、国際協議会イベントへの日本からの出し
物には、新東京音頭が選考されました。そのため、
VTRを購入し、夫婦して苦手な踊りの練習に励ま
なければならないということでした。
　配偶者同席の全体会議では、ロータリーの地域
雑誌、ロータリー米山記念奨学会プログラム、国
際協議会の予備知識、RITSによる国際協議会旅行
について解説があり、参加者一同理解を深めました。
　また、夕食懇親会の名刺交換では、夫婦写真入
り名刺が好評でした。

ガバナーエレクト
（鶴岡ロータリークラブ） 塚　原　初　男
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国際ロータリー第2800地区 2009年度～2010年度国際ロータリー第2800地区  2009年度～2010年度  地区大会を終えて地区大会を終えて

　国際ロータリー第2800
地区、2009～2010年の地
区大会が2009年10月３日

 （土） ～４日 （日） の２日間、RI会長代理道下俊一様
ご夫妻をお迎えし、素晴らしい秋晴れに恵まれま
した、将棋と温泉とフルーツのまち、天童市にお
いて開催されました。RI会長代理道下俊一様ご夫
妻のご来訪を心から感謝申し上げますと共に、RI会
長代理として、道下俊一様をご指名下さいました
ジョン・ケニーRI会長に心から感謝の意を表します。
　また、本大会に山形県知事吉村美栄子様、天童
市長山本信治様、天童商工会議所会頭押野宏様の
ご臨席を賜り、さらに地区内外から多くのロータ
リアンの皆さまのご参加を頂き、また、天童ロー
タリークラブの姉妹クラブである福島県喜多方
RCの皆さまのご参加を頂き、ここに盛大に地区大
会を開催できました事に対し、大会実行委員会を
代表致しまして心より御礼申しあげます。
　基調講演では、安孫子、藤川、大友の３人のパ
ストガバナーによるパネルデスカッションをお願

い致しました。104年のロータリーの歴史を振り返
り、現在のロータリーを検証し、これからのロー
タリーは如何にあるべきか等々、説得力のある、
その豊富な体験を通してのお話は、私達にその道
しるべを強く明示してくれたものと思います。
　記念特別講演は、NHKキャスター松平定知様に
お願い致しました。戦国武将を通してのリーダー
シップの在り方、また、歴史を通しての経営学に
係る、示唆に富んだ松平様のお話は、私達に深い
感銘を与えて下さいました。
　会員が一同に会し、語り合い、友情を深めあっ
た会員懇親の夕べでは和やかに、ごゆっくりと楽
しんで頂き、すてきな交流の場になったのではな
いかと自負しているところであります。
　終わりに、本地区大会に参加して下さいました
ロータリアンの皆様、そして本大会に協力して下
さいました、コ・ホストクラブの天童東RC、天童
西RCの皆様に感謝と敬意をこめ心から御礼申し
上げます。有難うございました。

大会実行委員長
（天童ロータリークラブ） 山　本　惣　一

地区委員長会議 RI会長代理を囲む昼食会 会長・幹事・地区委員長会議

基調講演 RI会長代理　ご夫妻歓迎晩餐会
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佐藤豊彦ガバナー挨拶 祝辞　吉村美栄子　山形県知事 祝辞　山本信治　天童市長

道下俊一　RI会長代理挨拶

記念事業発表及び　記念品贈呈 Ｒ財団国際親善奨学生紹介 青少年交換留学生紹介

米山奨学生と米山学友会紹介 インターアクトクラブ紹介 ローターアクトクラブ紹介

記念講演　講師　松平定知 氏 地区表彰式 会員懇親の夕べ　ほほえみの宿「滝の湯」

会員懇親の夕べ　ほほえみの宿「滝の湯」

歓迎の挨拶　山本　晃　天童RC会長山本惣一　大会実行委員長挨拶
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ガガバナー公式訪バナー公式訪問問

遊佐ロータリークラブ
遠藤芳文　会長、石垣孝恭　幹事
於／遊楽里
　会長、幹事会には次年度の佐藤エレクトも出席
してもらいまた、鈴木事務局長も同席され、会長
より７月の年度初め前後にチャーターメンバーの
大滝俊介氏と入会30年の斎藤良太氏が残念なが
ら逝去され11名のメンバーでのスタートですと
報告を聞き、ガバナーより経験豊富なロータリア
ンの訃報に対し、哀悼の言葉から始りました。
　遊佐RCは10月24日に創立40周年記念式典を挙
行する歴史あるクラブで、佐藤ガバナーは以前
ロータリーの勉強会に来たことがあり、共に過っ
て一緒に勉強した遊佐RCメンバーを懐かしんで
いました。30名以上の会員が在籍していた時もあ
るクラブの会員増強について熱く語るガバナーの
姿が印象に残りました。夕方、鳥海山の伏流水で
育った岩ガキを肴にしての遊佐RCの歓迎会は、隣
町象潟RCの秋田第
2540地区村上ガバ
ナー夫妻も来てくれ
て佐藤ガバナーも勇
気を貰ったようです。

報告：加藤AG

2009.8.11(火)
八幡ロータリークラブ
丸藤只孝　会長、阿部　昭　幹事
於／八森山荘
　八幡クラブを佐藤ガバナー、鈴木事務局長と訪
問し、お盆休み前の最後の公式訪問で、11時より
会長・幹事会、クラブ協議会、例会と連続して行
いました。
　地区内では会員４人と最小のクラブですが、今
年度も地区の助成を受ける事はしないで、４人で
出来うるクラブ運営、活動を行いたいとまた、今
年度は楽しい・楽しむロータリーを大切にしなが
ら会員増強を是非実現したいと丸藤会長の力強い
抱負が述べられました。
　ガバナーより、八幡地区の様子を見てきて、ま
だまだ会員に勧誘出来そうな事業所等が有りそう
ですがという意見が出ましたが、会長からそれは
全て試みていますが無理で、少し視点を変えて今
年度は会員増強を試みたいと話がありました。創
立38年のクラブで、分区代理、ガバナー補佐の経
験有る丸藤会長、豊富なロータリー経験の３人の
八幡クラブさんの今
年度の活躍を期待し
ますとガバナーの激
励の言葉で終わりま
した。

報告：加藤AG

2009.8.12(水)

米沢ロータリークラブ
秋葉隆子　会長、長澤　徹　幹事
於／ホテルサンルート米沢
　第６ブロックの最初の公式訪問は、米沢ロータ
リークラブからスタートしました。創立52年の歴
史と伝統のあるクラブであります。
　会長、幹事会には和田エレクト、今井次期幹事
も同席しての会議で秋葉会長のクラブテーマであ
る愛の心、義の心、友情の絆を諮りながらクラブ
運営していくことを佐藤ガバナーと意見交換、終
始和やかな雰囲気で行われました。
　その後、クラブ協議会において濱田PGの出席を
いただき、一年の奉仕活動計画を発表され活発に
意見交換がなされ、会員同士が会長の方針を理解
して活動している事を強く感じられました。
　例会では、佐藤ガ
バナーの地区方針の
目標や職業奉仕の熱
い思いを伺いました。
　今年度は、IMの担
当クラブという事で
宜しくお願い致しま
す。 　報告：大浦AG

2009.8.6
(木)

中山ロータリークラブ
工藤芳夫　会長、石川広夫　幹事
於／花まる
　中山町大津保信町長への表敬訪問から始まりま
した。大津町長は町長となる前からロータリアン
であり、ロータリーの精神にもとづいて地元に恩
返しをしたいと町長になったそうです。
　その後例会場であるひまわり温泉ゆらら真向か
いの「ひまわり館」に移動して、午前11時からクラ
ブ協議会が開催されました。中山クラブは会員総数
14名のクラブですが、会員一人一人が熱心なロータ
リアンであり工藤会長が「町民に理解されるロータ
リーをめざしたい」とお話されたのが印象的でした。
　正午から例会が始まり、大津町長をはじめ14名
の会員が出席され、食事タイムの後、佐藤ガバナー
の卓話が始まりま
した。ガバナーは
「ロータリーは 入 

い

りて学べ、 出 でて
い

奉仕せよ」と熱っぽ
くお話されました。

報告：菊川AG

2009.8.10(月)
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識字率向上セミナーに参加し 識字率向上セミナーに参加してて

　９月16日 （水）尼崎市で開催され、当地区からは
上記の２名が出席した。全国からの参加は各地区
２名の要請であったが、26地区（34地区中76.47％）、
55名（研修リーダー４名、要請数72名中76.39％）
であった。地区および参加者の低い出席率は予想
外であった。
　重田政信・元RI理事からは「識字率向上の意義」、
田中毅・元コーディネーターからは「識字率向上
について」、石井良昌コーディネーターからは「３
ＨとCLE（語学集中研修）」について丁寧な解説が
行われ、地球上には低識字率の国や地域が予想以
上に多いこと、低識字率が病気の蔓延や紛争の引
き金になっていることなど、RIが識字率向上を重
点課題として奨励するわけについては、理解を深
めることが出来た。

　続いて、いずれも東南アジア諸国向けの活動３
件、富岡義勝君（八戸）より「識字プロジェクト
の可能性 ― 台湾」、古澤照明君（豊中）より「タ
イの小学校図書室改修とその充実」、原田義之君
（高砂青松）より「タイ北部図書支援と識字率向上
をめざして」が事例報告として紹介され、問題点
の所在や活発な質疑が行われた。これらクラブ単
位の外国向け活動事例からは、いずれも準備等複
数年にわたる草の根活動が、成功の鍵になると理
解された。
　また、田中・元コーディネーターによると、識
字率の高い日本国内向けの活動事例には、在日外
国人や外国人向けの日本語教育支援、日本人特に
幼児や少年向けの外国語教育支援、中高年向けの
パソコン研修などがあるという。

ガバナーエレクト
（鶴岡ロータリークラブ） 塚　原　初　男
国際奉仕大委員長

（米沢ロータリークラブ） 和　田　　　實

粟野　　隆 君
所属クラブ：南陽RC
職業分類：菓子製造販売業

清水　勝美 君
所属クラブ：南陽RC
職業分類：特別養護老人ホーム

新ポールハリスフェロ新ポールハリスフェローー
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※ページ発行年著者／出版社書　　　　名

※２Ｐ2009牧田　静二　D.2620ロータリーの魅力について

※２Ｐ2009岩渕　　均　D.2770大連RCの『ロータリー宣言』（大連宣言）に
ついて

※１Ｐ2009板橋　敏雄　D.2550よねやま雑感

※３Ｐ2009長谷川　了　米山梅吉記念館館報三井報恩会（初代理事長米山梅吉）の結核撲
滅と救癩援助

※６Ｐ2009金子　秀隆　－概説－我が国に於ける戦前のロータリー運動

※４Ｐ2009足立　功一（コーディネーター）　D.2500
IM報告書ロータリーを語る－ロータリー鼎談

41・42Ｐ2009坂本　俊雄　－ロータリアンが取り組んだ平和への道標

228Ｐ2009戸田　　孝　－素晴らしい出逢いよき師、よき友は人生の宝（２）

物故会員
謹んでご冥福をお祈り申し上げます 第2800地区で学友会設立

　第2800地区【山形県】で８月22日、米山学友会設立
総会が開催され、佐藤豊彦ガバナーをはじめとする
ロータリアン、奨学生・学友、合わせて約45人が参加
しました。
　同学友会の設立をもって国内全地区に米山学友会が
網羅されるため、同席した板橋敏雄理事長は「残りも
のには福がある」と笑いを誘いつつ、「活動内容では
トップになって欲しい」と、期待を込めて祝辞を述べ
ました。
　初代会長となった 尤銘煌 さん（2003－04／津島RC）

ユウミンホァン

は、「恩返しの気持ちで会長を引き受けました。山形県
は、面積は広いけれども学友数がとても少ないのです。
日本文化の体験（着付け・茶道など）や、ロータリア
ンとの交流を積極的に進め、少人数の中で密度を濃く
やっていきたい。学友会として何か誇れるもの、続け
られるもの、ロータリアンと交流を深めるものを探し
ていきたい」と、抱負を語っ
てくれました。
　11月に開催予定の学務・学
友委員会の正式承認を経て、
米山記念奨学会の学友会は、
国内に30（34地区をカバー）、
海外（台湾・韓国・中国）を
含めると合計33となります。

佐藤　　斌 君
米沢中央RC
2009年10月11日　ご逝去
享年69歳

斎藤　良太 君
遊佐RC
2009年７月15日　ご逝去
享年86歳

大滝　俊介 君
遊佐RC
2009年７月26日　ご逝去
享年81歳
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ク ラ ブ 会 員 ク ラ ブ 会 員 数数
累計出席率
９月分

９月
出席率

年初からの増減数内女性
会　員

2009.９.30
会員数

内女性
会　員

2009.7.1
会員数クラブ名No.ブロック

減増
96.45100.0001437435酒 田1

第
１
ブ
ロ

ク

80.0766.7000333033酒 田 東2
96.2597.9800011013遊 佐3
95.6792.00000404八 幡4
80.4878.4700036036酒 田 中 央5
94.40100.0000412411酒 田 ス ワ ン6
92.8192.1900316316酒 田 湊7
87.4086.8400542539鶴 岡8

第
２
ブ
ロ

ク

87.9685.3000338338鶴 岡 西9
92.01100.0000131128余 目10
97.1696.0500021021立 川11
69.8064.7500344344鶴 岡 東12
77.8476.3200419419鶴 岡 南13
99.15100.0000253252天 童14

第
３
ブ
ロ

ク

90.8391.8900037037東 根15
83.9376.0600052050天 童 東16
88.8089.3300026026天 童 西17
84.5792.3000139139東 根 中 央18
94.1393.0600018019村 山19
86.8688.1000221221新 庄20
85.6780.5310020021尾 花 沢21
83.4890.7900119119最 上22
94.5990.6300016016尾 花 沢 中 央23
73.9084.1000522522村 山 ロ ー ズ24
92.2390.0000020020新 庄 あ じ さ い25
90.7390.1000053051寒 河 江26第

４
ブ
ロ

ク

94.0394.5000022023大 江27
73.2774.0000032032河 北28
96.9090.7100237135寒河江さくらんぼ29
86.4486.7600019019西 川 月 山30
97.2596.7912086081山 形31

第
５
ブ
ロ

ク

94.7293.6300072072山 形 北32
96.8497.5000030028山 辺33
89.7585.5500058058山 形 南34
74.2075.0000014013中 山35
93.5892.94010100098山 形 西36
88.1787.5000119119上 山37
76.0072.5600043043山 形 東38
83.0678.2900438435山 形 中 央39
73.9479.4100135135山 形 イ ブ ニ ン グ40
90.6783.0000853852米 沢41

第
６
ブ
ロ

ク

95.9797.5500451449米 沢 上 杉42
81.8076.8700449448高 畠43
97.1298.1800344343米 沢 中 央44
66.4363.0001230228米沢おしょうしな45
73.3370.0000010010川 西 ダ リ ア46
93.0396.7000130130長 井47
95.4496.0000220221南 陽48
100.00100.0000017017白 鷹49
91.7498.0800016016小 国50
88.0991.8510047048南 陽 東51
95.33100.0000020020長 井 中 央52
80.3077.7800233232南 陽 臨 雲53
88.0187.6935751,765711,735合　　　　　計



 日 曜 日 地区行事 【公式訪問】

第６ブロックIM

最上RC創立40周年記念式典

第１回新世代ライラ小委員会

第２ブロックチャリティーゴルフコンペ

ロータリー財団地域セミナー（台場）

RI会長ご夫妻・TRF管理委員長ご夫妻
歓迎晩餐会

第２回ロータリー財団セミナー

第２ブロックIM

第２回諮問委員会
地区AG・大山委員長会議

ロータリー研究会

インターアクト連絡協議会

天童東

天童西

天童

2009.November
Rotary International District 2800

2009-2010

GOVERNOR’S
Monthly Letter

佐藤定四郎先生コラム

ほおのき（モクレン科）
　清楚で気品があり、花の形も大きく、山の自然の木の花

としては、珍しいほど美しい花を咲かせます。

　木は真直ぐに伸びて、高木になります。その材質は、均

質で軟らかく、肌が美しいことから、よく家具や彫刻用材、

版木などに愛用されています。将棋駒の材料にも使われ

ました。

　葉は枝の先に、車座に広がってつきます。その大きな葉

は、かしわの葉と同じように、食物を包むのに使われまし

た。今も、葉を使ったほおば飯や、ほおば味噌などのお土

産品があります。

　秋、大形で楕円形の実がなります。成熟すると紅紫色に

染まるものもあり、中から赤い種子がでてきます。

11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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