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謹 賀 新謹　　　賀　　　新　　　年年

　明けましておめでとうございます。2010年の年

の初めの挨拶でありますが、ロータリーでは年度

の折り返し地点であります。残る６ヶ月は引き続

き私の年度でありますので、もう少し皆様のお力

をお借りしまして、次年度塚原エレクトにバトン

を渡すまで精一杯頑張る所存でございます。

　今回は国際奉仕委員会に付随するWCS世界社

会奉仕小委員会についてお話を致します。地区で

も、各クラブにおいても、この委員会は何の事業

をしようかと色々頭を痛めている委員会だと思い

ます。「識字率向上」「水保全」「飢餓・保健衛生」等、

国内では身近な問題ではない事と、何より国際奉

仕自体がクラブにおいてどんな奉仕をすればいい

か理解に難のある委員会である事に原因が感じら

れます。しかし、我が地区ではWCS世界社会奉仕

に、毎年一人あたり1,000円をご負担頂いておりま

す。その資金を有効に活用することを考えねばと、

私は今回、地区の皆様に募集を募りご協力を得て

“ネパール・WCS視察の旅”を12月５日～12日ま

で行って参りました。

　参加メンバー　私・大友恒則PG・和田實国際奉

仕大委員長・武田元裕WCS委員長・長沢純一郎・

上杉勝己・遠藤敬知（以上７名）。成田空港～バン

コク～カトマンズ～ポカラ空港まで、飛行時間は

約11時間、所要時間は約22時間と大変な忍耐を要す

旅となりましたが、ポカラ上空のヒマラヤ山脈を眺

めた時は、我慢の甲斐があったと感じました。そし

てポカラ空港に着くと、ポカラロータリークラブ会

員10名の出迎えを受け、大変な歓迎を頂きました。

　さてここで、山形西ロータリークラブから端を

発し、当地区も関わる対ポカラ支援活動について
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のお話を致します。

　2002年山形西ロータリークラブが現地の小学校

改築工事プロジェクトを行ってから、2003年には

当時の野々村PGが団長でポカラ西部国立病院で

の井戸掘削事業を手伝いました。今回はその掘削

井戸への案内を頂き、この井戸水のお陰で多くの

手術が出来、衛生的な水を供給することが出来る

と、大変感謝をされて参りました。2004年小学校

建築プロジェクト（2530地区二本松RCの個人の方

が100万円の資金提供）においても、山形西ロータ

リークラブと当地区も協力する等して、小学校改

築工事で世界社会奉仕の実を挙げています。

　今回は５年振りの訪問であります。ポカラロー

タリークラブの皆様にも大歓迎を受け、例会にも

出席させて頂き、私にとっては53クラブの公式訪

問に次ぐ54クラブ目の訪問をさせて頂きました。

　今回の視察調査は学校４校と病院を回ることが

出来ました。その内険しい山岳地帯の学校が３校、

大変な所です。車は４WDでしたが、数回車から

降りなければならないような凄まじいデコボコ道

でした。子供たちはその道を毎日毎日１時間以上

かけて通学しているのです。そこまでしても学校

に通いたい。子供たちの目を見ると、痛いほどに

その純粋な心が伝わってくるのです。何かお手伝

いをしたい、力を貸したい、と感じたのは私だけ

ではないと思います。

　最後になりますが、2,000メートルの高地のロッ

ジでアンナプルナ山群、マチャプチャレを擁すヒ

マラヤを目の当たりにして、参加した７名は大い

に感動感激を受けた最高のプログラムであったと

感じたのでした。私たちがその気になれば、素晴

らしい支援をする事が出来ることを実感し、地区

として世界社会奉仕行動を起こしたいと確認した

のであります。
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第38回ロータリー研究会に参加して（要旨 第38回ロータリー研究会に参加して（要旨））

　今年度のロータリー研
究会は、11月18日のジョ
ン・ケニー（スコットラ
ンド・グランジマス）RI
会長及びグレン・Ｅ・エ
ステス（米国・シェイズ
バレー）TRF（＝Ｒ財団

管理委員会）委員長両ご夫妻の歓迎晩餐会を皮切
りに、ホテル・グランパシフｲック・LE・DAIBA
（東京都台場）で、20日までの延べ３日間にわたっ
て開催された。今回の招集者は黒田正宏（八戸南）
RI理事、アドバイザーは小沢一彦（横須賀）直前
RI理事、実行委員長は櫻田　高（弘前）PDG（＝
パスト地区ガバナー）であった。
　参加者は、スコットランド、米国、英国、韓国、
台湾からの来賓22名、韓国、台湾からの登録者16
名、本会議参加者488名、特別参加者18名、第2830
地区実行委員会委員14名、ホストクラブ（八戸南）、
コホストクラブ（弘前、八戸、八戸東、八戸北、
八戸中央、三戸、五戸、名川、五所川原の９RC）
および第2780、第2750の両協力地区の会員から構
成されたスタッフ20名以上、合計580名以上にの
ぼった。当地区からの参加者は、佐藤Ｇ夫妻をは
じめ、濱田PG夫妻、高橋、藤川、野々村各PG、
石黒PG夫妻、武田直前PG、塚原GE夫妻、細谷GN
夫妻の14名であった。
１．第１日目のロータリー研究会本会議
１）開会式
・櫻田実行委員長より、今回は、ガバナーノミニー
にも参加を呼び掛けたこと、全セッションを同
一会場にしたこと、特別講演会を設けたこと、
が紹介された。
・黒田RI理事より、最新情報、2010年規定審議会、
職業奉仕と倫理、ポリオ撲滅、若者への奉仕、
会員減少への歯止め、Ｒ財団への取り組みなど、
共に学んでゆきたい、との挨拶があった。
・ジョン・ケニーRI会長より、クラブが奉仕活動
の基盤、ポリオ撲滅、ロータリーの社会的認知、
能力の向上、職業奉仕、リーダーシップ、継続
性と一貫性、クラブの積極参加など、今年度の
RI会長テーマ「ロータリーの未来はあなたの手
の中に」について、本人より詳細にわたる基調
講演があった。

・2004・05年RI会長のグレンＥ．エステス財団管
理委員長より、Ｒ財団を通じて挑戦し可能に
なったことは多い、未来の夢計画内容の紹介、
ポリオ撲滅とゲイツ財団からの寄付、財団強化
による未来100年間の奉仕活動、自分らの後ろに
Ｒ財団があることを忘れないでほしい、との挨

拶があった。
・日系４世のエド・フタ事務総長より、RIとＲ財
団は、未来の夢計画など世界で良いことをする
団体として認められるようになったことへの謝
辞が述べられた。

・元米山奨学生で、現第18代駐日大韓民国特命全
権大使・権　哲賢氏より、筑波大学博士課程に
留学当時、お世話になった先生、ロータリアン、
米山記念奨学会に深い感謝が述べられ、会場に
一際大きな感動がもたらされた。

・黒田RI理事よりRI5カ年財政計画について、小
沢直前RI理事よりモントリオール国際大会参
加推進について紹介があった。

２）各種報告
・田中作次（八潮）TRF管理委員「ロータリー財
団未来の夢計画」

・岩井　敏（東京京浜）ロータリー日本財団理事
長「ロータリー日本財団の取り組み」（税金控除
の対象になる財団法人化はまだ実現していな
い。）
・渡辺好政（児島）指名委員会委員「2011～12年
度RI会長ノミニー指名委員会報告」（インド・バ
ビRCのカルヤン・バネルジー氏が指名された。）
・板橋敏雄（足利東）ロータリー米山記念奨学会
理事長「2008年度事業について」（お陰様で、同
会は世界に誇れる奉仕が出来るまでになった。）
３）特別講演会
・杉田峰康日本交流分析学会理事長より、「最近の
若者の、心の叫び」と題し、心理分析に関する
講演があった。

４）本会議第１セッション「新世代への奉仕」
・「日本の青少年交換・ローテックス・IACの現状
と問題点」、「日本のRACとRYLAを含めての奉
仕活動」について質疑応答が行われた。

５）本会議第２セッション「ポリオ撲滅を目指して」
・「ポリオ撲滅を目指して」、「台湾でのポリオ撲滅
プログラム参加」、「パープル・ピンキープロジェ
クト」、「韓国でのポリオ撲滅プログラム参加」、
「ポリオ撲滅への日本での現状」、「ポリオ撲滅へ
の新たな展開」について質疑応答が行われた。
アフガニスタン、インド、ナイジェリア、パキ
スタンの４カ国を除き、ポリオは撲滅された。
しかし、既撲滅国での再発防止を含め、ワクチ
ン投与活動が継続されているという。

６）希望晩餐会
・日本舞踊、日本歌曲のアトラクションつきの晩
餐会が賑やかに開催された。

７）ガバナーエレクト懇親会
・上野　操（東京江戸川）次期Ｇ同期会議長の音

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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頭で、急遽開催され、ａ．現ガバナー月信の相
互交換、ｂ．地区大会訪問時は登録料のみの納
入、ｃ．相互メール交信の実施を申し合わせた。
残り時間は、明年１月国際協議会の「国際懇親
の夕べ」への出し物・東京音頭（新）の舞踊練
習に当てられた。
２．第２日目のロータリー研究会・本会議
１）本会議第３セッション「メンバーシップと
リーダーシップ」
・「日本の会員数の変動」、「世界での会員数とクラ
ブ数の変動」、「ロータリアンとしてのリーダー
シップ育成の具体的な方法」について質疑応答
が行われた。

２）本会議第４セッション「職業奉仕と倫理」
・「職業奉仕と職業倫理（私の職業奉仕論）」、「ロー
タリーの奉仕活動（職業奉仕以外）での倫理的
な意思決定事例」について質疑応答が行われた。
３）本会議第５セッション「水・環境保全と保健」
・「海外での地区奉仕活動事例」、「地区での環境保
全事例」について質疑応答が行われた。（環境保
全はロータリーの倫理に匹敵する重大な意義が
あるとする意見があった。）
４）本会議第６セッション「2010年規定審議会」
・「2010年規定審議会重要提案」について質疑応答
が行われた。
５）本会議第７セッション「識字率向上」
・「フィリピンでの識字率向上を中心とする３Ｈ
プログラム」、「識字のプロジェクトの可能性」
について質疑応答が行われた。
６）オープン・フォーラム
・黒田正宏（前掲）RI理事がモデレーターとなり、
RI会長、直前RI会長、RI理事、TRF管理委員長、
TRF管理委員、RI及びTRF事務総長、モントリ
オール国際大会委員会委員らが回答者となって、
以下の質疑応答が行われた。
・RIはポリオ撲滅の後、結核、マラリア、エイズ
など何らかのプロジェクトを予定しているの
か？　ポリオ撲滅に全力を注いでいる。他は予
定していない。希望があれば規定審議会に提案
して欲しい。

・北朝鮮に対するポリオ対策は？　2002年に

3,000米ドルを送ったが、その後の情報は全く途
絶えている。

・日本では会員の減少が続いている。全国単位の
ネットワークで対策を講じてはどうか？　良い
提案である。各会員が新入会員１人を勧誘する
ことが大切。台湾では１会員１入会勧誘を実施
し30～40歳の会員が増えている。

・RIからの英語発信は、日本語発信にできない
か？　コスト面で無理。英語発信から日本語受
信までの時間差は、かんべんしてほしい。RI日
本事務所に遠慮なく相談して欲しい。

・ロータリー財団の支出明細がわからない。お金
が何にどれだけ使われたのか、もっと判り易く
詳しい報告は受け取れないのか？　日本の多く
から同様の指摘がある。訳文は無いが、詳細は
パソコンのWEBをご覧いただきたい。

・Ｒ財団がRIから委任を受けて実施している投
資業務の中の、今回の損失に対する責任は明確
にするべきである。Ｒ財団を米国の権限の及ば
ない中立国に移せないか？　Ｒ財団管理委員会
の責任は痛感している。債権は売却していない
ので、このたびのリーマンショックによる損失
は含み損であること、米国以外の例えば仮にリ
ヒテンシュタイン、スイスなどいずれの国々の
場合でも今回の損失は免れ得なかったこと、運
営コストの削減にも留意していること、単年度
では損失であるが過去５年間トータルでは若干
の黒字であることをご理解願いたい。

・RI会長はクラブが奉仕活動の基盤と言われた
が、RIは将来ライオンズとの合併を念頭に置い
ているのか？　ライオンズも会員減に困ってい
ると聞く。アプローチが異なるため合併は念頭
に置いていない。

７）閉会式
・RI会長、TRF管理委員長、RIおよびTRF事務総
長、RI理事の挨拶の後、近藤雅臣（千里）RI理
事エレクトより次期の第39回Ｒ研究会は大阪で
開催されるので、多数の参加をお待ちしている
との挨拶があった。続いて実行委員長の閉会挨
拶、RI理事の点鐘をもって、今回の有意義なＲ
研究会は幕を閉じた。
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第２回ロータリー財団地域セミナーに参加し 第２回ロータリー財団地域セミナーに参加してて

　2009年11月17日、佐藤
豊彦ガバナー、PG野川桂
一補助金委員会委員長と

ともに、東京にて開催された、頭書セミナーに参
加致しましたので、そのご報告を致します。
　まず、みなさんが、懸念されている、ロータリー
財団の財政状況ですが、６月現在で１億6000万ド
ルの赤字とのことでしたが、10月現在では、5800
万ドルほど持ち直し、現在１億200万ドル程度に
なっているとの報告がありました。そして、まだ、
決済されていない投資があることから、今後もあ
る程度の回復が見込めるようです。また、この６
か年間のトータルでは、6000万ドルの黒字である
ことが強調されていました。なお、今後、リスク
のある投資を、１割程度控え、安全性の高い貯蓄
を併合していく方針も示されました。2010年の１
月、各クラブ宛に、財政状況の報告がなされます
ので、ご確認下さい。
　ところで、ポリオ撲滅キャンペーンについても、
インドでのポリオの実施が映し出され、その取り
組みが強調されましたが、３回目となる今回、他
の病気についてとの、「費用対効果」を検証してみ
てはとの意見も出されています。「２億ドルチャレ
ンジ」については、10月現在、１億ドルが達成さ
れたとのことでした。各クラブ、毎年2,000万ドル
を３年間この「チャレンジ」へのご寄付を！とい
うことが推奨されていますが、第2800地区として
は、暫く、状況を静観し、最終年度において、DDF
の残高をこの寄付に使用するかどうか、考えてみ
ては、いかがかと思います。
　2013－2014からの新地区補助金制度についての
説明がありました。新地区補助金、グロバール補
助金（パッケージ・グラント、クラブ＆地区計画

補助金）について、次第に、詳細が明らかとなっ
てきていますが、「６種類の重点分野」の具体化と
ともに、パイロット地区の取り組みとその成果に
期待しながら、2012－2013において、本格的に検
討に入ることになるでしょう。
　さて、ロータリーカードについては、第2800地
区では、10月現在155枚となっています。しかし、
１クラブ３枚、また、ゼロクラブを無くしたいと
の目標は、まだ達成されてはいません。第2800地
区のゼロクラブは、10クラブです。世界平和フェ
ローシップについての奨励がありました。紛争解
決・紛争後の平和構築学を目的として、専門の人
材を育成するプログラムです。専門の大学卒業後、
３年間の実務経験が必要です。日本では、ICUが
最も近い、ロータリー・センター（世界平和フェ
ローシップ養成講座を持つ大学）です。第2800地
区としては、海外成年協力隊、JICAなどに、この
人材を求めることが可能でしょう。
　大きなプログラムですが、候補者が、探し出せ
ますか、どうか、これから、研究と検討に入りた
いと思います。
　以上、ご報告させていただきます。なお、新地
区補助金制度については、月信において、分かり
やすく図示したいと思っています。

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　徳　博
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最上ロータリークラブ40周年記念式典報告 最上ロータリークラブ40周年記念式典報告書書

　去る11月８日 （日） 、佐
藤豊彦ガバナーを始め、
地区内の多くのロータ

リーアンの皆様のご参加を頂き、“いで湯の街　赤
倉温泉「あべ旅館」”にて盛大な中にも厳粛に最上
ロータリークラブ創立40周年記念式典が挙行され
ました。
　最上ロータリークラブ（佐藤隆会長）は、1970
年（昭和45年）６月24日に新庄ロータリークラブ
をスポンサークラブとして、チャーターメンバー
28名の先輩の皆様の熱き思いのなかで誕生しまし
た。チャーターメンバーで現在も元気に活躍され
ている大石雄吉名誉会員は、創立の時の様子を折
につけて話して下さいます。
　「何も分からなかった。だから東京の狛江ロータ
リークラブまでメイクし、教えて頂きながら、創
立にこぎつける事ができたのだ」と。
　以来、人情味あふれるクラブの気風は、現在に
継承し、各会員は、職業奉仕、社会奉仕を元に心
の研鑽を重ね、会長を中心に団結し、どこよりも
仲の良いクラブと自負しております。
　さて、当日の式典並びに祝賀会は、60余名のお
客様をお迎えし、午後４時、佐藤会長の点鐘によっ
て開会いたしました。国歌斉唱、ロータリーソン
グ、奉仕の理想、の合唱の後、厳かに物故会員へ
の黙祷を行い、続いて佐藤会長の式辞、早坂実行
委員長より歓迎の挨拶があり、その中で、40周年
を記念して最上町ＪＲ陸羽東線堺田駅前の広場に、
東北芸術工科大学卒業生「 館 　 四  季  菜 」氏作成の

たち し き な

石彫「分水嶺モニュメント」を最上町に寄贈。高
橋町長に「目録一式」を贈呈致しました。
　これは最上町堺田駅前に流れる「せせらぎ」が、
高地にあるため、宮城県側に流れると太平洋に、

山形県側に流れると日本海へと水を分けるいわゆ
る「分水嶺」の意義ある場所に建立し、観光客の
新たな名所としていただこうというものです。
　式典の後は、「若者と地域資源を活かす地域づく
り」という山内貴範氏の若くて勢いのある記念講
演を拝聴し、さわやかな雰囲気の中で祝賀の宴が
催されました。地元青年による「富山観音太鼓」
が凛として会場に響き渡り、その後、歌謡ショー
のアトラクションが始まると、飛び入りの踊りも
入るなど、おおいに盛り上がりました。美味しい
お酒とご馳走に頬を紅潮させたお客様と会員の間
で大いに親睦を深めながら、盛会のうちに午後７
時30分お開きとなりました。
　その後、地元メンバーと新庄のロータリーアン
有志の皆さんによる二次会は祝賀会以上？に盛り
上がり、創立50周年に向けて職業奉仕と地域の為
に頑張っていこうという、最上ロータリークラブ
会員の決意発表の場となり、会員の胸に深く残る
一日となることができました。
　大変に有難うございました。

最上ロータリークラブ幹事 石　山　洋　一
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ガバナー補佐として上半期を振り返 ガバナー補佐として上半期を振り返るる

　年度間もなくスタート
したガバナーの公式訪問、
９月９日でブロック内７
クラブ全て終了し、その
間にはブロック単位毎の
地区会員増強・会員維持、

職業奉仕委員会のセミナーも行われましたので大
変慌ただしく過ぎ去りガバナーには何のお手伝い
も出来なかったのではないかと反省しております。
途中お盆休みもあり、ガバナーとクラブ間の日程
の調整がつかず、予定していたブロックのガバ
ナー慰労会が出来なかったのが残念でした。ガバ
ナーと共に各クラブを訪問して見ると、どこのク
ラブも会員増強に苦労していることが解りました。
会員減少の問題は、会員の退会、会員増強が出来
ないことが重なり合い各クラブにとって大きく重
荷になっているようです。ガバナーからは、クラ
ブ基盤の安定の為、クラブを活性化させる為には

会員増強は必要だが、ただ増強だけではなく会員
維持が大切で、それには入会数年の会員のための
ロータリー情報や、研修をやりロータリーの理解
を良く得るのが大切であると熱く語る姿が記憶に
残りました。もう半年過ぎようとしていますが、
第１ブロック内で７、８名の会員増強が出来ると
聞いておりますので、後半に弾みがつくのではな
いかと意を強くしております。
　今年のIMは地区統一の職業奉仕をテーマにして
行う事になっていますが、第１ブロックは２月19
日に開催することに決め、実行委員長やその組織
が決まりガバナーよりは職業奉仕は難しく考える
なと言われていますので今随意内容を検討中です。
　地区大会も終了してまた、２つのクラブの周年
式典にもガバナーと共に参加しましたし、今３回
目のクラブ訪問をなるべく早く廻るように日程を
調整している所ですので、後半も皆様宜しくご協
力お願い致します。

第１ブロックガバナー補佐
（酒田中央ロータリークラブ） 加　藤　　　実

　昨年11月にガバナー補
佐の委嘱を受けて１年余
りが経過しました。当該
年度に入るまでは役割に
ついて学んだり、行事の
日程調整などで右往左往

しました。年度に入り緊張のうちに始まったガバ
ナー公式訪問、各種セミナー、道下RI会長代理の
スピーチに感動した地区大会など目まぐるしく過
ぎ、12月５日に第２ブロックのI.M.を無事に終え
て、ようやく一息ついたといった感じです。ブロッ
ク内各クラブの会長・幹事さん始め、会員の皆様
に支えられてようやくここまでたどり着けたのだ
と思い、心から感謝しております。
　ガバナー補佐の役割として、地区協議会やセミ
ナー、地区大会への参加はもとより、担当クラブ
の訪問、クラブ会長・幹事と意思の疎通を図るこ
とでガバナーの思いを共有すること、I.M.の主催
等ありますが、何よりも多くの人と知り合い、親
睦を深め、学ぶことが大切な事であると思いました。

　あるクラブでは、熱心なお誘いを受けたからと
は言え、期待を持って入会したロータリークラブ
がよく分からない、もっと知りたい、学びたいと
いう入会間もない会員の声がありました。折角
入ったクラブに意義を見出したいと言う思いに、
長く在籍している者の役目として応えていかねば
なりません。I.M.は佐藤ガバナーより「忘れては
ならない部門－職業奉仕」というテーマが与えら
れました。私自身よく分かっていないことが多い
のですが、一人ひとりがロータリーの根幹と言わ
れる職業奉仕を突き詰め、改めてロータリーの理
念・目的を考える縁にしていただければとの思い
で開催させて頂きました。それが今年度のRIの
テーマや、佐藤ガバナーが公式訪問などで話され
た“ロータリーへの思い”に繋がっていくと思っ
たからです。
　行事的には大部分が終了しましたが、これから本
当の意味で補佐の役割が始まるのではないかと思
います。前半の行事遂行エネルギーを考える力に変
えて、記憶に残る年度にしたいと思っております。

第２ブロックガバナー補佐
（鶴岡西ロータリークラブ） 丸　山　俊　男
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　第2800地区のガバナー
補佐を任じられ早や、半
年が過ぎました。その間、
ガバナー、地区役員、事
務局、担当クラブの会長、
幹事の皆さんに助けられ

そして各クラブの会長、幹事、会員の皆さんの顔
と名前がようやく分かる様になってまいりました。
　第３ブロックのガバナー公式訪問は７月９日の
尾花沢ロータリークラブの会長幹事長、クラブ協
議会、例会、第３ブックの会員増強、退会防止の
セミナーを小雨の中、花笠発祥地、徳良湖での開
催を皮切りに、10月15日新庄ロータリークラブの
公式訪問を最後にガバナーと共に７クラブを一緒

に廻り指導を頂きました。
　無事に終わりホットしているところです。補佐
の仕事として、折り返しの時期となり安堵してい
るところです。
　各クラブを廻り各クラブの特徴、綿密な年次計
画、熱心に素晴らしい運営に取組んでいる姿に敬
意を表します。
　ロータリーに加入して間もない事から、各クラ
ブの方々には大変ご迷惑を掛けたと思いますが、
これからの半年間はより多くの人とお会いし、ご
指導を頂きながら、ガバナー事務所とのパイプ役
として利用していただける様に頑張りたいと思っ
ています。

第３ブロックガバナー補佐
（村山ロータリークラブ） 吉田　勘右エ門

　ガバナー補佐を担当さ
せていただいております
が、早いもので６ヶ月を
経過致しました。私の担
当クラブは、山形、山形
北、山形南、山辺、中山

の５クラブです。
　ガバナー補佐の役割は、
①ロータリー年度の開始前に次期クラブ会長との
会合を持つ。
②ガバナー公式訪問に際して開かれる各クラブ協
議会、例会へ出席する。
③各クラブのガバナー公式訪問のための予定調整
への助言。
④各クラブの状況をガバナーへ伝達する。
⑤各クラブを定期的に訪問し話し合いや助言を行
う（前期２回、後期２回）
⑥クラブがガバナーの要請や推奨事項を実行でき
るように奨励する。
⑦各クラブの奉仕プロジェクトに関する活動状況
を監督する。
⑧将来の地区指導員たる人材発掘、育成を奨励する。
　以上８項目です。
　①は2009年３月14日に天童の滝の湯で開催され
たPETSで、担当クラブの時期会長、幹事さんと
名刺交換をして情報交換をしました。②③は各ク

ラブの幹事さんと何度も連絡を取りあって、ガバ
ナー公式訪問の日程及びスケジュールを決め、公
式訪問前のクラブ協議会または例会に出席して、
ガバナー補佐として卓話等を実施したり、種々話
し合いをさせていただいたりしました。④は「効
果的なロータリークラブとなるための活動計画の
指標」を各クラブの会長から提出してもらって、
佐藤ガバナーに提出しました。⑥に関して佐藤ガ
バナーは職業奉仕に力を入れたい。特に職業倫理
についてもう一度見直したいと考えています。そ
こで第５ブロック単独で奉仕セミナーが実施され
ました。更に来年２月20日に山形中央クラブがホ
ストクラブとして「職業奉仕」をテーマにIMが開
催されます。⑧は既に次年度のガバナー補佐も決
定されました。地区大会は大盛会に終わり、おか
げさまで上半期は無事終了させていただきました。
後期は⑤⑦を中心に各クラブを訪問させていただ
きたいと存じます。

第５ブロックガバナー補佐
（山形南ロータリークラブ） 菊　川　　　明
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　思いもよらぬAGの指
令を受けて早５ヶ月。上
半期が過ぎようとしてお
ります。振り返って思う
に、佐藤ガバナーは様々
な諸事情を抱えて船出を

いたしました。
１、第253地区より分かれて以来、最少人数での運
営となっていること。
１、国際ロータリーの「決議23－34号」により、
多くの会員が理解不足の中でクラブ運営がなさ
れていること。
１、長いクラブ運営の中で、いつしかロータリー
を学ぶ機会と意識がおろそかになって来ている
こと。
　このような不安の中で、佐藤年度の果たす役割
は誠に重いものがありました。
　ガバナー公式訪問が始まりましたが、前もって
行われるAGによるクラブ協議会までには、この大

きな問題点を浮き彫りにし、ガバナーのご指摘を
受け入れやすくしておく必要がありました。
　現在、各クラブは自主性が重んじられ、クラブ
細則のもと独自の理解をもって運営されておりま
すので、地区の要望もスムーズに受け入れにくい
ところもある様ですが、ガバナーは、各クラブの
運営状況や、特色を的確に理解され、次のような
指摘を重点的になされて来られました。
１、国際ロータリーの目的は「ロータリーの網領
を推進するためのプログラムや活動を追求し、
クラブ活動を支援すること。

１、CLPの目的と網領の根幹。
１、決議23－34号はロータリー思想の根幹を示し
ている。

　ガバナーの人柄がにじみ出る卓活は、ロータ
リー本来の目的とその活動を深く理解していただ
けたものと思いますし、その一端のお手伝いが出
来たことの誇りと心からの感謝を申し上げ回顧と
いたします。

第６ブロックガバナー補佐
（白鷹ロータリークラブ） 三　浦　信　英

インターアクト地区外研 インターアクト地区外研修修

　今年度のインターアクトリーダー研修のための
プログラム地区外研修は、８月18日～20日千葉県
松戸市での第2790地区のインターアクト年次大会
に参加して行われた。
　インターアクト各校代表13名、顧問教師６名、
ロータリアン代表１名は18日早朝県内各地よりバ
スに乗り込み東京に向かった。
　昼過ぎ浅草に着き、浅草寺、仲見世を視察の後
水上バスでお台場へ、お台場で夕食を取り新宿の
ホテルで宿泊。
　翌日、バスで千葉県松戸市にある聖徳大学付属
中学校高等学校へ向かう。国際ロータリー第2790
地区第43回インターアクト年次大会に参加。大会
テーマは「未来はあなたの手の中に」郷土への理
解を深め地域での活動を高めよう。開会式後の講
演は、盲目のミュージシャン増田太郎氏。ヴァイ
オリンとピアノを弾きながらの歌と語りで綴る演
奏と講演に、会場は感動で包まれた。
　午後のプログラムは４つの分科会に分かれての
地元の歴史や文化に触れる体験学習。山形からの
参加者も各班に別れ参加した。体験報告では、一

班を代表して山形電波工業高校の鈴木峻太君が発
表。柴又帝釈天や寅さん記念館のすばらしさを称
えるとともに、｢おくりびと｣「天地人」の山形を
千葉のインターアクトにアピール。閉会式の後、
一行はバスで横浜へ。翌日は、山下公園や横浜開
国博Ｙ150を視察。午後バスで山形へ、順調に移動
し夕刻予定より早く県内各地に到着した。参加し
たインターアクトは他県のインターアクトとのふ
れあいや歴史や文化に触れ心に残る有意義な３日
間を過ごしました。

※月信10月号　６ページ　『国際ロータリー第2790地区第43回インターアクト年次大会』の写真のみを 
掲載してしまいました。ここに訂正とお詫び申し上げます。
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危 機 管 理 委 員 会 報 危 機 管 理 委 員 会 報 告告

　11月24日、第一回危機
管理委員会が天童荘ガー
デンにて開催されました。

　委員長の武田和夫直前ガバナー、佐藤豊彦ガバ
ナー、塚原初男ガバナーエレクト、羽入新世代ラ
イラ小委員長、伊藤地区幹事およびロータリアン
以外の外部有識者として委員にお願いした三條忠
夫様、佐藤定四郎様にもご出席をいただいて、和
気あいあいの中で活発な意見交換が行われました。
　これまでに体験した事例を挙げての話し合いは
大変意義深いもので、改めて非常時にそなえて準
備しておくことの大切さや心構えなどが注意点と
してあげられました。

　また、これまでは危機管理委員会としての規約
が私たちの第2800地区にはなかったため、作って
おくべきではないかと言うことで他地区のものを
参考にしながら作られた私案を武田委員長より提
案された。ひとつひとつ慎重審議を重ねて、全員
満場一致で承認をいたしたところです。
　これからさらに安心して、交換留学生の受け入
れや送り出しができるように万全をつくしていく
べきと言うことも確認されました。そうすること
が、どんなクラブでも積極的に手を挙げていただ
けるようになる方法ではないかと意見の集約をみ
て閉会されました。

地区幹事
（天童ロータリークラブ） 伊　藤　　　彰

藤川　享胤 君
所属クラブ：鶴岡RC
職業分類：宗教

高橋　良士 君
所属クラブ：鶴岡RC
職業分類：病院（小児外科）

佐藤　孝子 君
所属クラブ：鶴岡RC
職業分類：薬剤師

 米米 山 功 労山 功 労 者者

第２回諮問委員会、ガバナー補佐・大小委員長会議報 第２回諮問委員会、ガバナー補佐・大小委員長会議報告告

　平成21年11月28日 （土） 14時より天童市の「ほほ
えみの宿　滝の湯」において「第２回諮問委員会」
が開催されました。
　佐藤豊彦ガバナー始め武田直前ガバナー、９名
のパストガバナー、塚原初男ガバナーエレクト、
細谷伸夫ガバナーノミニー、当年度、次年度の地
区幹事と地区資金委員長、地区大会実行委員長な
ど23名参加されました。
　佐藤ガバナー議長のもと補正予算、地区大会の
決算報告、規約や組織そして様々な活動報告等活

発な審議がなされました。
　引き続き滝の湯内にて「ガバナー補佐・大小委
員長会議」が16時より開催されました。
　佐藤豊彦ガバナー始め８名のパストガバナー、
武田直前ガバナー、塚原初男ガバナーエレクト、
各ブロックのガバナー補佐、地区の大小委員長な
ど46名参加されました。
　鈴木修次事務局長進行のもとガバナー補佐、各
委員会の上半期の中間活動報告がなされました。
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新 入 会 員 紹 新 入 会 員 紹 介介

謹んでご冥福を
お祈り申し上げます

物故会員

加藤　　功 君
鶴岡RC
2009年10月20日　ご逝去
享年72歳

大場　武志 君
所属クラブ：山辺RC
入会日：2009.7.7
職業分類：ゴルフ場経営

佐々木正幸 君
所属クラブ：山辺RC
入会日：2009.7.7
職業分類：板金工事

柴山　徳一 君
所属クラブ：米沢上杉RC
入会日：2009.11.24
職業分類：旅行斡旋業

藤田　直人 君
所属クラブ：酒田東RC
入会日：2009.12.3
職業分類：普通銀行

月信12月号　７ページ　公式訪問

鶴岡西ロータリークラブ

１行目　石黒慶PG → 石黒慶一PGの間違いでした。
ここに訂正とお詫び申し上げます。

訂　正

月信12月号　８ページ　公式訪問

東根中央ロータリークラブの写真が

抜けてしまいました。

ここに訂正とお詫び申し上げます。

訂　正

　国際ロータリー第2800地区に所属するクラブにおいて、2012～2013年度地区ガバナーへの候補者が

おりましたならば、国際ロータリー細則第13条（13.010.）（13.020.1./13.020.2./13.020.3.）の各項を参照

の上、地区ガバナー指名委員会（ガバナー事務所）までに推薦して下さるようお願い申し上げます。

　なお、地区ガバナー指名委員会が地区ガバナー・ノミニーの選択を行うに際し、その選択範囲は国際

ロータリー細則第13条（13.020.4.）における規定に基づき、地区内各クラブによって提出された候補者

指名に限定されるものではありませんことをあらかじめご承知おき願います。

………………………………………………〈推薦に必要な書類〉………………………………………………
１）クラブ会長、幹事の署名のある推薦書
２）クラブ幹事によって証明されたガバナー・ノミニーに推薦するというクラブの決議文
３）候補者の履歴、ロータリー歴
４）他のクラブの会員である場合は、その所属するクラブの同意書をお願い致します。

2012～2013年度　ガバナー候補者の推薦について
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ク ラ ブ 会 員 ク ラ ブ 会 員 数数
累計出席率
11月分

11月
出席率

年初からの増減数内女性
会　員

2009.11.30
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
91.8984.0301439435酒 田1

第
１
ブ
ロ

ク

76.3868.2000333333酒 田 東2
94.7293.9400011012遊 佐3
97.40100.00000404八 幡4
76.1775.0000036036酒 田 中 央5
90.8583.3001614411酒 田 ス ワ ン6
90.6992.1900316316酒 田 湊7
87.3087.7200541539鶴 岡8

第
２
ブ
ロ

ク

84.3377.3612439338鶴 岡 西9
83.3268.8900131128余 目10
94.3592.1000021021立 川11
67.9565.3900344344鶴 岡 東12
75.7173.7500421419鶴 岡 南13
99.2399.3600252252天 童14

第
３
ブ
ロ

ク

87.7383.7800037037東 根15
82.2778.1900052050天 童 東16
88.4289.0000026024天 童 西17
86.1087.8000139139東 根 中 央18
94.3494.4400018019村 山19
89.2791.6700221221新 庄20
85.7185.5200019021尾 花 沢21
83.7788.1600119119最 上22
93.7491.1801017016尾 花 沢 中 央23
70.4665.9000522522村 山 ロ ー ズ24
93.6796.6700020020新 庄 あ じ さ い25
90.0290.1000053051寒 河 江26第

４
ブ
ロ

ク

93.4996.6700022023大 江27
73.0270.3000032032河 北28
94.0583.8100237135寒河江さくらんぼ29
82.1179.1700019019西 川 月 山30
96.2994.0500086081山 形31

第
５
ブ
ロ

ク

95.1394.6100072072山 形 北32
96.8495.4000030028山 辺33
88.4984.8500058058山 形 南34
73.9273.2000014013中 山35
91.9889.34020102098山 形 西36
88.7390.2700119119上 山37
76.4879.2701044043山 形 東38
81.9882.4600438435山 形 中 央39
68.0758.0911135135山 形 イ ブ ニ ン グ40
82.2078.0000853852米 沢41

第
６
ブ
ロ

ク

96.0897.3911451449米 沢 上 杉42
81.6374.4900449448高 畠43
97.2398.2600343343米 沢 中 央44
70.0682.0000330228米沢おしょうしな45
71.0065.0000010010川 西 ダ リ ア46
94.2795.5700130130長 井47
91.9585.7102422221南 陽48
97.0697.0600018017白 鷹49
90.0382.6900016016小 国50
87.8688.8800047048南 陽 東51
96.4496.2000020020長 井 中 央52
82.6376.7700233232南 陽 臨 雲53
86.6984.78312811,775741,732合　　　　　計
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佐藤定四郎先生コラム

ふくじゅそう（キンポウゲ科）
　正月の花、それは何といっても「福寿草」です。その名前

の縁起の良さと、あたたかい黄金色の花の色は、新春のめ

でたいお正月にぴったりです。

　また福寿草には、「元日草」「ついたち草」「報春花」

「福徳草」「長寿草」などと、たくさんの名前がついていま

す。これらどの名前を見ても、いかに人々に喜ばれる花で

あるかが分かります。

　「斑雪消え日かげあかるき庭土に　福寿草ひとつ花咲

きにけり」哀草果。

　雪解けを待って咲く福寿草の花ほど、早春の喜びを感じ

させてくれるものはありません。福寿草の花が見られるよ

うになると、本当の春が駆け足でやってきます。

1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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米山奨学生選考試験（グランドホテル）

国際協議会（サンディエゴ）

第３・第４ブロックI.M.


