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２月は「ロータリークラブ」誕生の ２月は「ロータリークラブ」誕生の月月

　1905年２月23日、シカゴの街は身を切るような

寒い日で、地面は鉄のように硬く、川や湖は厚い

氷が張っておりました。街は大変景気が停滞して

いて、汚職と犯罪が蔓延る中、人々の心は沈滞し

きっておりました。弁護士ポール・ハリスは、都

会の生活で孤独に辟易していた小さな町や村の出

身者である仲間３人を、シカゴのユニティービル

ディングの７階・711号室ガスターヴァス・ローア

（鉱山技師）の事務所に、シルヴェスター・シール

（石炭商）、ハイラム・ショリー（洋服商）を集め

て会談しました。「定期的に集まることができたら

心の友になれる」とロータリーが誕生することに

なります。ポール・ハリスは後々シルヴェスター・

シールを深く尊敬して、極めて親しい友人として

交流が続くことになるのです。

　ロータリークラブも今年で105年の歴史を築き、

多くの素晴らしい偉大な先輩たちによって育んで

来られたことを、私達は過去の歴史を繙くことに

よって、ロータリーへの理解を一段と深めること

が出来ると信じます。

　さて、私の年度も後半に入り、公式訪問でもお

願いを致しております会員増強について、ここで

もう一度考えてみたいと思います。

　当地区の2009年７月スタート時は、53クラブ

1,732名でした。11月末時点で、1,775名で43名の増

員であります。10年前は山形もバブルという景気

の後押しもあり、2,400名を超える会員がおりまし

た。当時から見ると現在の会員数は、日本全国に

おいても30.5％の減少です。世界の会員動向を見

ても、イギリス9.5％、アメリカ9.4％と会員の減少

率は最悪であります。逆に会員が増えているのは

インドや韓国であり、その結果、世界的に見ると

会員数は10％位の減少であります。

　それでは、日本の会員減少の原因はどこにある

のか。現在の経済の低迷もあり、その他諸種の原

因もあります。私の考える最大の要因は、ロータ

リー情報の不徹底にあり、ロータリーに対する理

解や魅力を感じられない事だと思います。そこで、

公式訪問で皆様方にもお願いをして参りましたの

は、ロータリー情報委員会の活発な活動を嘱望し、

是非クラブとしての対応をして頂きたいという事

です。

　ドイツは、一業種一会員を頑なに守り、ロータ

リーの基本に忠実に会員を増やしている地区もあ

ります。ロータリーの綱領には、「知り合いを広め、

親睦の和を深めること」とあります。ロータリー

の原点に立ち返り、誇りの持てる厳選された会員

を私達の仲間にして頂きます様に、残る５ヶ月ご

期待申し上げ、皆様方のお力添えをお願い致し 

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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難病児自然体験施設「そらぷちキッズキャンプ」支援に関するお願難病児自然体験施設「そらぷちキッズキャンプ」支援に関するお願いい

　「外で遊びたい」それが夢だという子どもたちが

います。日本には小児がんや心臓病などの難病と

たたかう子どもたちが約20万人いると言われてい

ます。「そらぷちキッズキャンプ」はそんな子ども

たちが自分の身体や治療のことを気にせず遊べる、

特別に配慮された常設キャンプ場をアジアで初め

て北海道の大自然の中で建設・運営しています。

（活動内容は、http://www.solaputi.jpをご覧下さ

い。）現在、「難病の子どもたちやその家族に対し

自然体験を通じた心のケアを行う」という取り組

みには、まだ直接的な行政支援はなく、必要な資

金やマンパワー等は国内外の篤志家からの寄付や

募金、ボランティア活動という形で集めています。

　当地区では、各クラブ・各メンバーに様々な支

援を呼び掛けておりますが、ぜひ各地区のロータ

リアンの皆様にも、各地区に暮らしている難病の

子どもたちの「外で遊びたい」という夢を想像し、

「そらぷちキッズキャンプ」をロータリー運動の理

念に添って支援して頂ければ幸いです。具体的に

は全国で約13,000店にあるドラッグストア協会加

盟店の募金箱を見かけましたら、「リトルドロップ

をしてください」と、ご家族やお知り合いの方々

に声をかけてください。また、月信を通じて或い

はロータリアンの集う機会に呼びかけて頂ければ

と願っています。

 

《この事業の連絡先及び資料の入手先》

一般財団法人　そらぷちキッズキャンプ

（担当：佐々木）

住所：〒079－0461

　　　北海道滝川市江部乙町丸加高原4264－１

　　　TEL：0125－75－3200

　　　FAX ：0125－75－3211

　　　E-mail：info@solaputi.jp

佐藤ガバナーより

　「ロータリーの友」12月号の横書き20頁に“小児

がんや難病と闘う子どもたちの希望の灯へ”「そら

ぷちキッズキャンプ」を支援する第2510地区の記

事を皆様にもご覧頂いたと思います。小児がんや

心臓疾患など、難病と闘っている全国の子どもた

ちに私達も何かお手伝い出来ればと思います。第

2510地区の同期、渡邉ガバナーからの強い協力要

請を頂いております。ドラッグストアに置かれて

いる募金箱にリトルドリップの和を広げる事を是

非ご指導頂ければと思います。私もドラッグスト

ア協会加盟店にて早速寄付を行って参りました。

是非皆様方のお力を頂きますようお願い申し上げ

ます。『チリも積もれば山となります』

国際ロータリー第2510地区
2009～2010年度ガバナー
（滝川ロータリークラブ）

渡　邉　恭　久
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ネパールWCS現地調査団報告ネパールWCS現地調査団報告 －第４次ネパール訪問団－－第４次ネパール訪問団－

１．RI2800地区内のWCS活動実績
　当2800地区では、2003－2005年度（野川・豊田
年度）にネパ－ル・ポカラ市の西部国立病院
（WRH）の井戸掘削プロジェクトを成功させた経
験があります。このプロジェクトにより、１日お
きの断水に苦しんでいた病院が水の憂いなく治療
に専念できるようになりました。また石黒・関原
年度において、フィリピン・マラボンの学校の識
字率向上プログラムのために資金援助の実績もあ
ります。さらにさかのぼれば、1992－1993年度
（遠藤年度）にバングラデシュの小学校建設への資
金援助の実績もあります。
　以上地区の世界社会奉仕活動（WCS）以外にも、
米沢中央RC（スリランカの病院への医療器具提
供）、天童東RC（タイの学校への浄水器提供）、寒
河江RC（フィリピンでのマイクロクレジット事業
支援）、鶴岡RC（ネパール農家へ乳牛供与事業）、
米沢RC（カンボジアでの奨学金事業）、山形西RC
（ネパールでの小学校建設）、東根RC（モンゴル光
プロジェクト）など、クラブ主導のWCSも実施さ
れております。
２．今回の現地調査の目的
　第2800地区ではメンバー各位より毎年1000円の
WCS資金を拠出していただいておりますが、ここ

数年間は事業らしい事業もなく、やや停滞気味であ
りました。そこで今後２～３年間のWCS事業の計
画を立案すべく今回の現地調査に至ったわけです。
　訪問先はネパールのポカラに決定しました。こ
れはパートナーであるポカラRCが全幅の信頼が
置けるクラブである事が最大の理由です。（これは
2003－2005年に行ったWRHの井戸掘削プロジェ
クトと山形西RCのギャンブミ小学校建設プロ
ジェクトで実証済みである。）
　またネパールの公立学校では、日本とは違い政
府からの支出は最低限の教員の給料だけで、校舎
の修繕費や改築・増築費は全く出ないとのこと。
雨漏りの修繕や増改築が必要となっても、貧困層
の多い地区では資金が出せず放置されているケー
スが多い様です。そんな中でポカラRCでは、ギャ
ンブミ小学校の運営委員会を主導し、物心両面で
教育現場の援助を行うなど、現地の教育事情に精
通している事も理由の一つに上げられます。
　今回の現地調査先は、小学校と高校各１校である。
①小学校
　（SIDDHA BARAHA LOWER SECONDARY SCHOOL）
　ポカラの町中から４輪駆動車で走ること約２時
間。ものすごい悪路である。上杉さんの表現によ
ると「まるで川原を走っているようだ」。現地に着

世界社会奉仕 （WCS） 小委員会委員長
（山形西ロータリークラブ） 武　田　元　裕

訪問先：ネパール（ポカラ近郊）

日　時：平成21年12月５日 （土） ～12月12日 （土）

参加者：RI2800　ガバナー 佐　藤　豊　彦（天童RC）
　　　　RI2800　Ｐ.Ｇ. 大　友　恒　則（米沢中央RC）
　　　　RI2800　国際奉仕委員長 和　田　　　實（米沢RC）
　　　　RI2800　ロータリーの友委員 遠　藤　敬　知（天童RC）
　　　　RI2800　ロータリー情報小委員長 上　杉　勝　己（米沢中央RC）
　　　　山形西ロ－タリ－クラブ 長　沢　純一郎（山形西RC）
　　　　RI2800　世界社会奉仕小委員長 武　田　元　裕（山形西RC）

計７名（敬称略）
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くとこどもたちが手に手に花を持って出迎えてく
れました。校舎は鉄筋コンクリート造の２階建て
で、一見すると痛んでいる様には思えません。
　校長先生の話では、「１年生から８年生のクラス
があり、320名の子供たちが12の教室で学んでいる。
今は乾期なので問題ないが、雨期（およそ４月～
８月）になると屋根から雨漏りがして、子供たち
が濡れて授業が出来ない。その日数は年間60日に
もおよぶとのこと。」
　早速、はしごをかけて屋根に登ってみると屋根
コンクリートスラブに、はっきりとクラック（ひ
びわれ）が見える。また天井面を見ても雨漏りの
跡が見える。竣工してからまだ20年も経ていない
のだが、屋根に使ったコンクリートの品質と施工
が悪いのが原因と思われました。
　この学校がある村は、わずかばかりの棚田と畑
を耕し、水牛を飼って乳をしぼり、全てが自給自
足の貧しい村である。それ故、屋根の雨漏りも自
分たちではどうすることも出来ず、やむなく教育
熱心なポカラRCに相談を持ちかけた訳でした。
　ポカラRCのメンバーで建築士でもあるバブラ
ム氏によると、現状の屋根の上に切妻型の屋根を
乗せるのが最適な方法で、費用はおよそ200万円と
のこと。
　何とか来年の雨期が来る前に切妻屋根を乗せた
いものである。
②高校（BHUMESHWOR HIGH SCHOOL）
　2003年に二本松RCの桑島利力氏が、当地区のネ
パール調査団に同行し援助を行って、増築なった
カリカ小学校から、さらに車で行くこと30分余り
の高校である。１年生から10年生までのクラスで、
現在360人の子供たちが居る。

　２年前に９年生・10年生のクラスを増やしたた
め、教室が足りない。また机･イスも足りないとの
事。９年生･10年生のクラスが出来るまで、当該生
徒たちはポカラの町まで片道５時間かけて通って
いたとの事。将来は11年生･12年生のクラス（12年
生で日本の高校卒業と同じ）まで作りたいが、現
在の願いは取りあえず不足している３教室の増築
の援助をお願いしたとのことでした。費用はおよ
そ250万円。
　日本に比べると狭い教室にぎゅうぎゅう詰めの
生徒たち。何とか教室増築を実現したいと願う。
　余談になるが、この高校には14人の教師がいる
が、政府から給料が出ているのは９人だけで、残
り５人は地区民が負担しているとのこと。先生の
給与以外は出ないと聞いていたが、増員した先生
の給料も自分達持ちとは、ずいぶんひどい話だと
思いました。
３．最後に
　５年ぶりのネパール。町には人が増え、車もバ
イクも増え、埃も増えました。まさしく山形弁で
言う「ばんぼこり」です。一方、山に入れば、人々
は相変わらず貧しく食べるのが精一杯の様に見え
ます。
　そんな貧しい中でも、地区の人々の教育にかけ
る情熱は素晴らしいものがあると率直に思いまし
た。その情熱には、われわれはとってもかないま
せん。彼らの期待に応えるためにも、何よりも訪
問した学校の「子供たちの目の輝き」に答えるた
めにも、ぜひとも２つの学校の援助を成功させた
いと思います。
　地区の皆様のご理解とご支援を切に願うばかり
であります。

高校で記念撮影（生徒数が増えて教室が足りない） ポカラRC例会訪問
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山形イブニングロータリークラブ10周年記念式典報山形イブニングロータリークラブ10周年記念式典報告告

テーマ　存在人
　山形イブニングロータ
リークラブ創立10周年を
平成21年９月27日に開催
致しました。第2800地区
ガバナー　佐藤豊彦様、　
山形市長　市川昭夫様 

はじめ多数のご来賓の方々、そして地区内外のロー
タリアンの皆様220名のご臨席をいただきました。
　さらに当日は姉妹クラブ提携を福岡平成ロータ
リークラブと締結致しました。式典に素晴らしい
花を添えて頂けました。
　10周年記念講演として、イブニングロータリー
クラブ創立時のガバナーの藤川享胤パストガバ
ナーに「これからのロータリー」の演題でご講演
を頂きました。
　さて10周年式典のテーマは「存在人」です。
　「存在人」とは、そばに居て欲しい人、本当に必
要な人、真に頼られる人、その人が居ると周りを
知らないうちに良い方向に導く人、そんな存在感
のある人です。しかしそう簡単には、存在人たり
得ません。日々の生活の中に、気づき、学び、自
己修練を続けて行ってこそ、近づいていけるので
す。その一番適した活動が、ロータリー活動であ
るのではないでしょうか。
　「存在人たらん」の想いをこめて、10周年の活動
を振り返り、記念式典を開催致しました。35名の
存在人集団として、全員参加、手作り感、おもて
なしのホスピタリーマインドで望むこと。奥様パ
ワーも発揮してもらう等等。自分たちらしい、コ
ンパクトで、ロータリアンの為の10周年式典を企
画しました。以下概要を紹介しご報告と致します。
　山形市で７番目のロータリークラブとして山形
南ロータリークラブをスポンサークラブとして誕
生しました。

　「山形家庭・少年友の会」少年の更生支援活動、
無認可保育所支援活動、山形学園ふれあい活動支
援、第17回ライラ研修会ホストクラブ開催、等活
動して参りました。

記念式典・記念祝賀会
９月27日　14時　パレスグランデール

　式典の部　　佐藤会長の開会点鐘　歓迎の挨拶
　　　　　　　福岡平成ロータリークラブとの姉

妹クラブ締結式　祝舞
　　　　　　　来賓祝辞　祝電披露　閉会点鐘
　記念講演　　「これからのロータリー」
　　　　　　　パストガバナー　藤川享胤様
　記念祝賀会　会長挨拶
　　　　　　　居合道演舞
　　　　　　　乾杯（記念品である手作り陶器に

て全員乾杯しました。芸工
大学生制作）

　　　アトラクション
①マグロ解体ショー
　テーマ（ロータリーの未来を切り開く）
②イブニング会員全員による合唱
　「手紙」15の君から未来の自分に
③10年前の写真と現在の写真そして未来の
自分にメッセージDVDを流し、合唱時に
観てもらった。等の企画を行いました。

　当日は最後まで、参加者の皆さんが残って頂き、
盛況のうちに終えることができました。この場を
借りて御礼申し上げます。

　10年間のご指導、ご鞭撻、とご友情に改めて感
謝申し上げます。
　これからも「存在人」として活動して参る所存
ですので、よろしくお願い申し上げます。

10周年実行委員長 天　口　信　裕
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2009～10年度青少年交換委員会報 2009～10年度青少年交換委員会報告告

　去る12月12日、鶴岡市
において塚原ガバナーエ
レクトをお迎えして、青
少年交換委員会と青少年
交換学生クリスマスパー
ティーを開催致しました。
　青少年交換委員会にお

いて、今年度派遣学生（アメリカ合衆国第5110地
区へ東海林菜生さん、フランス第1670地区へ渡辺
まなみさん）、来日学生（第5110地区からMichelle 
JOHNSONさん、第 1670 地区からManon Puszkarek）
ともに大きなトラブルも無く過ごしている事が報
告されました。一方、今年度派遣候補学生の申し
込みについては、残念ながらスポンサークラブが
手当てできずに、ゼロとなった事が報告されまし
た。次年度の受け入れに関しては、寒河江ロータ
リークラブが台湾からの受け入れを行いたい旨申
し出があり、第3470地区に派遣の依頼を行った事
が報告されました。

　昨今の不況のあおりをうけ、クラブの運営も厳
しい折、青少年交換プログラムに対する取り組み
が困難な状況にある事は容易に想像できますが、
未来ある若者に対して支援をする事はロータリー
の大きな使命であると考えています。当地区にお
ける青少年交換事業は、今、大きな危機に直面し
ていますが、地区内のロータリアンの皆様のご理
解とご協力を頂き、再び力強く歩みだせる様に準
備をして行きたいと考えております。
　青少年交換委員会
に引き続き、クリス
マスパーティーが開
催されました。帰国
学生の松田晃平君と
来日学生を中心にプ
レゼント交換やクリ
スマスソングを歌う
等、楽しい時間を過
ごしました。

青少年交換小委員会委員長
（寒河江ロータリークラブ） 小　松　栄　一

第２回新世代ライラ小委員会報告とこれまでの流 第２回新世代ライラ小委員会報告とこれまでの流れれ

◎経過報告
　今年度のライラについ
ては色々難航しておりま
して、今だ決定しており
ません。私が、ライラ小
委員長を引き受けた際、
ホストクラブの選定は佐

藤エレクトにお願いをしておりましたがPETS・
地区協議会の席でも決まっておらず、４月末第６
ブロックガバナー補佐大浦氏にもお願いして、ブ
ロック内の数クラブを当たるもすべて諸事情で、
受けられないとの返事でした。
　最終的には、私のクラブ（米沢中央RC）で引き
受けることとなり準備に入りましたが、公式訪問
の時、佐藤ガバナーより今年はライラの今後につ
いて勉強する年にしてはとのお話しがありました。
　以後、クラブ内でも数回に渡り話し合いを設け、
地区でもガバナー始めライラ小委員会を開きライ
ラとは何か検討を重ねてきました。

◎今まで米沢中央RCと地区ライラ小委員会で議
論された事

☆米沢中央RCの会議では、今後のライラを検討
するのは、我がクラブではなく地区で考える
べきものではないか。

☆過去のライラを見ると、インターアクトを２
度やるようなもの。

☆ライラを知らない会員が多いのではないか、
周知する事が必要。

☆各RCのライラ委員会（または関連する委員
会）の担当者会議をしたらどうか。

☆ライラを担当したクラブ及び参加者は、達成
感とクラブの活性化につながる。

　ただし、自己満足に終わってはならない。
☆青少年関連委員会・財団・Ｒ情報等は３年継
続すべきである。

☆前年度からの引継ぎがない。
☆ブロック輪番制とし、次年度へ申し送りをする。
☆今まではホストクラブまかせの所が有るが、
もっと地区のライラ小委員会とコンタクトが
必要ではないか。

　これ以外にも沢山の意見が出されました。いず
れにせよ今年度のライラについては今月中には目
途をたてたいと思っております。

新世代ライラ小委員会委員長
（米沢中央ロータリークラブ） 羽　生　吉　弘
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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

中国古典に見る
ロータリー理念の本質
　孟子の言葉（告子上篇）
に「天爵を修め人爵之に
従う」とあります。人爵
とは人間の位階のことで
す。（公爵、侯爵、子爵、

伯爵、男爵などの位です）即ち、地位や名誉、財
産などのことの総称です。これに対して、天爵と
は、道徳を実行して培われた人格や品性を、天か
ら与えられた位として「天爵」と呼びます。孟子
は「昔の人は天爵を修めることのみに努め、その
結果として人爵を与えられたのであるが、今の人
は人爵を得たいがために天爵を修めようとしてい
る。これは物事の本末を見失っているものである」
と述べています。
　従って、倫理道徳の実践によって人間の品性が
向上し、その結果として、地位、名誉、財産が付
随して与えられると教えています。
　孟子は、天爵を修める（品性向上する）ための
最良の方法として、
１．自分自身の欲求を浄化して、利己心を克服す

ることとしています。ロータリーの「利己と利
他の調和」であり、超我の奉仕と一致いたしま
す。

２．慈悲心を体得することです。思いやりの心を
持つことです。このことはロータリー運動の
ベースです。

３．自分の恩人の存在を自覚し、恩人に感謝し、
報恩することです。いわば、最大の恩人、親に
孝養を尽くすことです。

４．人間としてさまざまな道徳的な義務を進んで
果たすことです。

５．利己心を克服して慈悲心を体得し、恩人に感
謝報恩することによって得ることのできた境地
を他の人々に移し植えていくことです。このこ
とはロータリーの例会に出席し、高い品性の
人々の感化を受けることと解釈されます。

　以上のように、孟子の天爵を修める方法を分解
し解説したものに対比してロータリーはその心の
働かせ方一つで「天爵」すなわち品性を完成でき
る活動であります。
（モラロジー最高道徳の格言を参考図書として引
用させてもらいました。）

第３ブロックガバナー補佐
（東根ロータリークラブ） 横　尾　昭　男

　第４ブロックのガバ
ナー補佐は、これまでブ
ロック内各クラブの持ち
回りで担当しており、今
年度は西川月山ロータ
リークラブの順番でした。
ところがクラブ内での人

選に難航し、年が明けても決まらず、親クラブで
ある寒河江クラブに何とかしてほしいと相談を持
ちかけられ、今野会長と安孫子パストガバナーが
急遽私のところにガバナー補佐を引き受けてほし
いと見えられたのが年も明けた１月末ごろでした。
　急なことで私も迷ったのでしたが、「ロータリー
にNOはない」と常々言われておりやむなく引き
受けることになってしまいました。他のブロック
のガバナー補佐は、既に11月と12月の２回研修会
を済ませており、私は、２月の第３回ガバナー補
佐研修会からの参加となりました。３月のPETS
と４月の地区協議会と進み、あわただしく新年度

を迎えました。７月に入り、ブロック内の各クラ
ブを訪問し、アッセンブリーにも出席させていた
だきました。それぞれにクラブの規模に応じて、
真剣に取り組んでいる姿に感じ入った次第です。
　８月18日の寒河江さくらんぼRCを皮切りにガ
バナー公式訪問に入り、27日に寒河江RC、９月７
日の河北RC、10月20日の大江RCと順調に経過し
ましたが、最後の10月21日の西川月山RCの公式訪
問当日にチャーターメンバーでもある例会場のご
主人が亡くなられるという事態がおこり、急遽変
更になるハプニングがあり、第2800地区内の最後と
なる。11月25日にようやく公式訪問が終わりました。
　前半を振り返って、ガバナーの提唱する「職業
奉仕を勉強しよう」、「決議23－34を理解しよう」
をもとに、クラブ訪問に際し、身の程もわきまえ
ずに、舌足らずではありますが私なりに解説を試
みました。これからも後半に向けて各クラブを訪
問し、佐藤ガバナーの意図するところをお伝えで
きればと思っております。

第４ブロックガバナー補佐
（寒河江ロータリークラブ） 佐　藤　榮　一
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　昨年の11月ごろでした
でしょうか。クラブ会長
からの突然のガバナー補
佐推薦の話に本当に戸惑
いましたが、様々な研修
やらセミナーを受けさせ
て頂き、スタートしてか

ら早や６ヶ月を過ぎようとしております。緊張し
て迎えたガバナー公式訪問、そして各担当クラブ
への例会訪問など、各クラブの皆様には本当に温
かく迎えて頂き、心より有りがたく想っておりま
す。会合や街角でお会いしても「それでこそロー
タリー」じゃないですが、「オー」「ヤー」「どうも」
の挨拶が前よりも大きくなった様な気がします。
　第2800地区で歴史的にも１、２を誇るクラブへ
訪問した時も、本当にさすがだなーと感じる、「俺
達のロータリークラブ」の様な団結力のある会員
皆様に、お祝い事にお招きを頂いた時などは、二
次会まで参加させて頂き、盛り上がってしまいま
した。役目柄、皆様のクラブを訪問させて頂きま
して、今、振り返ってみますと、そのすばらしい
笑顔とともにクラブの様々な問題も見えてまいり
ます。しかし、どちらのクラブにも「重石」なる
元老がおられて、頃合いを見られて指導される。
ワイワイ言っていた会員も皆温かく、落しどころ

に落ち着く。会員企業の規模も違い、業種も異な
り、年齢も異なる。そして宗教も何も異なっても、
会員相互に尊敬し合い、理解し合い、それこそ何
十年もお付き合い頂きながら、職業や地域社会を
通して奉仕をさせて頂く。この度、ガバナー補佐
をさせて頂き、私は「ロータリーっていいな～」
の想いを強くしました。
　こんなに良いロータリーであっても、良いから
こそ関心も高まり、また大いなるご意見も出され
て、理解も深まるごとによって、ときには、また
本来とは違う、やりやすい新たなルールや考え方
がチラチラ見える時もあると存じます。しかし
ロータリーも今日まで終始一貫して来たわけでも
ありません。先輩諸兄のお話を拝聴するに、紆余
曲折があった様にも感じます。
　山形東RCの平野熙明名誉会員の言葉を借りれ
ば、「ロータリーの奉仕や愛は、施しの奉仕や愛で
あってはならない」「直江兼続の兜にある義の愛で
なくてはならない」
　経済活動や、ライフサイクルが大きく変革を見
せようとしている時、研修を受けさせて頂いたな
かの、基本だけは見失うことない様に、さらに理
解を深めてロータリー活動を皆様と一緒にさせて
頂ければいいなーと感じております。
　残り６ヶ月、皆さんよろしくお願い申し上げます。

第５ブロックガバナー補佐
（山形東ロータリークラブ） 安　部　政　昭

　上半期を振り返ってみ
ますと、ガバナー補佐を
拝命し、役割もよく理解
しないで引き受けたもの
の五里霧中でありました。
皆様のご協力があって半
期が終わろうとしていま

す。2008年の11月からガバナー補佐研修セミナー
が始まり、一年以上の月日が過ぎ、米沢ロータリー
クラブのスポンサーにより11月に開催されたIM
が無事終了いたしました。米沢ロータリークラブ
の秋葉隆子会長、IM和田實実行委員長、そして会
員の皆様からは開催するにあたり大変なご協力を
いただきあらためて厚く御礼を申し上げます。お
蔭様で一息つき、ガバナー補佐の役目が終ったよ
うな錯覚に陥っておりました。
　そんな折、11月末ガバナー補佐・大小委員会が
開催されまして佐藤ガバナーから「ようやく半分
が終わりました」と言う話があり我に返った次第
であります。
　佐藤豊彦ガバナーが掲げられた「地域にやさし
さを、ロータリーに活力を」という今年度テーマ

をガバナー補佐として心から理解し、第６ブロッ
クの会員の皆さんといかに共有して行くのかを考
えました。佐藤ガバナーが今年度は、職業奉仕に
力を入れて行くと言っておられロータリーの原点
は職業奉仕であると公式訪問時に熱く話しており
ました。地区ごとに和田廣職業奉仕大委員長がセ
ミナーを開催して職業奉仕について、私たちのブ
ロックも色んな視点から話し合いが行われ、大変
有意義なセミナーだったと感じられました。いま、
我々を取り巻く経済情勢は大変厳しいものがあり
ます。クラブの運営もなかなか大変であるという
ことで、会員を増強する事は絶対必要だが、退会
防止に力をいれていかなければならないという声
もありました。
　ロータリーの根幹は職業奉仕である、というこ
とを改めて理解をしていかなければならないと思
います。上半期の私にとって多くの人と知り合い、
親睦を深められたことは本当にありがたく、これ
から下半期も各クラブに訪問させていただきガバ
ナー補佐としての任期を一生懸命遂行したいと思
いますので、皆様宜しくご協力お願い致します。

第６ブロックガバナー補佐
（高畠ロータリークラブ） 大　浦　英　祐
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ガガバナー公式訪バナー公式訪問問

米沢上杉ロータリークラブ
成澤礼夫　会長、井上　博　幹事
於／グランドホクヨウ米沢
　成澤会長、井上幹事の率いる歴史あるクラブで
あります。三年後には50周年を迎えるという事で
着々と準備を進めておられるようでした。
　成澤会長と佐藤ガバナーとの懇談で職業奉仕の
哲学であるという自己と利他について話し合われ、
協議会は成澤会長のクラブテーマである「地域貢
献と活力のあるクラブ」について熱く意見交換が
行われました。
　その後、米沢市長、山形新聞米沢支社長、米沢
新聞社長へ米
沢・米沢上杉・
米沢中央・米
沢おしょうし
な、の４クラ
ブ会長一同と
表敬訪問に参
りました。
報告：大浦AG

2009.9.1
(火)

米沢中央ロータリークラブ
安部美和子　会長、二宮敏浩　幹事
於／グランドホクヨウ米沢
　前日の表敬訪問時に、安部美和子会長とガバ
ナーとの共通の趣味である登山について話をされ
ていたせいか、和やかな雰囲気でガバナー方針と
クラブ活動計画について話し合いされました。特
にCLPや会員増強について検討された会議となり
ました。

報告：大浦AG

2009.9.2
(水)

東根ロータリークラブ
松浦秀文　会長、鈴木　勲　幹事
於／青松館
　８月21日 （金） 東根ロータリークラブのガバナー
公式訪問は、会長、幹事及び次年度の会長及び幹
事との懇談会に充分な時間を費やして、今年度の
ガバナーの方針を徹底して伝えていただきました。
倫理高揚運動としてのロータリーのあり方等です。
東根クラブは過去にロータリー理念の研修が熱心
なクラブでしたが、その火種が残っており再燃焼
しそうな感じでありました。続いて、大小委員長
からの運営に於ける今年度の方針と進捗状況につ
いての報告がありました。例会ではガバナーから
の熱の入った卓話をいただきました。報告：横尾AG

2009.8.21(金)
山形西ロータリークラブ
佐藤茂雄　会長、渡辺　渡　幹事
於／大沼デパート
　佐藤豊彦ガバナーは８月24日、第2800地区最大
の会員数を擁し昭和32年に設立された山形西ク
ラブを公式訪問された。県内３番目の歴史を誇る
山形西クラブは今日までに、高坂知甫ガバナー、
遠藤栄次郎ガバナー、豊田義一ガバナー、そして
細谷信夫ガバナーノミニーを輩出されているクラ
ブでもあります。しかし、例会などに訪問させて
頂くと誠に和やかな例会で、強持てで知られる佐
藤茂雄会長のテキパキされた会長挨拶で始まりま
す。「少し緊張しているのかなー」などと話してお
られた我らが佐藤豊彦ガバナーも、いつもの雰囲
気で「今こそ職業奉仕を学べ」のご挨拶とご指導
に、大勢の会員皆様に温かい拍手を頂きました。
例会の食事も少しメタボ気味の会員には有りがた
い内容、それにス
マイルが例会の主
役の形で、大変楽
しみのスマイル、
本当に参考になり
ました。西クラブ
の皆様、大変有難
うございました。
報告： 安部AG

2009.8.24(月)
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米沢おしょうしなロータリークラブ
髙橋正洋　会長、洞内清人　幹事
於／ホテルサンルート米沢
　おしょうしなクラブは10年目を迎えるという
事で、髙橋会長、洞内幹事の緊張感がひしひしと
感じられました。
　会長・幹事会では、まだ若いクラブなのでユニー
クな運営をして来た事などを話され、これからは
もう少し形式を重んじて行かなければと言う事で
したが、私からはしっかり完成されたクラブに見
受けられました。クラブ協議会に於いてガバナー
は、鈴木陽市10周年実行委員長以下29名が全員一
丸となって準備を進めている事に敬服しておられ
る様子でありました。各委員長ともロータリーの
在り方についてなど有意義な意見交換が出来たと
思います。  報告：大浦AG

2009.9.14(月)
最上ロータリークラブ
佐藤　隆　会長、石山洋一　幹事
於／荘内銀行もがみ町支店
　９月15日 （火） 創立40周年を迎えられる記念す
べき年度に、最上ロータリークラブ公式訪問が、
荘内銀行もがみ町支店の２階で行われました。
　佐藤会長は、地域より理解されるロータリーク
ラブでありたい、会員相互の暖かい友情に結ばれ
た魅力のある、楽しいロータリークラブを作って
行きたいので、全会員が一丸となり、前進するこ
とを願う。と強調されました。
　また、各委員長より活動方針の説明があり、年
２回の親睦を主としての、新庄ロータリークラブ、
あじさいロータリークラブとの交流会などの計画
や、出席率90％の目標を実現させたいなどの、意
見交換会がな
されました。
　例会終了後、
高橋町長に表
敬訪問し歓談
されました。
報告：吉田AG

2009.9.15(火)

高畠ロータリークラブ
安部泰司　会長、近野和博　幹事
於／旅館　エビスヤ
　私が所属するクラブであります。現在49名の会
員、安部会長、近野幹事を中心に他のクラブに負
けない、和気あいあいとしたコミュニケーション
のとれたクラブと自負しております。
　会長・幹事会では、安部会長がクラブの方針
「とにかく楽しい例会」を掲げ、ガバナーからはク
ラブ運営に的確なアドバイスを受け有意義な意見
交換でした。クラブ協議会に於いても、クラブの
個性的な雰囲気の中でガバナーからロータリーへ
の思いを話していただきました。
　その後、会長・幹事共々、寒河江高畠町長へ表
敬訪問し懇談して参りました。  報告：大浦AG

2009.9.3
(木)

酒田湊ロータリークラブ
飯塚俊悦　会長、真垣政春　幹事
於／ホテルサンルート酒田
　次年度の石渡会長エレクト、鈴木事務局長も同
席され会長、幹事会から始まりクラブ協議会、例
会と順調に進行しました。
　２度目の会長を務める飯塚会長から、26人の
チャータメンバーでスタートしてから今、16名の
会員、一時は会員減少が激しかったがここ数年は
会員増加傾向で安定していて、湊クラブに入会し
たいと思われるようなクラブ運営をしたいと力強
い抱負が述べられました。
　湊クラブは会員の平均年齢58歳、創立17年目、３
年委員会が３委員会有るクラブです。その中の一つ
職業分類、会員選考委員会の３年委員会を止めて
ロータリー財団・米山奨学会委員会を３年委員会
にしたらどうかとガバナーより提案有りました。
　CLPは尊重しながら、ロータリーは４大奉仕が基
本であり、職業倫理運動である。会長の意をくんだ
親睦活動、自分
のクラブを見つ
め直す為にメー
クアップの大切
さ等盛りだくさ
んのガバナーの
卓話で終了しま
した。
報告：加藤AG

2009.9.9
(水)



GOVERNOR’ S  Monthly  Letter　2010年２月号12

南陽ロータリークラブ
近野永順　会長、粟野　隆　幹事
於／いとや旅館
　昭和38年に創立。大変歴史のあるクラブながら、
現在の会員数21名。少々淋しい感じもするが、少
数精鋭のメンバーで活動中です。
　佐藤ガバナーの激励会を前晩催し、懇親を深め
た後なので、和気藹々の会長、幹事会となりまし
た。ガバナーも大きな期待を込めて、「ロータリー
を勉強しよう」と呼びかけ、情報委員会の活動を
促しました。
　例会では、更にロータリーの倫理を学び、ロー
タリー網領の実践について熱く語られました。
  報告：三浦AG

2009.10.7(水)
村山ロータリークラブ
土田　賢　会長、佐竹義弘　幹事
於／みちのく村山農業協同組合楯岡支店
　10月13日 （火） 例会場のみちのく村山農協楯岡
支店の２階会議室で、ガバナー公式訪問が行われ
ました。
　昨年50周年を迎えた、村山ロータリークラブは
平均年齢が高く、会員が18名に急減し、会員一致
協力して、２名増強に努めております。
　会長幹事会、例会では、ガバナー卓話の後も多
くの質問が寄せられ活発な意見交換ができました。
　土田会長はいろいろな面で改革をめざしたいと
強調されておられました。  報告：吉田AG

2009.10.13(火)

村山ローズロータリークラブ
阿部惠一　会長、田中浩一　幹事

於／BSビル

　村山ローズロータリークラブの公式訪問は、９

月30日 （水） に行われました。午前９時より村山

ロータリークラブと共に佐藤村山市長を表敬訪問

しました。

報告：吉田AG

2009.9.30(水)
長井ロータリークラブ
齋藤裕之　会長、伊藤克也　幹事
於／タスパークホテル
　長井RCは1962年創立、すでに47年を迎えたクラ
ブで、ブロック内では全てにおいて指導的立場に
あるクラブです。
　また、渡部パストガバナーのクラブであり、ク
ラブ内は最年長84歳最年少38歳と年齢的にとて
も幅広い会員同志ながらロータリー精神の浸透し
たクラブです。
　この日の公式訪問も、佐藤ガバナーよりレベル
の高い指導がありました。特に齋藤会長の新会員
セミナーに向けた意気込みを感じました。例会後
は、長井市長を表敬訪問し、公式訪問の日程を閉
じました。  報告：三浦AG

2009.10.6(火)
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南陽臨雲ロータリークラブ
井上　博　会長、四釜裕二　幹事
於／いきかえりの宿　滝波
　南陽臨雲クラブは、創立10年の若いクラブなが
ら、奉仕の理想に燃える平均年齢48歳という若い
クラブです。
　井上会長の「ロータリーを気軽に楽しもう」の
テーマのもと、身の丈に合ったクラブ運営を進め
ております。
　佐藤ガバナーの公式訪問は、まず会長、幹事会
が催されクラブ運営の様子が報告されました。ガ
バナーは、若いクラブに期待を込めて、組織の運
営を指導され、特に情報委員会による勉強会や他
のクラブへのメイクの努力を求めました。引き続
き各委員長に同席をいただき、ガバナーへの質問
タイムで締めくくりました。  報告：三浦AG

2009.10.19(月)

新庄ロータリークラブ
草刈國夫　会長、浅沼光敏　幹事

於／つたや本店

　新庄ロータリークラブのガバナー最終公式訪問

が、10月15日 （木） 新庄つたや本店で行われました。

　県内11番目のクラブとして誕生し、今年度めで

たく50周年を迎える伝統あるロータリークラブ。

草刈会長は新庄市制60周年、新幹線新庄延伸10周

年とも重なる記念すべき年であり、先人達が築き

上げた新庄ロータリークラブの伝統を会員と共に

守り続けて行く１年にしたい、と強調されました。

  報告：吉田AG

2009.10.15(木)
尾花沢中央ロータリークラブ
伊藤幸千雄　会長、富士盛良一　幹事
於／アメリティーホール・フリーダム
　平均年齢58.3歳の若い尾花沢中央のロータリー
クラブの公式訪問は、10月14日 （水） アメリティー
ホール・フリーダムで行われました。
　伊藤会長は、「地球にやさしさ、ロータリーに活
動を」の地区目標を目指して、心に残る思い出多
い１年であります様に会員皆様のご協力をお願い
したい、と強調されました。また、幹事命で、公
式訪問当日は全員ネクタイ着用と通達されており、
全員正装での会議でした。
　例会後、尾花沢ロータリークラブ会長、幹事共々、
小野尾花沢市長・高橋大石田副町長に表敬訪問と
懇談しました。  報告：吉田AG

2009.10.14(水)

小国ロータリークラブ
鈴木正昭　会長、河内昭佐　幹事
於／レストハウスサンライズ
　小国クラブは16名の少数精鋭クラブです。会員
増強は当クラブが最も力が入る活動の一つです。
会長、幹事会においては少数クラブの運営につい
て佐藤ガバナーより指導がありました。特に、情
報委員会の活動を指摘され全ロータリークラブが
「ロータリーを学ぼう」と呼びかけました。
　例会には、小国が本拠地との事から、突然塚原
エレクトも出席され、楽しい食事会となりました。
　記念撮影後、小国町長を表敬訪問し、公式訪問
を閉じました。  報告：三浦AG

2009.10.28(水)
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 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/

新 入 会 員 紹 新 入 会 員 紹 介介

物故会員

文 庫 通 信文 庫 通 信文 庫 通 信文 庫 通 信 （NO.268）

謹んでご冥福を
お祈り申し上げます

五十嵐　進 君
立川RC
2010年１月６日　ご逝去

確定申告用領収証
～１月末日までにクラブへお届けします～

　昨年１年間（１～12月）で5,000円以上の特別寄付
をされた方には、１月末日までに（確定申告に間に合
うように）、認定証の写しが付いた申告用領収証をロー
タリークラブ宛に送付します。

お知らせ

※ページ発行年著者／出版社書　　　　名

※22Ｐ2009田中　　毅　D.2580
　　　　　　職業奉仕セミナー講演集

奉仕理念の提唱者
アーサー・フレデリック・シェルドン

※19Ｐ2009深川　純一　D.2580
　　　　　　職業奉仕セミナー講演集職業奉仕における個人と職業の倫理

※４Ｐ2009海田　　司　－『ロータリーの心もとめ』より

※３Ｐ2009塚原　房樹　私の“Rotary Notes”国際ロータリーのビルダー

※８Ｐ2009鈴木　清次　井坂孝の足跡井坂孝の説いた職業倫理を踏襲して

※１Ｐ2009村上　有司　D.2640月信職業奉仕に誇りを概

※４Ｐ2009原田實太郎　D.2730月信職業奉仕について

※１Ｐ2009竹中　秀夫　D.2680月信ロータリアンは同業者・業界でもっと積極
的行動を

■デジタル化された資料に関しては「※」と記されています。

ポールハリスフェロポールハリスフェローー

草島　晴夫 君
所属クラブ：鶴岡南RC
入会日：2009.10.8
職業分類：医療器具製造

納谷　政一 君
所属クラブ：鶴岡南RC
入会日：2009.7.2
職業分類：清掃業

上野　芳一 君
所属クラブ：鶴岡南RC
入会日：2009.10.8
職業分類：上・下水道工事

高橋　　定 君
所属クラブ：山辺RC
入会日：2010.1.12
職業分類：歯科医

小松　栄一 君
所属クラブ：寒河江RC
職業分類：内科医
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ク ラ ブ 会 員 ク ラ ブ 会 員 数数
累計出席率
12月分

12月
出席率

年初からの増減数内女性
会　員

2009.12.31
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
90.2481.9801440435酒 田1

第
１
ブ
ロ

ク

75.3270.0001334333酒 田 東2
94.3992.7300011012遊 佐3
97.83100.00000404八 幡4
76.4477.7800036036酒 田 中 央5
90.5889.2000614411酒 田 ス ワ ン6
91.9097.9200316316酒 田 湊7
86.4382.0500541539鶴 岡8

第
２
ブ
ロ

ク

84.0582.6510438338鶴 岡 西9
85.5696.7701132128余 目10
93.3188.1510020021立 川11
67.4564.9600344344鶴 岡 東12
74.5568.7500421419鶴 岡 南13
99.2599.3610251252天 童14

第
３
ブ
ロ

ク

87.4185.8100037037東 根15
82.9886.5200052050天 童 東16
88.1386.6720024024天 童 西17
86.3887.8000139139東 根 中 央18
95.28100.0000018019村 山19
89.4790.4800221221新 庄20
86.0187.5010018021尾 花 沢21
84.5088.1600119119最 上22
92.8288.2400017016尾 花 沢 中 央23
70.0768.1000522522村 山 ロ － ズ24
93.6293.3300020020新 庄 あ じ さ い25
89.8589.0000053051寒 河 江26第

４
ブ
ロ

ク

94.3798.7501123023大 江27
73.9078.2700032032河 北28
94.4496.4010236135寒河江さくらんぼ29
81.6279.1700019019西 川 月 山30
96.2596.0400086081山 形31

第
５
ブ
ロ

ク

95.3796.5710071072山 形 北32
96.9397.4100030028山 辺33
88.0485.8020056058山 形 南34
73.9073.8000014013中 山35
92.0392.31010103098山 形 西36
88.9990.2700119119上 山37
77.6283.3300044043山 形 東38
82.3684.2110437435山 形 中 央39
65.8754.9000135135山 形 イ ブ ニ ン グ40
82.6785.0020851852米 沢41

第
６
ブ
ロ

ク

95.9295.1010450449米 沢 上 杉42
81.6381.6300449448高 畠43
97.0496.1210342343米 沢 中 央44
73.2289.0010329228米沢おしょうしな45
71.6775.0000010010川 西 ダ リ ア46
94.1193.3200130130長 井47
90.6884.3310421221南 陽48
97.0697.0600018017白 鷹49
91.69100.0000016016小 国50
88.5091.6600047048南 陽 東51
96.4896.7000020020長 井 中 央52
82.1679.8010132232南 陽 臨 雲53
86.7687.09185811,762741,732合　　　　　計
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佐藤定四郎先生コラム

えぞむらさき（ムラサキ科）
　物を見るのに、自分の目の高さだけから眺めて、大切な

ことを見落としているようなことはないでしょうか？　こ

の「えぞむらさき」は、自分の目線を物の高さに合わせて

見ることの大切さを、教えてくれているような植物です。

　野原や道端などによく見られ、特色があって、きれいな

草花なのに、ほとんど人の目に止まっていません。目の高

さからだけ眺めては、この「えぞむらさき」の花の美しさ

は見えてきません。えぞむらさきの存在すら見落とされて

いるのです。

　花の色や形が、美しい「わすれなぐさ」にいちばん近い

植物です。ヨーロッパから帰化したもので、ロゼット状の

まま冬を越します。

2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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第３ブロックIM（東根市）
第４ブロックIM（寒河江市）

米山奨学生歓送会（山形市）

第３回諮問・指名委員会（天童市）
第１ブロックIM（酒田市）

第５ブロックIM（山形市）

第２回次期AG・大小委員長会議（鶴岡市）


