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　国際ロータリー第 2800 地区のガバナーを務めさ
せていただき、早、10 か月。お陰さまで、一定の
成果の感触を得ながら、残り 2か月の任期の終盤を
迎えることができています。
　各ブロックでのロータリーデーの取り組み、地区
補助金の活用、グローバル補助金によるタイへの浄
水器の供与、東日本災害復興資金の使用など、皆さ
まには、多彩な活動に取り組んでいただき、心から
感謝申し上げます。
　感じたことがあります。公式訪問で 50 クラブを
回らせていただきました。そこで、知ったことは、
上記のような、ＲＩあるいはロータリー財団の提唱
の、さまざまなプログラムがあるにせよ、各クラブ
は、その大小に関わらず、多様な社会奉仕、国際奉
仕活動を独自に展開しており、多くの問題抱え、そ
の活動、存続のあり方を模索しながらも、クラブの
前進、発展のため、努力されているということでし
た。
思いました。地区は、各クラブのこれらの活動を支
えるためにこそ、あるべきだということです。

　各クラブの地域での諸活動を支援することに、各
種補助金が使われるべきなのです。
　そして、こうも考えます。大きいクラブは、自力
でそれを成し遂げ、小さいクラブこそ、この補助金
を使い、多彩な活動を展開してもらいたいというこ
とです。
大きいクラブは、年次寄付、米山奨学会への寄付に
より、小さいクラブの上記活動を支援していくとい
う構図こそ、当地区に求められるものだと思います。
　このように、各補助金を柔軟かつ集中的に使うこ
とにより、小さいクラブの発展と、当地区の結束が、
さらに固まるのではないでしょうか。
　残り 2か月、私は、ロータリーの真骨頂である青
少年育成活動に力を傾注したいと思っています。
この青少年育成活動をするうえで、ロータリアンの
あるべき姿をさらに、追究してみたいのです。
　皆さま方のロータリー活動が実り多きものとなり
ますよう、心から願いながら、月信 5月号に寄せる
ペンを置きたいと思います。

あと 2 か月
国際ロータリー第 2800地区　　

ガバナー 池 田 德 博

・残り雪黒き畔道温めぬ
・まばゆくて萌えて薫りて春は来ぬ
・雛しまひ後はずつしり鐘馗殿

・ほろ苦きばんけ味噌にて飯一椀
・煙る山ベールの元に春育つ

ガバナー事務所に
掲示してある
池田ガバナー作の
　　　　俳句より

木曽御獄噴火災害へのご協力のお願い
拝啓　皆様におかれましてはご健勝にお過ごしのことと
拝察致します。
　さて当 2600 地区では、今期は南木曾での土砂流出、
木曽御巌山噴火、長野北部地震と三度の自然災害に見舞
われました。いずれの地域も次第に日常を取り戻しつつ
ありますが、地元の観光産業への長期的影響や風評被害
が懸念されています。
　木曾御獄はすでに活動も弱まっており、スキー場、ゴ
ルフ場、温泉などを含む周辺の観光地は以前どおり営業
を再開しておりますが、以前の活気を取り戻すにはまだ
まだ相当の時間が必要です。そこで 2600 地区では、ク
ラブの例会や会合、ゴルフコンペなどをできる限りこう
した被災地に出向き、間接的な支援を行おうと実施され
つつあります。近隣地区を除けば、遠方からお越しいた

だくのは大変ですが、全国のガバナーの方々にも同様の
支援をお願い致したく、是非、月信等の記事として地域
ロータリアンにお働きかけをしていただければ誠に幸い
と思う次第です。
　ご参考までに、木曾より頂きました観光案内を同封さ
せて頂きました。雄大な御嶽を望む開田高原や漆器の里、
温泉などもあり、四季折々にお楽しみ頂けます。これか
らは本当に美しい季節を迎えます。どうぞお足をお運び
くださいますよう重ねてお願い申し上げます。
　なお、本件に関するお問い合わせは 2600 地区ガバナー
事務所に、さらにご検討の際には、当該地区の木曽ロー
タリークラブがご案内、予約など便宜を図らせていただ
きますのでどうぞご活用ください。　　　　敬具

中 川 博 司
国際ロータリー第2600地区ガバナー
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　最後にスポンサークラブの太田実行委員長
を中心として全メンバーに１か月以上準備の
為に努力していただいたことに感謝いたしま
す。この度の地区研修・協議会を通して、米
沢上杉ロータリークラブ会員が全面的に酒井
ガバナーエレクトを支えていることを改めて
実感し、そのことを誇りに思いました。ご参
加いただきました皆様には厚く御礼申し上げ
ます。ありがとうございました。

１. 決議事項
（１）地区賦課金の件
（内訳）　賦課金	 １６，４００円

　　　　　　　ガバナー補佐費	 １，０００円
　　　　　　　ガバナー連絡運営費	 ２００円
　　　　　　　ロータリー文庫基金	 ３００円
　　　　　　　ＲＩＪＹＥＣ協力基金	 １００円
　　　（２）地区大会登録料
　　　　　　登録料　１０，０００円／人
　　　（３）特別会計（東日本震災等地区災害特別支援金）
　　　　　　支援金　３，０００円／人
２. 申し合せ事項
　　　（１）ロータリー財団寄付の件
　　　　　　５０＄／人　（11/30 まで納入）
　　　　　　※年間１５０＄のお願い
　　　（２）米山記念奨学会寄付の件
　　　　　　上期　２，５００円／人
　　　　　　下期　２，５００円／人
　　　　　　	※１人⇒一万円　目標	
３. 報告事項
　　　　ＲＩ人頭分担金（2015-2016）
　　　　　　上期　２９．００＄／人
　　　　　　（うち１．５＄は規定審議会負担金）
　　　　　　下期　２７．５０＄／人

◆付帯事項（要望事項）
１．ガバナーエレクト年度とガバナー年度との会計
を分離し、明瞭性及び透明性を高めたことに伴
い、それに対応した予算執行に厳に務めること
を要望する。

２．会員数減少及び消費税率アップ等により実質的
な予算規模が縮小しているにもかかわらず、例
年同じ内容の事業を実施するのは困難と予想さ
れる。従って、今後の検討課題として予算規模
に応じた事業と経費の見直しを要望する。

国際ロータリー第2800地区　2014-2015年度　地区研修・協議会

　酒井ガバナーエレクト時代の最大の事業である地
区研修・協議会が 4/18（土）米沢の伝国の杜、臨
泉閣の両会場を主会場に開催されました。池田ガバ
ナーをはじめ、パストガバナー、研修リーダー、カ
ウンセラー御出席のもと、500 余名の県内各クラブ
皆様にご参加いただきました。誠にありがとうござ
いました。
　本会議に於いて酒井ガバナーエレクトより、R.I
会長テーマ「世界のプレゼントになろう」の説明が
あり、酒井年度の地区理念「ロータリーの縁を活か
そう」、基本方針「友情と奉仕の再確認、スタンド
からグランドへ」の説明とガバナーエレクトの会員
に対する熱い思いが届けられたと思います。
　酒井年度がスタートする際には、各クラブが新し
い年度にブランディングして目的の達成に努力して
いただきたいと思います。
　午後より各分科会（7グループ）にわかれて、ク
ラブの次期幹事・役員・委員の皆様に、カウンセラー・
大小委員長と討論（アイディア交流会）していただ
きました。皆様におかれましては、分科会での内容
を十分にご理解いただき、各クラブにてご説明いた
だけるものと確信しております。特に、ガバナー補
佐・会長エレクト・幹事合同部会では、予算案・決
議事項・申し合せ事項・報告事項について決議して
いただきました。そして、第 2800 地区の今後の会
員減少・消費増税等、地区の現状を説明し、これか
らの地区の組織の問題・財政の問題等、会長エレク
ト会議での要望を酒井・長谷川年度で改革・改善し
ていく事を決定いたしました。

内 藤 文 博
次期地区幹事

（米沢上杉ＲＣ）
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2015-2016 年度　国際ロータリー第 2800 地区資金予算
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会 員 基 盤 向 上セミナー に参 加して

2015 年 3 月 30 〜 31 日に開催
されました。会員基盤向上セミ
ナーに参加しての報告を致しま
す。私は二日目のロータリー財

団セミナーに参加です。
　このロータリー財団セミナーは、毎年 2回のセミ
ナーが開催されていて、今回は会員基盤セミナーと
同時に開催されたものであります。
　「未来の夢計画」がスタートして 3年目になり各
地区としても事業が軌道に乗って来ていることか
らロータリー財団としての具体的な目標を掲げて、
2015 〜 16 年度取り組んでほしいとのセミナーでの
確認だったと感じてきました。
　ロータリー戦略計画を支える大きな 3つの項目
⑴ クラブサポートの強化
⑵ 人道的奉仕の重点化と増加
⑶ 公共イメージと認知度の向上
この大きな優先目標をもとに、ロータリー財団とし
ての具体的な優先目標を組み取り組んでいかなけれ
ばならないとのことであった。

⑴ 永久にポリオを撲滅する
　「具体的目標」
　　新たなポリオの発症例をなくす事、それには毎
年、3,500 万ドルのポリオ撲滅への寄付を確保する。
ポリオ撲滅におけるロータリーの役割について周知
を図る事であります。

⑵ ロータリー財団に対するロータリアンの知識、
　 参加、寄付を向上させる
　「具体的目標」
　　財団のプログラムをクラブがよく学び、財団に
対する理解を強め「Every	Rotarian,	Every	Year」
の寄付を達成するクラブを増やし、年次基金への寄
付を増やすこと

⑶財団の補助金と 6 つの重点分野を通じて、
　ロータリーの人道的奉仕の質と影響を高めること
　「具体的目標」
　　グローバル補助金の有効活用を図る事。職業研
修チームの数を増やし、持続可能性、簡潔さ、効果
あるグローバル補助金の活用する

⑷ ポリオプラスにおける成果と「世界でよいこと」
　 をしてきた 100 年の歴史に特に注目し、財団に
　 よるこれまでの実績に対するイメージ認識をた
　 かめる。
　「具体的目標」
　2016 〜 17 年度の財団 100 周年の祝賀を計画し、
実施する

　以上のような具体的目標を掲げセミナーが、1日
かけて勉強をしてまいりました。
　皆様方より浄財を集めて、世のため、人の為に何
か良いことをしようとする、ロータリーの崇高な精
神は素晴らしいものだと感じ入りますが、今のロー
タリー財団は考えさせられるものが多く、「未来の
夢計画」はロータリー財団が、此れでいいのかと思
うのは私だけなのでしょうか？
　セミナーを受けて、事例発表は素晴らしいものだ
と感じてまいりましたが、当地区の次年度の、地区
補助金の申請を見せていただき、各クラブの奉仕活
動を思う時、ロータリークラブではなくて、他の奉
仕クラブのように思うのは本当に悲しく思います。
　セミナーに参加して当地区のレベルアップに繫げ
ることを指導していかなければとの思いで、報告と
いたします。

　2015 年 3月 30 日	ホテルオー
クラ東京において開催されまし
た。

　10：30 開会、ＲＩ理事	北清治さんより開会挨拶
と趣旨説明があり、続いてクラブ戦略・ＲＣ戦略計
画の作り方などの実践例がパネルディスカッション
で行われました。
このパネルディスカッションがちょっと難しく、自
分のクラブ現状はどうか、クラブは何を目指してい
るか等	高度な場面に遭遇した感じでありました。
　私にとってはレベルの高い会議で不安になってい
る時、そこに手を差し伸ばしてリードしてくれたの
が、米沢ＲＣと友好クラブである東京品川ＲＣの冨
澤為一会長でした。

佐 藤 豊 彦パストガバナー
ロータリー財団委員長

（天童ＲＣ）

今 井　 潔
次期会員増強委員長

（米沢ＲＣ）
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　冨澤為一会長は次年度第 2750 地区の会員増強委
員長を務められるとの事で、全国から参加している
メンバーとこれから交流を進めていきましょうとの
助言で午後からは少しホッとした気持ちでセミナー
受ける事が出来ました。
　午後から公共イメージ向上とジャパンデーの発表
があり、イベントがイメージ化された事や、名古屋
で行われた「ワールドフード +それ愛フェスタ」、
新潟で行われた「山古志村と三宅島交流」相模原で
行われた「桜まつり」京都では「第 2ゾーン公共セ
ミナーと広報委員長会議」とそれぞれ発表され現場
実践で活躍しているクラブが大変頼もしく感じ、我
が米沢ＲＣも創立 60 周年が近づいてきますので地
域に何か還元できればと感じた所です。
　続いて会員増強に対してＲＩ地域別会員増強シー
トを使って説明がありました。
　2015 年 6 月末で会員数 130 万としたい、ＲＩ予
想では 2万人少ないとの報告でありますが、次年度
130 万人になるために国内ロータリアン 10 万人を
早く達成できるより協力を求められました。
　当日のリーダー補佐である鈴木隆士さんから会員
増強に関する戦略を作るチャートで説明を受け、7
月 4 日に行われる 2800 地区セミナーの分科会でも
同じように行いたいと思います。
　新会員の方にと「ようこそロータリー」のＤＶＤ
放映と説明がありました。
　このＤＶＤはぜひ当地区会員皆様にも見ていただ
きたいと思っております。

　プロジェクトリーダーである辰野克彦さんから
は、クラブの活性化は会員増強だ、最優先項目だと
のお話でした。
ぜひ当地区でも高い増強目標を掲げたいと思ってい
ます。
簡単ですが以上のようなセミナーでありました。
　今回のセミナーで、ロータリアンとなる人を入会
させる事、ロータリーのお蔭で幸せになる事、ロー
タリーに若い力を入れる事、ロータリーに入会して
良かった事を会員に提供する事が大切だと感じまし
た。
最後に：
セミナー会場には 200 名と全国から多くのロータリ
アンが参加しました。その多くのロータリアンとの
出会いを提供していただきました 2800 地区皆様、
そして我がクラブに感謝いたします。
　今回のセミナーの登録リストを見ると田中作次国
際ロータリー元会長始めＲＩ理事の方々、各地区の
パストガバナー、ガバナー、ガバナーエレクト、ガ
バナーノミニー、クラブ奉仕、会員増強、ロータリー
財団の各委員長、第 1・第 2・第 3 ゾーンリーダー
の方々とお会いすることが出来、なおかつ各地区会
員増強委員長の対話ができ、これもロータリアンに
なったからこそ、ロータリー冥利に尽きる 1日でし
た。
　大変良い機会をいただきました。
　今後とも多くのロータリアンとの交流が持てます
事を期待してセミナー出席報告といたします。

　2001-02年度、国際ロータリーは奉仕の第2世紀を迎え、組織
を導く長期的な計画の立案を始めました。「The	RI	Strategic	
Plan」当初は長期計画と和訳され、昨今は戦略計画と訳されま
す。以来この戦略計画は定期的に見直され、更新されていま
す。（Strategic	Planの直訳は戦略計画です。長期計画の方が理
解しやすいと感じますが、戦略計画とした方が、重要性が高い
と感じる様な気もします）
　2009年、RI理事会はこの大幅な見直しを行い、RIとロータ
リー財団が進むべき進路が一致するよう改訂し2010年7月1日か
ら有効としています。
　2015年3月30・31日に行われた会員基盤向上セミナーで、ロー
タリーコーディネーターの金杉誠氏に伺ったお話（RI戦略項目
の3つの項目は夫々関連性を持っている）に自分の考えを加えて
まとめました。
RI戦略計画は、3つの優先項目と5つの中核的価値観で構成され
ます。

3つの優先項目
○クラブのサポートと強化（ロータリーコーディネーターが支援）
○人道的奉仕の重点化と増加（ロータリー財団地域コーディネーターが支援）
○公共イメージと認知度の向上（公共イメージコーディネーターが支援）

　注目すべき点は、3つの項目は夫々関連性を持っているという
事です。
　即ち、人道的奉仕をすれば（結果として、世間の関心と評価
は高まり）自ずと公共イメージが上がります。公共イメージが
上がると（賛同者が増え、会員増強に繋がり）クラブのサポー
トと強化に繋がります。クラブが強化されれば（会員が増強さ
れれば）人道的奉仕が更に進み、その結果公共イメージは上が
り、会員が増えクラブは強化されます。つまり、良い循環にな
るという事です。
　この循環は、優先項目の何処から始めても（結果として）良
い循環になります。
　大切な事は、先ず自ら始めるという事だと思います。
　3つの優先項目には、具体的な目標が全部で16項目明示されて
います。どれも実現可能な事ばかりです。着手し易い身近な事
から始めましょう。
※紙面の都合上、2回に分けて掲載いたします。

公共イメージコーディネーター補佐（ARPIC）
RID2570　鈴木秀憲（吹上 RC）

コーディネーターニュース 5 月号（2015 年 4月10日配信）

私なりにまとめたRI戦略計画とその実行
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クラブ 2 5 小 委 員 会 セミナー

　4 月 4 日（土）ホテルリッチ&ガーデン酒田に
於いて、クラブ 25 小委員会による『少人数クラブ
の活性化について』・『ロータリー女性会員の集い』
のセミナーが、池田德博ガバナーの点鐘で午前 10
時より午後 12 時 30 分まで開催されました。
基調講演では、

①少人数クラブの活性化に付いて
　　　　　　　　　　新関彌一郎パストガバナー
　前年度、私がガバナーの時にクラブ管理運営委員
会の中に、クラブ 25 小委員会を作りましたが、池
田年度にも引き継いでいただきました、25 名以下
のクラブでは資金的にも奉仕活動をするにも泥弱
で、との思いから 25 小委員会を作りましたが、公
式訪問で各クラ
ブを訪問してみ
ますと、活気が
あり活発で活動
的なクラブが多
く、少人数なが
ら町全体を動か
すような企画し実行しているクラブも在りました。
会員増強はクラブの輸血、新しい会員を入れること
で安定化を図ってほしい。又、固定地区事務所を活
用し、少人数クラブからもガバナーを選出できるよ
うにしたいと思います。

②元気に生きる音楽と食事
　　　　　　　　　池田美保　声楽家（酒田ＲＣ）
　健康で生活するためには、塩分を少なくする食

事に心掛け、
家族に醤油
に酢をまぜ
て味を調整
しています。
103 歳の日野
原重明先生
の長寿の秘
訣は、笑顔を絶やさずストレスを溜めない事バラン
スのとれた食事、又、ピアノのメドレーとオペラ（ソ
プラノ）を歌っていただき、すばらしいピアノと歌
で楽しみ、基調講演を終了致しました。
期調講演の後 4グループに分れテーブルディスカッ
ションに移りました。
Ａ　クラブ運営に関する運営費の効果的な活用の仕
方

Ｂ　少人数クラブにおける奉仕活動の在り方と実例
Ｃ　女性会員からみたクラブの活性化
Ｄ　ロータリーの使命とは？なぜ私はロータリアン
であり続けるのか

　　Ａ発表　年次計画書、クラブ会報の手作り・食
事代をくふう・スマイル、ニコニコボッ
クスで資金を集める。

　　Ｂ発表　前年度に引き続きの奉仕活動・テレビ
コマーシャル。

　　Ｃ発表　移動例会では男女で交流でき、助け合
う精神を学んだ・女性会員の増強。

　　Ｄ発表　ロータリーを通して学んでいける・笑
顔の素敵な女性が多く、奉仕の中で皆
さんの笑顔を見る事が出来る。

　各グループより 1名の発表があり、池田德博ガバ
ナーより好評をいただき閉会しました。
　昼食には本日基調講演の池田美保さんプロデュー
ス、料理研究家服部幸應さん監修の食育健康スペ
シャルフェア（他では味わえない化学調味料を使わ
ない本物のバイキングをいただき散会いたしまし
た。皆様
のご協力
に感謝申
し上げま
す、有難
うござい
ました。

守 屋 文 夫
クラブ25小委員会委員長

（酒田スワンＲＣ）
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米山カウンセラー説明会・米山奨学生オリエンテーション

　4月 5 日に山形グランドホテ
ルにおいて、米山奨学生カウン
セラー（以下 CS）10 名、米山
奨学生 9名、関係役員・米山奨

学委員会、学友会関係者、大学関係者の総勢 34 名
の出席を得てオリエンテーション（以下OT）を実
施いたしました。開催が 10 時受付ということで、
米沢や鶴岡の方々には早朝からの準備を頂きありが
とうございました。
　書類選考と厳しい面接選考試験をパスした 9名の
奨学生とその CSの皆さんに対して毎年行われるも
ので、今年も大変優秀な奨学生の皆さんをお迎えし
ました。CS の皆さんには役割やこれからの進め方
の部分を中心に、注意事項などをお話しました。代

理で出席され
た方や初めて
の CS の方も
いましたの
で、少し緊張
の場面もあり
ましたが、新
関 直 前 G の
ユーモア溢

れる挨拶と武田米山奨学会常務理事 PGの的確な指
導、金子学友小委員会委員長の軽妙な司会で無事終
了。

　続いて新奨学生を交えての OT
を行いました。入室時は緊張の面
持ちでしたが、新関直前 Gのホッ
とする挨拶と大友 CS‐ PG、塚原
米山奨学会評議員 PGによるロータ
リーの歴史や米山奨学会について
の丁寧な説明で緊張も和らぎ、出
席者の紹介の場では、流暢な日本
語で返事されました。
　OTでは特に「確約書」について
理解してもらい、その場で「確約書」
にサインをして、その提出を持っ
て正式に米山奨学生となり、新関
直前 Gより奨学生バッチの贈呈を
受けて一人ひとり新関直前 Gと写
真を撮ってもらい、本当に嬉しそ

うでした。続いて奨学生と CS のスピーチがあり、
CSからは「初めて会ったとは思えない」等優しい
言葉があり、奨学生からは「この奨学金を貰えて誇
りに思う」「RCの皆さんと交流したい」等心から
の感謝の挨拶が
ありました。奨
学生の皆さん
は、最初の緊張
した顔から、本
来の笑顔になっ
て、CS の方と
親しく会話をし
ていました。
　今回のOTには山形米山学友会の高	吉嬉副会長
が出席され、自身の奨学生時代の思い出と、米山奨
学会に対する感謝と激励の言葉を頂きました。また、
奨学生の指導教官を代表して、人文学部准教授で国
際交流担当の山口	昌樹先生にもご出席頂き、米山
奨学会への感謝と国際交流の大切さや今後の奨学生
の活躍を期待するスピーチを頂きました。その後昼
食を頂きながら歓談し、最後に酒井GEよりご自身
も CSをされる立場から、暖かい歓迎の言葉で終了
しました。
　今年度は 9名の奨学生を迎え、益々米山奨学事業
が地区内で理解され、発展することを祈念して散会
しました。当地区は米山奨学事業への寄付が、地区
目標 15,000 円／ 1 人に届いておりません、皆様の
ご理解とご協力をお願いしまして、報告とさせて頂
きます。

松 村 澄 男
米山奨学委員会委員長

（天童ＲＣ）
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第 4 ブ ロック I M

　ホストクラブである、西川月山ロータリークラブ
の会員数は現在１５名。それゆえ、これまで当クラ
ブでは、ガバナー補佐の輩出が　困難だとして、第
４ブロックの各クラブには甘えて、迷惑をかけてき
た。また、今年度、当クラブは創立２０周年を迎え
る年にもあたることもあったが、昨年度中に、会員
全員で協議を繰り返し、ガバナー補佐の輩出を決定
し、IMの開催に向けて取り組んできた。
　今年の RI 会長のテーマの一つに、ロータリーデ
イを開催するということから、第４ブロックの他ク
ラブの皆さんとご相談して、今回の IMに一般の方
にも参加していただくようにも取り組んだ。結果と
して、司会を担当した私が見つけた一般参加者は、
３名だけであったが、基本的な方向としては、極め
て望ましいという印象を受けている。
　IMのテーマについても、クラブ内で議論して、

その結果としてまとまったものが、
「これまでお世話なった地域に、少
しでも恩返しする意味で、地域の中
で、国際奉仕や社会奉仕を自ら実践
している方々から、その活動内容を
話ししていただくために」『地域の
中の、国際奉仕、社会奉仕を考える』
とし、町内に住んでいる方で、①「パ
プアニューギニアで学んだこと」と
題して、元海外シニアボランティア
の吉見慎太郎氏　②「剣道を通じて
始めた国際交流で、町づくりの力に
なりたい」と題して、当クラブ会員
の近松和朗氏　③「私が、日本で、
この町で感じたこと」と題して、主

婦の榊恵子さんからそれぞれスピーチいただき、第
４ブロック内クラブの共同開催という意味から、各
クラブからの活動内容のスピーチもいただいた。と
にかく、会員数が少ないために、照明、PAも、朝
のわずかな打ち合わせでの開催で、脇の下を冷汗が
滝のように流れる思いを何度もしたが、なんとか終
了することができた。参加会員による懇親会も、大
盛況で、特に、乾杯前に、クラシック・ユニット「美寿」
の演奏を３０分ほど、お楽しみくださいとご紹介し
たところ、喉カラカラの会員全体から、「３０分も」
と悲鳴に似た声が聞かれたが、歌声が始まり、終了
すると同時に、場内から盛大な拍手とアンコールの
声がかかり、このときもまた、冷汗が引く思いであっ
た。また、飛び入りで、池田ガバナーが連れてきて
くださったダンシングチームにも魅了され、大いに
満足し、IMのすべての日程を終了することができ
た。改めて、ガバナー・地区幹事・パストガバナー・
第４ブロックのクラブ会員の皆様に熱く感謝を申し
上げます。

第 4ブロックＩＭを終えて

伊 藤 幸 廣
第4ブロック幹事
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松 野 俊 洋
ローターアクト小委員会委員長

（米沢上杉RC）

ローターアクト会長幹事会

　本年度、第 3回ローターアクト会長幹事会が 4月
12 日天童の〔青年の家〕を会場にローターアクター、
ロータリアン 16 名が参加して、聞かれました。
　その、討議内容は、①、ウインター交流会活動報告、
収支報告。②、代表公式訪問報告。③、第 27 回全
国ローターアクト研修会、代表者会議報告。④、年
次大会進捗状況。です。
　この中のウインター交流会は蔵王で行われ、応急
手当の仕方を学び、青森のローターアクトの参加が
あり、他地区との親睦が出来て有意義であった。
　また、第 27 回全国ローターアクト研修会・代表
者会は、3月21日・22日郡山市で行われ、1日目は①、
第 2原発、被災地視察希望者だけ、そのほかの人②、
「ふくしまはいま、どんな状況なのか –若手世代が
内側から見つめて」の講演、その後、③、ワークショッ
プ 4つのプログラム、a, 未来の為のまちつくり、b,

未来を担うひとつくり、c, フラダンス体験、d, 伝統
工芸体験を、参加者が 4組に分かれ実施されました。
　この後、懇親会では、33 地区のローターアクト
との交流を深めることができました。
2日目は、代表者会議と全大会が開催されました。
この中で、代表者会でまた、ＡＰＲＲＣの日本開催
に向けての進捗状況報告、次々年度全研開催地の承
認、ローターアクトとの全国組織ＪＲＡＣＩＣ改め
ローターアクトＪＡＰＡＮの活動方針〔案〕が提出
され、意見交換がなされた。また、全体会では、1
日目のプログラム報告、参加者が感じたことや未来
に向けてのメッセージが発表されました。この研修
会で、ローターアクターが奉仕を通じて親睦を実践
している姿を実感することが出来ました。
　そして、2800 地区年次大会は、米沢ローターア
クトクラブがホストとなり、5 月 16 日㈰グランド
北陽で行われます。多くのロータリアンの参加をお
待ち致します。

徳 宮 龍 男
尾花沢RC会長

「ロータリーデー」地区卓球大会を盛大に開催

　「地域と密着したロータリーを」と池田ガバナー
が提唱した「ロータリー day」。この度、尾花沢ロー
タリークラブと尾花沢中央ロータリークラブ共催に
て、去る 3月 29 日、尾花沢市営体育館を会場に第
20 回記念尾花沢ロータリークラブ杯卓球大会が開
催されました。
　この大会は、今から 20 年前、尾花沢ロータリー
クラブが、地域の青少年健全育成と卓球の技術の向
上を目的に「尾花沢ロータリークラブ杯卓球大会」
として創設しました。以後 20 年間の長きにわたり、
関係者の協力により継続され年々盛大
に発展してまいりました。
　当初は、尾花沢市内の中学生 30 数
名の大会でありましたが、今では、天
童市〜最上郡まで幅広い卓球愛好者が
集う大会に成長、名実共に地域の名門
大会となっております。
　尾花沢中央クラブの司会進行で大会
が進められ、本大会の創設に努力した
尾花沢ロータリークラブ員の鈴木喜左

夫ガバナー補佐に感謝状を贈呈されました。次に、
徳宮尾花沢クラブ会長の挨拶、続いて各、部門毎に
熱戦が展開されました。小学校から高校一般までの
愛好者が一球入魂を繰り広げられ、午後 3時までの
大会となりました。閉会式には、尾花沢ロータリー
杯のはか、名入れの金銀銅メダルを交付し、和やか
に第 20 回記念大会が終了しました。今回の参加者
は、選手が 158 名であり、保護者等を含めると約
320 名です。ロータリー活動の意義や奉仕の内容を
はじめ、週報拡大展示などに力を入れた結果「ロー
タリーデー」に相応しく決意を新たにさせられた大
会となりました。
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第 2 7 回 全 国 ローターアクト研 修 会

　第 27 回全国ローターアクト研修会が福島県郡山
市を舞台とし、2015 年 3 月 21 日・22 日の 2日間行
われました。全国各地より33地区のアクターとロー
タリアンの方々が一度に会し、親睦を深めながらア
クターとしての知識や心構えを学びました。
　1日目は開会式後、2つの会場に分かれてのプロ
グラムが開催されました。
　①視察プログラムとして東京電力第 2原子力発電
所・被災地視察が行われ、研修会半年前より希望者
の安全面を確保しながら慎重に準備してきました。
視察プログラムの希望の声は多くあり、４年たった
爪痕の残る被災地をしっかりと観て考える機会とな
りました。
　②講演・ワークショッププログラムでは第一部
に『ふくしまはいま、どんなじょうきょうなのか―
若手世代から今を見つめて』と題し、一般社団法人
共同通信社に務め、現在ふくしまの声を届ける編集
部で活躍している伊藤絵里さんより被災地に残る想
いを講演していただきました。福島原発と地域の名
前がついている原発は今まではなかったこと、原発
によって生まれる風評被害も深刻なものになってい
る。しかし、被災地に今も住み続ける若者や移住を
しても尚故郷の地へ想いを募らせる若者の目標とす
るものは同じで福島の地を明るく照らしていくもの
でした。第二部では講演で感じた福島の現状と想い
を胸に 4つのプログラムがおこなわれました。「未
来の為のまちづくり」・「未来を担う人づくり」では
地区を飛び越え、アクターとロータリアンの方々が
自由に発言し、自分の住む故郷を想いながらまちや
人づくりを考えました。「フラダンス体験」・「伝統

工芸体験」では、福島に根付いている文化を体験し
福島を身近なものとして感じることができました。
　懇親会では各地区の PR をしながら、33 地区と
交流を深めました。新入会員は名刺を交換しながら
緊張した表情でしたが全国に仲間を増やすことがで
きました。また、再会を喜ぶシーンが幾つもあり、
同じ志の仲間がいる心強さを感じました。
　2日目は代表者会議と全体が開催されました。
○代表者会議では 33 地区の地区代表・地区代表ノ
ミニ―が出席対象者となり、前年度の代表者会議報
告やAPRRCの日本開催に向けての進捗状況の報告
がありました。また、次々年度全国開催地の承認や
代表者会議定款変更の提案など次年度に向けての意
見も活発に聴かれました。そして新たな活動とし
て JRACIC 改めローターアクト JAPAN の活動方
針（案）が提出されましたが新たな活動に関しては、
各地区が地区の運営状況を考えながら今後の発展を
望むこととなりました。33 地区それぞれの意見が
あり、白熱するシーンもありましたが議長を中心と
しローターアクトクラブの未来に向けて有意義な時
間となりました。
○全大会では 1日目のプログラム報告を行い、参加
者が感じたことや未来に向けてのメッセージが発表
されました。また、今回の全国研修会の様子を撮影
したスライドも流れ、想いを振り返りながら志を一
つとし団結力を強めることができました。閉会式で
は次年度地区代表ノミニ―挨拶があり、2800 地区
より竹田貴大が代表ノミニ―として決意表明を参加
者全員の前で行いました。新たな世代への交代を
しっかりと行い、門出を喜ぶことができました。33
地区が情報を交換・共有して、団結力にさらに磨き
がかかった全国研修会となりました。

江 部 智 美ローターアクト地区代表
国際ロータリー第2800地区

国際ロータリー第 2800 地区参加者
地区ローターアクト小委員会委員長：松野俊洋様
地区代表：江部智美
地区会計：江口鮎美
次年度地区代表ノミニ―：竹田貴大
次年度地区幹事：須藤祐樹
鶴岡ローターアクトクラブ：3名・OB1名
南陽ローターアクトクラブ：2名・OB1名
米沢ローターアクトクラブ：3名
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馬 場 祐 希派遣地区／台湾3470地区
（ホストRC／斗南RC）

青 少 年 交 換 学 生 月 次 報 告

　皆さんこんにちは。台湾に来てもう 7か月が過ぎ
ました。時間の経過の速さに驚いています。早いも
ので、もうすぐ台湾に夏が来そうです。今は丁度梅
雨の時期です。だんだんと暑くなってきました。学
校では衣替えがあり、半袖半ズボンです。
　今月のイベントと言えば、3月 14 日、15 日に第
3470 地区の地区大会がありました。留学生が参加
するイベントは中国語のスピーチコンテストと、ダ
ンスパフォーマンスです。ダンスは 12 月からこの
4か月間練習をしてきまいた。ブラジルの音楽に合
わせて踊るダンスと、カンフーを披露し、今台湾で
大人気の歌にあわせて踊るダンスの 3種類です。カ
ンフーは 2 つのグループ分かれて、道具を使うグ
ループ、足を振り上げて空手のように演じるカン
フー、私は後者でした。本番まで何度も踊りを確認
して、間違えずに、かっこよくできたのでよかった
です。午後からは留学生の中国語スピーチコンテス
トです。何番目にスピーチをするかを決めるくじを
引きました。私はなるべく最初の方がいいなと思っ
ていました。実際は 12 番目で、丁度間でした。皆
練習し始めて、私もしまいした。人前にでてしかも、
母国ではない言語を話すというのはただでさえ緊張
するのに、緊張が今まで以上でした。順番が来るま
で何度も先生の声を録音したものを聞きました。い
ざ本番が来ると、意外にもリラックスして話すこと
ができました。今までいくつかのコンテストに参加
したことがありましたが、今回一番緊張もほどほど
に、リラックスしていたような気がします。これも
また成長の一つだと思います。そして、24 人全員

が終わりました。結果発表のとき
です。最初 1人、２人と名前が呼
ばれていき、私たち留学生は発表
のされ方がわからなかったので、
皆軽いパニックでした。私も何も
賞は取れなかったか、と残念に思
いました。するとたくさんの人が
呼ばれていき、残ったのはたった
６人で、皆「あー」とわかった感
じになりました。これで 3位以上
が確定してホッとしました。そし
て、3 位の 3 人が呼ばれて、残っ
たのは、私と、アメリカ人の女の

子でした。その子のスピーチはとても表情豊かに、
言葉一つ一つに感情をたくさん込め、台湾人が話す
ような感じだったので、私が 2位だなと思っていま
した。しかし、結局私は一位をとることができまし
た。とてもうれしかったし、いろんな人がおめでと
うと言ってくれてとてもうれしかったです。丁度一
週間前文が長いと、大幅に修正しました。夜遅くま
で、手伝ってくださったホストママ、練習に付き合っ
てくださったホストパパ、シスターたち、時間を割
いて練習につきあってくださった先生方、支えてく
ださったすべての方に感謝します。少しでも恩返し
になったらうれしいです。
　そして、3月はホストクラブの旅行や、ホストファ
ミリーとたくさんの場所に旅行行きました。たくさ
んの綺麗な面白い場所に連れていっていただきまし
た。私は台湾のほぼ 5分の 3の縣に行きました。ど
こもとても楽しくていい思い出ばかりです。
　そして、地区大会が終わった後、私の母と姉が来
台しました。私の 3つ全てのホストファミリーと食
事したり、ロータリーの食事会に招待していただき、
本当に斗南ロータリークラブの皆さん全員にお世話
になりました。その後、学校を訪問したり、観光し
たり、学校の先生方、ホストファミリーにはとても
お世話になりました。本当に感謝しています。その
あと、台北方面に観光に行きました。そこには、日
本人観光客もたくさんいました。行きたい所に行き
方がわからない人に私は行き方を教えたり、値段を
運転手に聞いてあげたりしました。日本人だけでな
く、アジアからもたくさんの人が来ていて、韓国人
にも教えてあげました。自分の中国語や、台湾での
生活の知識が初めてそこで役に立ったので、うれし
かったです。
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東 北 合 同 スプリン グキャンプ

　3月 24 〜 26 日、岩手県奥州
市水沢区において 2泊 3日の日
程で東北 5 県合同スプリング
キャンプが開催されました。

　初日は、派遣先の長期青少年交換委員長から「良
き親善大使」の称号を頂戴し、帰国後も、国際的に
活躍できる人になろうと勉学に励んでいるROTEX
の神馬さんから経験談を話していただきました。夕
食歓迎会では、学生たちが得意とする楽器を持ち
寄っての演奏会と、池田ガバナーによるフラダンス
ショーが披露されて、そのノリから参加者全員によ
るマカレナ・ダンスへと繋がり、とても盛り上がり

ました。
　2日目は「先人Rotarian に学ぶ」として、奥州市
水沢が生んだ第 30 代内閣総理大臣であり Rotarian
であった斎藤實氏の記念館と、台湾総督や多くの官
僚を務めた後藤新平氏の記念館を訪れました。また、
第 2520 地区国際奉仕委員の麻生さんより「良き親
善大使の条件」について講話をいただきました。夕
食は、派遣先でナイフとフォークの使い方など恥ず
かしくないようにテーブルマナーを学びました。
　最終日はいよいよ派遣国の言葉で約 5分の決意表
明です。派遣候補生たちは、仲間たちにアドバイス
をもらいながらまとめて、それを暗記するために、
2晩ほとんど寝ないでがんばって発表しました。
　派遣候補生 8 名、来日学生 9 名、ROTEX4 名が
集い、生きた語学研修の中で交流を深め、多国間の
友情の輪が広まりました。第 2800 地区の台湾から
の来日学生の陳延甄ちゃん、周紋君ちゃんも、アメ
リカ・フランス・ブラジル・メキシコから来ている
学生達との新たな交流が生まれました。派遣候補生
たちは、この交流の中で、来日学生たちと 5ヶ月後
の自分を重ねていたのではないでしょうか。異国の
地で自分の存在をアピールすることの大切さを知
り、その術も学んだに違いありません。なんといっ
ても、参加したそれぞれの子供たちの表情は、初日
と 3日目ではまるで違っていました。自分のためだ
けの留学ではなく、親善大使として、国民の代表の
ひとりとして自覚している顔に見えました。
　第 2800 地区からは、池田ガバナー、今間幹事、
小松寒河江RC会長も参加してくださいました。お
忙しいところ参加していただき子供たちを激励して
いただきましたことに感謝申し上げます。

大 泉 み ど り
青少年交換小委員会委員

（大江RC）

秋田・岩手・福島・宮城・山形
合同スプリングキャンプに参加して
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アイサさんご 両 親 歓 迎 会

　4月 7 日（火）、第 2ブロック青少年交換学生ア
イサさんのご両親が鶴岡を訪れ 9ヶ月ぶりに再会さ
れました。　この機会に、ご両親を歓迎しようと、
鶴岡南ロータリクラブをホストクラブとして、東京
第一ホテル鶴岡で歓迎会を開催致しました。　池田
德博ガバナーをはじめ、藤川、塚原両パストガバ
ナー、今間地区幹事、地区青少年委員会、第 2ブロッ
ク会長・幹事さんをはじめ友愛に満ちた多くのロー
タリアン、ホストファミリーを務めて頂いた大滝正
博会員（余目ＲＣ）、齋藤秀紀会員（鶴岡南ＲＣ）
両ご家族の皆さん、2名の次年度交換学生と多くの
皆さんに参加をして頂きました。　
　恩田次郎君（鶴岡南ＲＣ）の司会進行で、池田德
博ガバナーの挨拶、佐藤孝子地区青少年委員長の
2800 地区と国際間での青少年交換が活発化してい
る旨の挨拶、アイサさんのご両親がロータリアンで
あり、各クラブとのバナー交換、遠藤伸一地区青少
年交換小委員長より今年度、次年度交換留学生の紹
介、この中で、当地区より次年度留学する生徒さん
からは、ホームスティ先での会話は、現地の言葉で
会話をすると、力強い意志表明をして頂き、会場は
大きな拍手に包まれました。　その後、懇親会に入
り、藤川享胤ＰＧより、乾杯の発声を頂き、和やか
なうちに、国際色豊かな交換の場になりました。
　その後、アイサさんよりご両親の紹介と日本語を

交えたご両親の挨拶、第 2ブロックより、ご両親へ
の記念品（御殿まり）の贈呈、ホストファミリーを
務めて頂いた大滝・齋藤ご両家から、ホームスティ
でのアイサさんとの思い出話を披露して頂き、名残
惜しい中での、塚原初男ＰＧの中締め挨拶、ロータ
リーソング「手に手つないで」の大合唱で閉会致し
ました。　アイサさんには残された 3ヶ月余りの羽
黒高校での、留学期間を有意義に過ごして頂き、日
本での学校生活や友達との思い出、ホームスティ
先での思い出等たくさん作って、心に残る青春の 1
ページにして貰いたいと思います。　結びに、ホス
トを務めて頂いた鶴岡南ＲＣ土門会長はじめ、企画
運営に当られた会員の皆様に感謝し、参加頂いた会
員皆様にお礼申し上げ報告と致します。

富 樫 松 夫
第2ブロックガバナー補佐

（鶴岡ＲＣ）
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ク ラ ブ 会 員 数 ・ 出 席 率 （3月）
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大 井 勝 喜
所属クラブ／酒田東ＲＣ
職業分類／建設業
入会月／2015年4月

（敬称略）

新入会員紹介

職業奉仕について•••••••••••••••
◎「ロータリー東日本震災復興基金日本委員会活動報告」黒田正宏編集　2014　47p
◎「街を流された方々を診て…」畑山　徹〔2013〕4p（D.2830 地区大会記録誌）
◎「ロータリアンとはその１～３」深川純一　伊丹 R.C.2014　3p（純ちゃんのコーナー
PartX Ⅲ）
◎「ロータリーを輝かせる為には」朱　秋龍　2015　10p（D.2710 地区大会特集号）
◎「国際ロータリーにおける中央集権と地方分権」直木太一郎　1971　3p
◎「『職業奉仕』は菩薩の両願」塚原房樹　2015　1p（D.2510 月信）

◎「そして賽は投げられた」久野　薫　2015　1p（D.2680 月信）
◎「『職業奉仕』の 10 分スピーチ」新藤信之　2014　2p
◎「職業奉仕の森」鈴木一作　13p
◎「ロータリーの倫理的行動指針の変換」柿沼利明　2012　1p（古河東 R.C. 週報）
必読のロータリー情報••••••••••••••••••
◎「信天翁（AHODORI) よちよち歩く」　斉木亀治郎　姫路 R.C.　1970　209p
◎「ロータリーの初心をたずねて」　小堀憲助　東京千種会　1971　54p
◎「ロータリーにおける思考と行動」　菅野多利雄　1972　128p
◎「おゝロータリアン（職業奉仕とは）」　金沢北 R.C.　1975　84p  
◎「ロータリーの本」　森 光繁　今治 R.C.　1971　126p
◎「ようこそロータリーへ・新装」　佐藤千壽　東京江北 R.C.　2000　87p
◎「純粋ロータリー理論からみたロータリーの経営哲学」　小堀憲助　千種会　2009　79p 
 ［上記申込先：ロータリー文庫 ]
◎「ロータリーの森を歩く」　佐古亮尊　大村北 R.C.　2005　345p 
 ［申込先：長崎新聞社出版室　FAX(095)848-4856]
◎「ロータリーの心と原点」　廣畑富雄　2014　171p　　 　
 ［申込先：㈱エムケイスペース　FAX(092)737-9557]

３３１号
３３２号

文庫
通信

★ ハイライトよねやま１８１号 ★　（2015 年 4月13日発行）

【今月のトピックス】
・寄付金速報　―	2014-15 年度も残り３カ月	―
・新奨学生オリエンテーションがスタート
・タイ米山学友会総会報告　―	創立３周年を迎えて	―
・第２代よねやま親善大使が決定！
・よねやまフォトコンテストにご応募ください	

《今月のピックアップ記事》
第２代よねやま親善大使が決定！ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2 月 15 日締切の「第 2代よねやま親善大使」には 40 人の学友・奨学生から応
募があり、広報委員会、常務理事会にて厳正なる選考の結果、下記 3人の方に
決定しました。
◆スチッタ・グナセカラさん（スリランカ /2010-11/ 別府 RC）
◆于咏さん		（中国 /2005-07/ 名古屋中 RC）
◆金福漢さん（韓国 /1995-97/ 大宮北 RC）

任期は2015年 7月から2年間です。なお、初代よねやま親善大使・楊小平さんも、
1年間任期を延長して活動していただけることになりました！ 7月から、4人の
親善大使がロータリー米山記念奨学事業をＰＲします。ぜひみなさんの地区へ
招へいしてください。

○親善大使に関するご連絡は当会事務局広報担当まで。

お詫び
ガバナー月信４月号（第
１０号）７ページに掲載
のポール・ハリス・フェ
ロー。
米沢上杉ＲＣ酒井彰ガバ
ナーエレクトのマルチプ
ル　ポール・ハリス・フェ
ローは
第３回マルチプル　ポー
ル・ハリス・フェローの
誤りでした。お詫びして
訂正いたします。
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GEクラブ事務局担当者会議
西川月山RC20周年記念式典

日　曜日 主要行事　　【ガバナー公式訪問】 日　曜日 主要行事　　【ガバナー公式訪問】

5月の地区スケジュール

国際ロータリー第2800地区 2014-2015年度ガバナー　池 田 德 博
ガバナー事務所 〒997-0034　山形県鶴岡市本町三丁目2-3　TEL　0235-29-1751　FAX　0235-29-1752
 E-mail：ri2800.ikeda@gmail.com

鶴岡公園の夜桜
《表紙写真》

後ろの建物は国指定重要文化財の
旧西田川郡役所（現在は致道博物
館内に移築保存されている）

鶴岡市羽黒地区にある
松ヶ岡開墾場の桜のトンネル

《裏表紙写真》

明治維新直後の廃藩置県の折、旧
藩家老菅実秀が旧藩士の先行きを
考え、養蚕によって日本の近代化を
進め、庄内の再建を行うべく開墾を
行ったものである。

第4回諮問委員会
RID2800 RAC年次大会（米沢）
新庄あじさいRC20周年記念式典
第20回日本青少年交換研究会・
　　　　　富士の国会議（静岡）　5/16・17

白鷹RC50周年記念式典
　新旧米山奨学委員会及び
　山形米山学友会温泉懇親会　5/30・31




