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　あっという間のガバナーとしての 1 年間でした。
ガバナーにご推挙していただき、また、ご支援、ご
協力いただきましたことにつきまして、心から感謝
申し上げます。皆さまのおかげで、ガバナーでなく
ては経験できないこと、また、そうでなくては、考
えもしなかったこと、さらには、ガバナーになって
初めて、ロータリー精神について深く考える機会を
いただけたことを、本当に幸せと感じています。
　ただ、現時点において、様々に、反省すべきこと
を覚えます。
　まずは、地区チーム研修についてです。ガバナー
エレクトとして、国際協議会に出席し、当該年度の
テーマが示されるわけですので、慌ただしくはなり
ますが、帰国後、第 1 回目を設定されるのが合理的
と思われます。国際協議会への歓送会においては、
次期地区役員、地区委員、直前、ノミニー、パスト
の各ガバナーとの顔合わせといった意味合いでの場
を設けることで、足りるのではないかと思います。
　次に、PETS ですが、会長・幹事の責務を伝える
とともに、第 1 回目の地区チーム研修をふまえ、当
該年度のガバナーの方針、地区目標を明確に伝える
という目的もって、各ガバナー補佐、各委員会にお
いて、討議方式をとってのミーティング形式にすべ
きかと思います。
　引き続いての、地区研修協議会では、クラブでの
協議を踏まえての、分科会、かつ、討議方式を取り
入れていただければと思います。そして、これに先
立つリーダー研修において、この分科会の内容や進
め方を、十分に検討される必要があります。また、
各地区委員は、事前の各委員会での協議を経て、当
該年度の方針を明確に示すことが必要と思われま
す。

　また、地区からの、各大委員長等の、出前卓話に
ついては、是非、ご活用願いたいと思いますが、各
クラブにおいては、3,000 円から、5,000 円程度の、
交通費のご配慮をいただければありがたいと思いま
す。基本的には、地区研修協議会において、各クラ
ブの担当委員長さんが、各クラブにおいて、しっか
りとご報告、ご指導していただくことになっている
わけですが、地区は、その補助としての機能を果せ
ていただくという立場になるかと思います。
　そして、地区の各委員会によるセミナーの持ち方
についても、参加型の形式を、是非、取り入れて、
躍動感のある委員会活動を試みていただきたいと思
います。これにより、各クラブの活動の活性化を引
き出すことが可能となります。
　さらに、地区大会後においては、青少年育成に取
り組んでいただきたいと思います。青少年育成部門
では、地区大会後のプログラムが、多数あります。
力を抜くことなく、具体的なテコ入れが、必要かと
思われます。
　そして、各クラブにおいては、PETS、地区研修
協議会、各委員会によるセミナーでの内容を担当者
は、確実に会員に伝え、かつ、各クラブの当該委員
会で、しっかりと協議されるよう、お願いしたいと
思います。
　以上、私が努めた、ガバナーとしての一年間の総
括としての、まとめをしてみました。
　いかがでしょうか。私としては、今後も、2800
地区と各クラブの発展のため、微力ながら、ガバナー
経験者として、貢献して参りたいと存じます。
　この一年間の、皆さま方からの、ご支援とご協力に、
心から感謝申し上げ、筆を置かせていただきます。
　ありがとうございました。

この一年を振り返って
国際ロータリー第 2800地区　　
ガバナー 池 田 德 博

・初夏の月川面をなでてさざめかす
・ひなげしのぽかりぽかりと浮く野かな
・十三夜満ちるを待ちて二夜かな

・じつとりと汗ばむ膚に蝉の声
・蚊遣り香懐古の頁めくりけり

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
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地区幹事　　　　　　
今 間 勝 見

　（鶴岡西ＲＣ）
　思い返せば池田ガバナーがノミ
ニーに決定した 2012 年秋から、和
田ガバナー事務所より会議等の案内
が届く様になり、忙しさと共にガバ

ナー年度へ向けての緊張感が増す日々を送る様に成
りました。
　2013 年秋にはエレクト事務所を開設し、いよい
よ多忙な日々が始まり判らない事が多く、慌ただし
い中で有りましたが、新関ガバナー事務所の志田地
区幹事をはじめスタッフの方々には、力強く支えて
頂き大変お世話に成りました。
地区幹事という役職を初めて体験し、日頃のロータ
リー活動をもっともっと、しっかりやっておくべき
だったと反省、しかし、後悔ばかりでは前に進むこ
とは出来ず、暫くは地区事務所の菅野女史に電話を
する日々が続き、「申し訳ないな」と思うことしき
りでありました。
　しかし、その対応は電話の先に笑顔で答えている
姿が浮かぶ程の懇切丁寧なもので、有り難く感謝の
日々で有りました。
　感謝といえば池田年度の期間中、常に地区内の
ロータリアンに感謝の気持ちを持ち続けておりまし
たが、特に公式訪問では強く持ちました。
　敬意を払って迎えて頂いた事に、会長・幹事・会
員の皆さんの高潔さを感じ、ロータリーの友情と寛
容さに感謝・感謝でした。
　年度当初、「たかがロータリー・されどロータリー」
等と安易な発言をした事、そして、不用意に口にし
た言葉で不快な思いやご迷惑をお掛けした事を深く
反省し後悔したものです。
この様な地区幹部でしたので地区内ロータリアンの
皆様には、私自身気が付かないご迷惑を、多々お掛
けしたものと深く反省しておりますが、それでも笑
顔で温かく迎えて頂きました。
　日頃の地区内ロータリアンのロータリーに向き合
う姿勢は様々だと思いますが、異業種の会員同士が
交流を深める事が出来る貴重な時間にも成っている
事を感じました。その様な事を感じる事が多くな
り、地区内の同業者や異業種の交流する機会が有っ
ても良いのではないか、と思いました。その中で親
睦や情報交換の場を作る事が出来れば、周りから見
てロータリーがより魅力ある組織に成る事が出来る
のではないか、と一人思っております。
　いずれにしても、一年を通じて思う事はロータリ
アンの皆さんには「感謝」の一言に尽き、91 歳の
母を家族に託して職責を何とか終えることが出来た
事に、家族にも「感謝」の 2 年 8 ヶ月で有りました。
　酒井年度にも地区内ロータリアンの皆様から池田
年度以上のご協力を頂き、支えて頂きますようお願

いいたします。・・・・・・・・・・・・
　有難う御座いました。

地区資金委員長　　　
本 間 光 廣

　（鶴岡西ＲＣ）
　今にして思えば、不思議なことで
すが、なにをするのか分からないま
ま「資金委員長」を引き受けてしま
いクラブ内の経験者、木村先輩を訪

ねました。記憶が薄れたからと、渡されたのが「ロー
タリアンの手引き手続要覧 2004 年」。心細い思いで
帰ってきたことを思い出します。それでも富樫ガバ
ナー補佐に、「大丈夫」と背を押され「分からなかっ
たら聞けばいい」と腹をくくることが出来ました。
　私の「聞けばいい」で一番の犠牲になったのが直
前地区会計、天童の今田さん。どんな質問にも、笑
顔で丁寧にお答えいただきました。当初、資金委
員長として戸惑ったのは会計期間が 7/1 から翌年
の 6/30 までの 1 年間なのに、その前のカバナーエ
レクト期間の約 10 ヶ月分も含まれていたことです。
今までこれでやってきたことだから、と自分に言い
聞かせこの制度を理解するよう努めた頃、大きな変
革がありました。エレクト時代の決算もする、地区
固定事務所の設置という新たな方針が新関年度より
出され、それに伴い大枠の予算を提示されたのです。
一方的で、新たな負担も増えることもあり反発した
くなりましたが、新関パストガバナーとは親戚筋に
あたり、また今田さんの顔が目に浮かび、なにより
も提示された数字に説得力があったことで受け入れ
ざるを得ませんでした。このように池田年度は新た
な会計の仕組みに最初に取り組み、かつ地区基金の
建て直しを担うという二つの大きな使命を課せられ
た出発となりました。お蔭様で、新たな仕組みはしっ
かり機能しております。次年度以降さらなる改善を
加え、進化してゆくことを期待しています。
　この一年を振り返り、地区大会時、資金繰りを見
かねた鶴岡クラブさんからは資金援助の申し出もあ
り、周りのクラブの皆様の大きな支えで終盤を迎え
ることが出来ました。「親からの恩は子に返せ」「祖
父の陰徳　孫にくる」日本の良き伝統の「恩送り」、
皆様より受けた大きな「ご恩」を次の酒井年度、さ
らには長谷川年度に資金面からできるだけ、お返し
したいと思います。
　結びにあたり、限られた予算に苦しめられなが
ら、各行事を滞りなく運営された皆様、カバナー出
身クラブ、鶴岡西クラブの面々、そして時には自宅
に持ち帰り深夜まで献身的に仕事をしてくれた、カ
バナー事務所の長村さん、門脇さんに心からお礼申
し上げます。

この一年を振り返ってこの一年を振り返って
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第 1 ブロックガバナー補佐
大 泉 　 好

（酒田東ＲＣ）

　一昨年の 11 月中旬頃、当時の現
会長・幹事、次期会長・幹事が店
の前より入って来たので “ 何んだみ

んなで ” と言った記憶が今でも覚えています。直感
しました。あ！ガバナー補佐の話だなあ！ズバリ当
りました。
　ロータリークラブはお願いされた時は断る所では
ない。と良くＲＣの先輩に聞かされていましたので、
快く一週間後にＯＫのサインを出しました。出して
から早いもので一年半が過ぎ去り、正直言って充実
した一年であり、大変忙しい一年間でした。
　各クラブの活動や雰囲気も違いますし、勿論クラ
ブの会員の考え方も違いますし、だからＲＣは楽し
いという風になるんだろうと思った一年でした。
　第一ブロックの各クラブの協議会では少々厳しい
事を話してしまったかなあーと思ったり、自己紹介
と自分の趣味のお話だけで終ったり、協議会に行っ
た時に、部屋に入ったとたん、協議会なのに人数が
少ないなあーと思っていたところ、出席されたある
会員より『ガバナー補佐が当クラブの協議会へ訪問
日になっているにもかかわらず、どうしてこんなに
各委員長の出席が少ないんだ！』などと言葉が出て、
参りました。その時自分のガバナー補佐の重さを感
じた一日でした。むしろ私が『喝』を言われたよう
な気がいたしました。
　ＲＩ会長の今年度のテーマは『ロータリーに輝き
を』とテーマを掲げ、現在の会員数 120 万人を 130
万人に。この目標を達成することによってロータ
リーをさらに輝かせましょう。その為にはロータ
リーデーを設け、活動していただきたいというメッ
セージを出しております。
　第一ブロックでは各クラブにこの事をお話をして
理解をいただき、各々ロータリーデーを設け活動を
開始し、社会的にはＲＣの事を理解していただいた
と思っています。
　この一年間本当に楽しい一年でした。この一年間
ご協力いただきました第一ブロックのそれぞれの会
長・幹事、そして会員の皆様に感謝を申し上げます。
　ありがとうございました。

第 2 ブロックガバナー補佐
富 樫 松 夫

（鶴岡ＲＣ）

　一年の経過はずいぶん早いなと
つくづく感じた一年でした。
　池田德博ガバナーエレクトより

一昨年の 12 月ガバナー補佐の委嘱状を頂いて、「地
区とクラブのパイプ役に」、ロータリー会員と一緒
に自分自身の勉強の場になればとの思いで、ガバ
ナー補佐の役を引き受けました。数回のガバナー補
佐・委員長研修、ＰＥＴＳ、地区研修・協議会と回
を重ねるごとに、ガバナー補佐の任務の重さをひし
ひしと感じながらの参加でした。
　2014 － 15 池田ガバナー年度からはクラブ訪問、
クラブ協議会に参加、各クラブ活動方針・計画等を
ガバナーに報告、ガバナー公式訪問、次期ガバナー
補佐との引き継ぎ各クラブ訪問と最低でも各クラブ
を 4 回は訪問しなさいとの意向に何とか答えられた
かなと思っております。
　池田ガバナーと各クラブ会長・幹事さんと共に市
町の首長さんへの表敬訪問、2800 地区の一大イベ
ントである地区大会は、池田ガバナーが第 2 ブロッ
ク出身であることで、ホストクラブ、コホストクラ
ブの皆さんの協力で成功裏に終えたことに感謝しま
す。
　そして第 2 ブロックには、インターアクト 3 クラ
ブ、ロータアクト 1 クラブが有り、池田ガバナー曰
く、地区大会が終わると、ガバナーの仕事はほとん
ど終わると聞いていたが、俺の年度忙しいなと言う、
一言が印象に残っております。池田ガバナー、年度
末にも拘らず、インター・ロータアクト訪問ありが
とうございました。又、青少年交換プログラムには、
第 2 ブロック上げての取組みに感謝致します。
　ガバナー補佐のもう一つの仕事がＩ・Ｍです。ホ
ストクラブを務めて頂いた、鶴岡ＲＣ歴代のガバ
ナー補佐は主に「青少年に関わる」テーマで取組ん
でおりましたが、今回は私の我がままで、環境問題
をテーマに開催、第一部を山形大学理学部教授柳澤
文孝先生より演題「ＰＭ 2.5 ってなーに」をテーマ
に講演、第二部では会員の中から企業が取組んでい
る ｢環境問題への取組み事例｣ を発表して頂き、住
みよい地域づくりと未来の子供達の為、自然環境と

この一年を振り返って
一年間ご苦労様でした。

（ガバナー補佐）国際ロータリー
第2800地区
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共生し、地球環境保護に繋がるロータリー活動が展
開されればと思っています。
　結びに、池田ガバナーをはじめ今間地区幹事、地
区委員の皆様、ブロック内各会長、幹事さんはじめ
会員皆様の奉仕理想と寛容な心で接して頂き、心よ
り感謝申し上げます。ありがとうございました。

第 3 ブロックガバナー補佐
菊 地 英 士

　（東根ＲＣ）

　私が、ガバナー補佐をを引き受
けたのは、平成 25 年 11 月に声を
かけられ決意しました。今月で任

務終了となろうとしています。
　私自身ロータリーに加入したのは、平成 9 年です
から、それなりに加入歴はありますが、ロータリー
全体については不勉強でしたため、とまどいの連続
で想定以上で沢山ありました。
　この一年間で、受け持ち 5 クラブで特に力を入れ
た案件は二つあります。
　その一つは、会員拡大の取り組みです。その成果
は、5 クラブで当初より 7 名拡大と成功しました。
各クラブの努力に拍手を送りたいです。
　もう一つは、ロータリーデーの取り組みです。内
容を見てみますと
①　これまでの行動の延長線に今年分を加味した行
事内容としたロータリークラブ
②　特別企画で新たに取り組みしたクラブ
③　これまで取り組みしていた行事を一定の総括を
して、さらに飛躍した企画を取り込みしたクラブ
　等々、ガバナーが求めたロータリーの地域貢献、
ロータリーの存在、ロータリーのレベルアップに連
動なし得たと評価できるものとなりました。
　そのすべてを評価したいと考えます。ご苦労様で
した。このこともあり、会員拡大にも連動したので
はないでしょうか。
　また、私自身 5 クラブを訪問したことで、勉強に
なったことがあります。毎週実施しています例会の
持ち方です。会長挨拶、幹事報告はすべて同じです
が、そこに至る経過が微妙に違いました。司会者の
有無、ロータリーソングの方法、メイク・スマイル
の扱い方、さらに食事時間帯のあり方等々、各クラ
ブとも創意工夫し、そのことが伝統となり、箔がつ
き歴史となっていました。その中でも微妙に違うの
は、歴史の古いクラブの例会運営方法と、比較的新
しいクラブは、例会運営は自由性が見られたことで
す。どちらにしても、その時点時点で工夫し、協議

しての方針でしょうから微笑ましい内容で、私なり
にそのクラブの伝統となって行くことと感じまし
た。
　私の人生の一ページの一年間、すばらしい一年間
となりました。ロータリーに感謝申し上げます。あ
りがとうございました。

第 3 ブロックガバナー補佐
鈴 木 喜 左 夫

（尾花沢ＲＣ）

　昨年、池田ガバナーの委嘱を受
け第 3 ブロックガバナー補佐とし
て、どうにか一年を終えることが

できました。クラブ在籍年数は重ねても、ロータリー
用語も満足に説明できず不勉強の自分にガバナー補
佐が務まるのか、不安ながら各クラブを訪問させて
いただきました。当職担当 7 クラブは少人数ですが、
明るく和やかな雰囲気での例会でした。
　ガバナー補佐はガバナーの業務を手助けする役職
なのに、自分は失態ばかりで池田ガバナーや今間地
区幹事そして各クラブ会員に逆に温かく補佐される
状態でした。この一年、ロータリーを再認識したと
ころですが、自分にとって通常お会いできない方々
とご一緒でき、対話の仕方や相手の立場に立った考
え方等、人間としてロータリアンとして多くを学ぶ
ことができました。ガバナー事務所より当職に地区
委員や次期ガバナー補佐推薦依頼を受け困惑してい
たところ、ロータリ情報小委員会委員として尾花沢
中央 RC の星川寿将氏、次期ガバナー補佐として新
庄 RC の草刈國夫氏に快諾いただき、これからも仲
間を大切に前進していきたいと強く感じました。皆
様のご協力に感謝申し上げ報告とします。ありがと
うございました。

第 4 ブロックガバナー補佐
設 楽 光 利

（西川月山ＲＣ）

　6 月 13 日、 第 4 ブ ロ ッ ク 会 長
幹事会を最後に、私の役目である
2014 ～ 2015 年度ガバナー補佐の一

年を終わろうとしております。各クラブ 4 回の訪問、
また、6 月に入り各クラブに 1 年間ご協力頂いたこ
とに感謝の訪問を致しました。
　各クラブ、それぞれの歴史があり例会プログラム
の進行にも、それぞれの個性があり大変勉強になり
ました。又、ガバナー訪問時には特別な緊張感があ
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りガバナーのやさしさ思いやりにも何度かすくわれ
ました。
　テーマである『ロータリーに輝きを』各クラブが、
目標達成のために努力なされました。新地区補助金
の活用については、申請したクラブ、事情により申
請しなかったクラブがあり、会員増強も市部と町部
の差は大きく目標達成は、2 クラブ、達成できなかっ
たクラブが 3 クラブでした。特に町部は少子高齢化
が進み人口減少に伴い会員増強よりも退会防止、会
員の現状維持が最大の課題でありました。
　IM では、ガバナー、幹事の出席をいただき、剣
道を通じてヨーロッパや台湾の皆さんと国際交流を
実践された方、海外シニアボランティアで南洋に農
業指導に行かれた方、海外から嫁いでこられて地域
で活躍されている方など「地域の中の国際貢献、国
際交流、社会奉仕を考える」と銘打ち、ロータリー
クラブの活動を広く地域の皆様からもご理解をいた
だくために 4 ブロック 5 クラブ共催で、ロータリー
デ―として開催致しました。従来のＩＭと違う角度
からとらえ充実した内容であり目的は達成されたも
のと思います。
　振り返ってみますと、自分が腰を痛めて入院して
しまい、ガバナー始め皆様に大変な迷惑をかけてし
まいました。ガバナー補佐の仕事は大先輩と違い知
識もなく何もできませんでしたが、一番よかったこ
とは、ロータリアン皆さんを知ったこと、知ってい
ただいたこと、友達が増えたことと思っています。
　最後になりますが、ご指導、ご協力いただきまし
た地区ガバナー事務所の皆様、4 ブロックロータリ
アンの皆様、ありがとうございました。心より感謝
申し上げます。

第 5 ブロックガバナー補佐
大 久 保 章 宏

（山形南ＲＣ）

　第 5 ブロックのガバナー補佐の
委嘱状を頂き早いもので年度も終
了する今、池田ガバナー様、今間

地区幹事様のご指導を頂き、地区の多くの委員長様
方よりサポートを頂き何とかこの時期まで来まし
た。浅学菲才な私がガバナー補佐と言う役職が務ま
るか心配でしたが、第 5 ブロックの会長幹事様方よ
りご支援を頂き勤める事が出来ました。感謝申し上
げます。
　ブロック会長幹事会、クラブ協議会、クラブ例会
等に出席し、担当クラブの会員の皆様方と色々とお
話させて頂きました。第 5 ブロックではガバナー補

佐がクラブ訪問時に卓話を行う事が慣例となってお
り、今年度のゲイリーＣ . Ｋ . ホァン R.I. 会長のテー
マ「ロータリーに輝きを」、ロータリーデーの開催
を、各クラブに説明、クラブ行事でロータリーデー
の企画をお願い申し上げました。地区テーマ「地域、
世界での友愛の実現とロータリアンであることの意
義を考えよう」の考えを受けて、それぞれのクラブ
で、クラブ運営を考え直し、会員増強、例会の位置
付け等、クラブが個性ある取り組みを行って頂く様
に、色々と意見交換をさせて頂きました。各クラブ
計画に沿ってしっかりと一年間運営を頂いた事心よ
り感謝申し上げます。
　全担当クラブ大勢で地区大会にご参加頂き交流を
深める事が出来ました。最大のブロック行事として、
2 月 21 日（土）、第 5 ブロック I.M. が、山形 RC を
ホストクラブに山形市中央公民館大ホールで基調講
演会、会場移動して山形グランドホテルで懇親会が
開催されました。ゲイリーＣ . Ｋ . ホァン R.I. 会長
テーマ「ロータリーに輝きを」、ロータリーデーの
開催の推奨を受けて、ロータリーデー基調講演会を
開催し地域社会の皆様方に情報を学んで頂き、ロー
タリークラブが、どの様な活動を行っているか理解
を深めて頂くことを目的として、基調講演会では手
嶋龍一氏をお招きし、「アジア半球で地方創生を考
える～　山形の牽引力とは～」と題して講演を頂き
ました。インテリジェンスとインフォメーションの
違い、如何に私達が自分の眼を研ぎ澄まし、本当の
情報、正しい情報を見極める事が最も大切で、イン
テリジェンスを如何に得るかにより、全てが成功す
るか失敗するかの分かれ道である事を分かりやすく
お話頂きました。地域社会の皆様方が大半を占める
総勢 500 名の基調講演会になりロータリーデーの位
置付けには最適の I.M. となりました。
　浅学菲才な私がガバナー補佐を勤める事が出来ま
したのも、地区内、ブロック内のロータリアンの友
情と暖かいご支援に支えられ務まった事と考えてお
ります。本当に一年間ありがとうございました。感
謝申し上げます。

第 5 ブロックガバナー補佐
庄 司 武 彦

（山形東ＲＣ）

　ガバナー補佐に任命されてほぼ
任期満了になりますが、指定され
たクラブの運営に対してガバナー

の要請や推奨事項を確実に実行するように担当クラ
ブに奨励できたかどうかを考えるに自信の無さを感
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じます。私自身ロータリークラブに入会して以来
20 年、何の躊躇いも無く職業分類による一業種一
名のロータリー会員システムの中で異業種のロータ
リアンから得る知識や思考を学びながら楽しくクラ
ブ生活を謳歌してきました。
　しかしながら、池田ガバナーから第 2800 地区第
5 ブロックガバナー補佐に任ぜられ、ガバナー補佐
の責務を考えるに自分自身のロータリー学の浅学さ
に唖然と致した次第です。ロータリー創立当時の
ポール・ハリスの「寛容論」、ガイ・ガンディカー
の「ロータリー通解」、小堀憲助の「ロータリー運
動とは」、エドガーＡ・ゲストの「ロータリーの精
神」等々読み漁りましたが結論的にはロータリーク
ラブは基本的に社交クラブでまずは親睦からはじめ
よ、そして親睦無くしてロータリーはないのであり
ます。ロータリーの目的各項は行動基準を明確にす
るため理論と実践の枠組みを 4 分類したものであり
ます。ＰＧ安孫子貞夫氏から会員一人一人に例会活
動を通じて、良き友との親睦を深め自己研鑽と切磋
琢磨を図ることが、目的第一項の意義「心の友を得
て自己研鑽のチャンスにせよ」と教えられました。
これまではロータリーの真の目的も知らずに一ロー
タリアンとして活動してきたことを悔い改めなけれ
ばなりません。ロータリークラブという組織は何な
のか？自身の生き方においての位置づけはどうなの
か？内省する一年でもありました。
　2800 地区第 5 ブロックには 10 のクラブがありま
すが、私の担当クラブは上山ロータリークラブ、山
形西ロータリークラブ、山形中央ロータリークラブ、
イブニングロータリークラブ、山形東ロータリーク
ラブの 5 クラブです。会員数が 14 名のクラブから
100 名を超すクラブもありガバナーの方針、目標を
徹底するに中々大変なところがありました。しかし、
クラブの大小にかかわらず、すべてのクラブがＲＩ
会長のテーマであります『ロータリーに輝きを』を
真剣に取り組み、特に会員増強に取り組んで僅かで
はありますが女性会員を含めて増員しております。
また、地区第 5 ブロックＩМをロータリーの公共イ
メージアップと会員研修と親睦を図るため山形ロー
タリークラブをＩМのホストクラブにして『ロータ
リーデー』として開催しました。講師に外交ジャー
ナリストで作家であり元ＮＨＫワシントン支局長の
手嶋龍一氏を招き『アジア半球で地方創生を考える
～山形の牽引力とは～』との演題で多数の地域住民
の参加のもと開催され、ロータリーの公共イメージ
アップとブランド化に大いなる貢献を成し遂げたと
思われます。また、山形西クラブの『ロータリーデー』
は担当クラブとして素晴らしい企画でした。東日本

大震災で被災した宮城県釜石市からバス 3 台 120 名
を秋晴れの山形馬見ヶ崎河畔に招いての芋煮会を開
催感激ものでした。
　ガバナー補佐としての 1 年間、ガバナー補佐とし
ての責務の力不足を感じつつ、同僚の大久保第 5 ブ
ロックガバナー補佐の助けを受け、力を合わせてガ
バナーの方針や目標に沿うような活動を成し得たと
思っております。

第 6 ブロックガバナー補佐
高 橋 敏 行

（南陽ＲＣ）

　昨年の 5 ～ 6 月頃、仕事始めと
して、前任者の横沢 AG に伴い、
担当させて頂く 7 クラブへ、ご挨

拶と言う事でメークさせて頂きました。顔なじみの
皆様ではありますが、重い責任を背負った立場での
メークは緊張の為、震えを覚えてしまった事を記憶
しております。そこでは必ず、5 分間位のお話をす
る機会を用意して頂きましたが、「1 年間宜しくお
願い致します…」と言う程度の内容にも、一言でも
漏らすまいと言う熱い眼差しに、各会員の熱意を感
じ、改めて職務の重大さを痛感しました。そして、
1 年、各クラブにおかれては、RI 会長の示されたダー
ゲット、池田ガバナーの示された地区目標を、見事
に実現してくださったものと報告します。それぞれ
については紙面の都合上、割愛しますが、歴史ある
クラブ、若いクラブ、ベテランの会長さんに、若手
の会長さん、そして 25 名未満のクラブに於いても、
それぞれの特徴を生かした活動をして頂きました。
ここまでの各クラブの活動に、感謝申し上げるとと
もに、酒井年度におかれましても益々発展される事
を祈るばかりです。

（ここより私事…）さて、この 1 年を過ごしまして
の私の感想は、AG と言う職務に就かせていただき、
何より私個人が成長したのではないのかと言う事で
す。
　入会以来、初めて配属された委員会から始まり、
委員長、幹事、会長…と一つ一つの役目をこなし、
一層づつキャリアを積んで参りました。それは、例
えば、会長職を終えた時、本当の意味のロータリー
活動がこれよりはじまるのだと言う思いにとらわ
れ、それを実行して来たつもりです。そして今回の
AG としての 1 年、又とない経験をさせて頂きまし
た。これからも続けるであろうロータリー活動、新
たなるスタートとして、この経験を今後に生かして
行ければと思います。
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　感謝の言葉を申すには、あまりにも多くの方々に
しなければなりません。池田ガバナーをはじめ、全
てのロータリアンに申し上げます。

「 1 年間、本当に本当にありがとうございました。」

第 6 ブロックガバナー補佐
竹 前 秀 夫

（米沢上杉ＲＣ）

　我々の住むこの地方では、新緑
が真緑に代る季節にロータリ一年
度が替ります。月半ばより次期ガ

バナー補佐さんと私にとっては最後の訪問を行って
いる所です。
　この一年を振り返って見ますと、ちょうど 1 年前、
前ガバナー補佐さんに伴って担当クラブにご挨拶に
伺い、緊張し、何を話したのか今思うと的を得てい
なかったのではと 1 人赤面しています。
　年度の始まる前に研修を受け池田ガバナーの思い
や地区目標等教わったはずですが、どこまで上手に
橋渡しが出来たかですが、各クラブのこの一年の活
動はすばらしく池田ガバナーも満足される内容で
あったと思います。

　会員増強においてもブロック目標を大きく上回り
ました。ロータリー財団への寄付についても前年実
績を上回りました。米山奨学については、まだまだ
目標には遠かった様でしたが、各クラブへの種まき
は終わり、芽吹き始めています。時間をかけ活動を
続ければ必ず目標以上の成果が期待出来る事でしょ
う。ロータリーデー開催も各クラブの特徴を出し参
加者が喜び、感動し、ロータリー活動の PR につな
がった事と確信します。今後も繰り返し行う事で更
に浸透し、会員拡大につながる事と思います。
　ブロック内最大のイベント I.M. についてはホス
トクラブのご配慮で、現会長・幹事さんがエレクト
時期より計画され、早々に実行委員会を立ち上げ漏
れのないプログラムを作られ、そつの無い実行で
I.M. にふさわしい基調講演を企画実現されました。
私を含め出席者全員が記憶に残る内容でした。同じ
ブロックの AG 高橋さんにも大変お世話になりまし
た。そして、担当クラブの会長、幹事さん、そして
全員の皆様には深くお礼申し上げ、最後に池田ガバ
ナー、今間幹事さんにはこの 1 年半いろいろとご指
導たまわり厚くお礼申し上げ、「この一年間を振り
かえって」の筆を置きます。

　この交流会は、旧交を温めるほか、地区
単位で課題、RI の方針、等について、しっ
かりテーマを定め、討議すべきものと位置
付け、今後も継続していこうとの方針が確
認されました。現在、風評被害で苦しむ、
福島の仲間を支援して行こうとの気持ちを
心に決め、次年度の交流会を迎えようと思
いました。

　去る、6 月 22 日、福島、摺上亭大鳥にて、2530 地
区と2800地区との交流会が開催されました。これまで、
地区行事として、1991 年に分割以来、継続されて来た
ものと聞いております。2530 地区からは、ガバナー・
パストガバナー地区役員が参加され、当地区からも、
ガバナーを始め、直前エレクト、パストガバナーが出
席し、総勢 24 名の交流会となりました。

第2530地区との交流会に参加して　ガバナー　池 田 德 博
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クラブ管理運営委員会　　　
委員長　武 田 周 治

（山形西ＲＣ）

　クラブ管理運営委員長に池田德博
ガバナーからご指名をいただいた
時、突然のことでもあり困ったこと

になったと思いました。しかし、よく考えてみると
むしろ喜んでお引受すべきと思いなおしました。理
由は、この機会に池田ガバナーと議論ができ教えを
請う事ができると思ったからであります。事実、こ
の一年間は会議やセミナーの中で、聡明でしかも温
厚で明るい池田ガバナーの人となりを感じる事がで
きました。
　今回の委員会には、カウンセラーとして細谷伸夫
パストガバナーを当てていただきました。細谷パス
トガバナーは過去に 2 年間（2008 年～ 2009 年．及
び 2009 年～ 2010 年）クラブ管理運営委員長を歴任
されており、委員会には折りにふれて適切なアドバ
イスをいただきました。他にもセミナーの件では大
変お世話になり、特に入会 5 年目の会員に向けての
講話や、ロータリー成立にかかわる歴史についての
講話をいただき、誠に感謝しております。
　私達の委員会は 2 つの小委員会（ロータリー情報
小委員会、クラブ 25 小委員会）に分かれて組織さ
れていました。ロータリー情報小委員会担当の海野
健治委員長は、ロータリーには多方面に通じていて
引き出しを多くもっている方でありました。セミ
ナーのあいさつの中で、私の方で用意した話と海野
さんの内容が重なったら困ると思い尋ねると、即座
に大丈夫、話題は充分にあるから、と即答。
　年度が始まる前のことでしたが、海野さん所属の
大江ＲＣにメイクに行きました。その例会は、病気
や出張等の理由ある人をのぞいて全員出席の例会。
大江町内を展望できる特別室においておいしい昼食
をいただいたあと例会会場へ。こじんまりとした室
内でしたが、ロータリーの基準にもとづく正しい運
営。終了後には、海野さんを中心にロータリーに関
する勉強会。まさにクラブ全体としてロータリーを
楽しんでいるとの印象を受けました。
　もうひとかたは、クラブ 25 小委員会を担当して
くれた守屋文夫委員長です。私の所属する山形西ク
ラブからみると、少人数でありますが何か工夫して
運営しているところを、是非一回は必ずと思いメイ

クに参上しました。
　守屋委員長の所属する酒田スワンＲＣは、過去に
会員減少により 8 人になったが、現在は 20 名にも
りかえしたとの事。残った会員でがんばってきたと
話しておりました。クラブ会長星川州さんはクラブ
例会のあいさつで、自宅でかっている犬がこのとこ
ろ体調が悪いと、身近な話をされていましたが、こ
のような話にかえって親しみを覚えました。男性会
員に若手の人も多く、しかも女性会員が 5 名。皆全
員活発でこれからも期待できると感じました。やは
り守屋さんのように経験豊かで公平に気配りのでき
る人がいることでクラブが活気をとり戻すのかなと
思いました。また、4 月 4 日（土）酒田で開催され
たクラブ 25 小委員会セミナーと、委員の押切幸子
さんを主担当とする「ロータリー女性会員の集い」
においては、打ち合わせに 2 回しか参加できません
でした。なかば丸投げにもかかわらず 2 人で手際よ
く準備してくれました。
　藤川享胤パストガバナーにはＲＩ、地区、クラブ
の関係について教えていただきました。“ロータリー
の拡大 ” 運動にともない、クラブより委嘱を受けＲ
Ｉの組織ができるのですが、その後ＲＩの権限が強
化されクラブに対し直接監督権を持つようになった
とのこと、そのＲＩの直接監督権をもとに地区には
ＤＬＰが導入されたこと、合わせてクラブにはＣＬ
Ｐを推奨していることについて懇切丁寧に教えてい
ただきました。ＲＩから新たな方針が発表された時
は、クラブとして十分な議論をつくしその上で対応
していくことが必要と思いました。
　安孫子貞夫パストガバナーのお宅にはいくつもの
質問事項を携えて何度か訪問。安孫子パストガバ
ナーが大切に所蔵する、ガイガンデイカー・小堀憲
助・佐古亮尊　各方々の著作をもとにロータリーの
勉強をさせていただきました。近年は会員減少にと
もない、各クラブも地区もロータリーの拡大に力を
入れてきました。しかしこのところ会員減少はやや
止まってきております。今後はロータリー奉仕哲
学やクラブ運営に力を入れるべきです。できれば
2800 地区として 50 ページ程度の小冊子を刊行し、
これに基づきロータリーの勉強とクラブ運営ができ
るようになればと思っています。
　最後になりますが皆様には 1 年間大変お世話にな
りました。多くの方々と出会いのできた楽しい 1 年

この一年を振り返って （大小委員長）国際ロータリー
第2800地区

vol.13　 8/2015 9



でありました。感謝申し上げます。

ロータリー情報小委員会　　
委員長　海 野 健 治

（大江ＲＣ）

　ロータリー情報小委員会の活動の
一年間の反省と次年度に向けた提案
を、テーマを絞り込んで取り上げて

みました。

●ロータリー情報委員
　池田ガバナーから、「将来、地区の情報委員長を
担う人材を発掘・育成して欲しい」と具体的な方向
付けをして頂きました。そこで、2800 地区内の全
ガバナー補佐に、担当するブロック内から情報委員
を一名ずつ選出して頂くようにお願いしたところ、
8 名の情報委員を選出して頂きました。
　情報委員の方には地区行事やクラブ奉仕部門の行
事にはよく出席をして頂いたのですが、単独の情報
委員会を開催したところ、8 名中 2 名だけの参加と
なりました。多忙な中をご参加頂いた委員の方には
本当に感謝していますが、このように出席率が低
かったのは準備不足と反省しています。
　単独の情報委員会開催はこの一度だけで、その後
は開きませんでした。しかし、この情報委員選出方
法は絶対に良い方法だと信じています。意識付けや
集会のあり方など、今後これを改善して軌道に乗せ
る価値は充分にあると感じています。
●スピーチ
　7 月 5 日の奉仕グループセミナー、11 月 15 日の
クラブ奉仕グループ会議、10 月 4 日の情報委員会、
以上の機会にスピーチをさせて頂きました。
　その外にクラブでのスピーチとして、寒河江さく
らんぼロータリークラブ 2 回、鶴岡南ロータリーク
ラブ 1 回、そして大江ロータリークラブで 1 回、ス
ピーチをさせて頂きました。
●会報コンテスト審査会
　審査会に参加させて頂き、全クラブの会報をじっ
くりと見る機会を与えて頂きました。大変貴重な経
験をさせていただいたと思っています。会報からは
クラブの活動状況やロータリーに対する情熱が伝
わって来ます。コンテストを今後も続けて頂ければ、
必ずやロータリーのレベルアップに寄与することと
思います。
●地区への提案
　この一年間の地区での活動を通して新たな知り合
いが増えました。私はロータリーがますます楽しく

なったと感じています。ロータリーはクラブの活動
が基本と言われますが、地区での活動も多くのロー
タリアンのために役に立つ仕事だと思います。
　そこで提案です。「地区内全クラブから最低 1 名
以上を毎年地区組織に加わって頂くようにする」と
いうのはどうでしょうか。そうすることで、「自分
のクラブが地区サイドからはどのように見えるか」、

「他クラブの活動の様子は」など、地区組織に参加
したロータリアンの視野が広がると思うのです。

クラブ 25 小委員会　　　　
委員長　守 屋 文 夫

（酒田スワンＲＣ）

　昨年に引き続きクラブ 25 小委員
会が組織されました、今年こそは目
標を決め、何らかの結果を出したい

と意気込んでおりましたが、終わってみれば元の木
阿弥、能力の無さが身に染みております。しかし、
それ以上に楽しい事や学ぶことも多くあり又，多く
のロータリアンと共に有意義な年度を過ごさせてい
ただき、本当にありがとうございました。
　7 月 5 日（土）東京第一ホテル鶴岡で第一回目の
クラブ管理運営委員会・戦略専門委員会の合同セミ
ナーが開催され、多くの方々に出席していただき会
員増強・退会防止の大切さを再認識・再確認致しま
した。
　又、4 月 4 日（土）ホテルリッチ＆ガーデン酒田
を会場に、2 回目のクラブ管理運営委員会・戦略専
門委員会合同のセミナーを開催いたしました、基調
講演『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、『元気に生きる音楽と食事』声楽
家池田美保さんの講演をいただきましたが、その中
でクラブ 25 小委員会委員押切幸子（酒田 RC） さん
の、強い希望で第１・第 2 ブロックを中心に「女性
会員の集い」を行い、池田美保（酒田 RC ）さんの
歌とピアノ演奏を堪能し、「食育健康スペシャルフェ
アー」他では味わえない化学調味料を使わない本物
のバイキングを味わいました、池田ガバナー・武田
委員長（山形西 RC ）・浅井委員長（酒田 RC）は
じめ各委員の皆様にはご協力をいただき感謝申し上
げます。
　少人数クラブでも、会員増強は世代交代の灯を消
さない為に、高齢者の退会・会員減の予防の難しさ
がある反面、非常にまとまりがよく活発に活動して
いるクラブも多く見受けられましたし、事業のため
の資金不足の解消に同じブロックや隣接ブロック内
のクラブどうし協力しながら奉仕活動や親睦を図る
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ことは出来ないものでしょうか、クラブの規模にか
かわらず、情報が伝わり易いシンプルな委員会構成
と組織にし、ロータリー活動が行き渡るように、又、
女性会員の入会を考えて見ませんか（2800 地区で
女性会員は 5.4％）。少人数クラブでも地域に密着し
た様々な奉仕活動や事業を展開されております、ガ
バナー月信などを通して皆さんに発信をしていただ
きたいと思います。
　1 年を振り返り、地区の委員として何が出来たの
かはなはだ心許ない気持ちでいっぱいですが、これ
からもロータリーの一員として活動していきたいと
思っております、今後ともご指導ご鞭撻の程よろし
くお願い致します。

•••••••••••••

戦略専門委員会　　　　　　
委員長　浅 井 多 一

（酒田ＲＣ）

　池田德博ガバナーの会員増強に対
する熱き想いを受けとめて、戦略専
門委員会はスタート致しました。ガ

バナーからの委員会に対する任務は、2800 地区を
みんなの力で会員増強 50 名の達成を図り、各クラ
ブと地区が活性化して行くよう推進しなさいとご提
示頂きました。
　戦略委員会の会員増強小委員会、広報小委員会そ
れぞれの役割は、簡潔明瞭な方針を各クラブに提唱
して、地区内の各クラブが会員の確保と維持のため
に活動しやすい環境を整え、それをサポートして行
くこと。このことを踏まえて
Ｈ 26 年 7 月 5 日（土）クラブ奉仕グループセミナー
を開催、セミナーにおいて、『個々のクラブと、地
区を活性化させて行くためには、会員増強と維持が
絶対不可欠である』ことを申上げ、各クラブに、『目
標の設定とアクションプラン』をお願い致しました。
セミナー終了後、早速反応を頂きました。我が委員
会に対する増強のための、例会時における卓話の要
請でした。
　7 月 23 日（金）の天童東クラブ様をはじめに、
地区内 12 クラブの皆様からお声掛けを頂き、卓話
を通じて一緒になって勉強し交流を深めることが出
来ました。各クラブにはそれぞれ増強への篤い思い
があり、その取り組みが正に真剣である姿に接し、
有難く、心強く感じました。
　11 月 1 日からは、テレビ・ラジオで 1 ヵ月間ロー
タリーＣＭを放映し、ロータリーの奉仕活動を対外

的に少しは理解頂けた事と思います。また、ガバナー
の発案でクラブ週報コンテストを企画いたしました
ところ、すべてのクラブから自信作を提出いただき
ました。ロータリーと真剣に向き合い活動されてい
る各クラブの姿を良く理解出来ました。4 月 4 日、
厳選なる審査の結果、広報委員長の発表の通り来る
地区大会において、池田直前ガバナー賞として表彰
させて頂く予定です。1582 名の委員会数でスター
トした 7 月 1 日から 11 ヶ月を経過した 5 月 31 日現
在の会員数は 1635 名となり、目標とした純増 50 名
を確保することが出来ました。例年、年度末の関係
で若干の減少は承知しておりますが、年々減少傾向
のなかにあって余す 1 ヶ月の時点で、達成を図って
下さいました各クラブの皆様に心から感謝申し上げ
ます。
　『ロータリーの永遠の課題は、会員の増強と維持
である』ことを忘れず、国際ロータリーの会員であ
ることを自覚して、次世代を担って行く会員の育成
に努める所存です。
　何が出来たかを悔やむより、これから何をするか
を念頭において行動して参ります。1 年間御理解と
御協力誠にありがとうございました。

会員増強小委員会　　　　　
委員長　荒 井 文 男

（天童ＲＣ）

　本年度の地区組織では、会員増強
小委員会と広報小委員会を傘下に持
つ戦略専門委員会の浅井多一委員長

の下、活動を共にしてまいりました。新入会員候補
者を勧誘するに当たり、現代のＩＴ社会においては、
ロータリークラブ自らの情報発信による公共イメー
ジの向上が重要になっていることから、会員増強と
広報は車の両輪であると考えます。
　まず、年度当初 7 月 5 日鶴岡にて総数 275 名の参
加で行われました、クラブ奉仕グループセミナーに
おきまして、国際ロータリー第 1･ 第 2･ 第 3 ゾーン
地域別会員増強計画「サクセスジャパン」で作成さ
れた DVD を使用しながら解説を加えていく、会員
増強セミナーを開催いたしました。その中で特に重
点が置かれたのは、会員の維持で、在籍年数ごとに
よる退会するに至る理由の考察や、その対策などが
話し合われました。会員維持の基本は、「火の用心」
と同じで、日頃から「一声かけ、お誘いし、あなた
が仲間であることを伝えましょう」を実践していた
だきたいと思います。その後は各クラブからの要請
に応じ浅井委員長が卓話をして、地区の現況 ･ 目標
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などを交え会員増強のポイントを解説しました。
　当地区の現状は、7 月 1 日会員数 1582 名でスター
トし、5 月末暫定集計で 102 名の入会に対し 48 名
の退会で 54 名増の 1636 名であります。しかしなが
ら、退会者総数の 4 割以上が 6 月退会であることを
考えますと、本年 7 月 1 日で 1600 名の維持は難し
い状況であるかと思われます。
　最後に、地区の委員長を仰せつかり初めてわかる
ことばかりで、このような機会を下さった池田德博
ガバナーに感謝申し上げます。

広報小委員会　　　　　　　
委員長　中 川 善 雄

（山形東ＲＣ）

　広報小委員会は、池田ガバナーの
方針のもと、大きく分けて 3 つの活
動を行いました。

　1 つは「ロータリーデー」の実施への啓蒙活動。
これは、ロータリアンが地域社会の人々に、楽しみ
ながら情報を学んでもらうイベントを催し、ロータ
リーを紹介するというものです。これにはそれぞれ
が単独で実施したクラブもあれば、又、ＩＭ等を通
して地域毎に実施したクラブもあります。それぞれ
に特徴があり、ロータリーの啓蒙活動として、意義
のある事業でありました。
　2 つ目の活動としてはマスコミ等を積極的に利用
したことです。これについては、ちょうど、11 月
に YBC の TV とラジオで放映、放送したことであ
ります。テレビ 15 秒スポット 27 本、ラジオ CM35
本を流しております。ロータリーの活動、動画、あ
るいは、ナレーションを流し、最後に「ロータリー
に入り、一緒に活動しませんか」と呼びかけを行い
ました。この事業はロータリーでは初めてであり、
池田ガバナーの発案でもありました。
　3 つめは会報コンテストを実施したことです。3
月に各クラブから会報を提出していただき、4 月に
コンテストを行いました。

　審査方法は下記の方法より行わせていただきまし
た。
１：趣旨に沿っているか、記録として又、広報として
２：独創性・デザイン・ユニーク性等
３：努力型（力作・労作）であるか
４：全体的にまとまりがあるか

最優秀賞：天童東 RC（全体で 1 位）

会員 25 名以上の部 会員 25 名以下の部
優秀賞：鶴岡西 RC 優秀賞：大江 RC
敢闘賞：山形南 RC 敢闘賞：鶴岡南 RC
敢闘賞：天童 RC 敢闘賞：長井中央 RC
奨励賞：寒河江 RC 奨励賞：酒田スワン RC

　以上の結果でした。池田ガバナー始め、地区役員、
そして 2800 地区のロータリアンの皆様には大変ご
協力いただきまして有り難うございました。

•••••••••••••

職業奉仕委員会　　　　　　
委員長　鈴 木 一 作

（寒河江ＲＣ）

　当委員会では、年度前の昨年 3 月
に宿泊研修を行い、委員の間で職業
奉仕に関する知識と理解の充実・共

有を図るとともに、活動目標を「ロータリーの目的
と職業奉仕の理解推進」、「日本における職業奉仕の
歴史」、「各クラブでのフォーラム形式の例会開催の
推進」の 3 つに決めました。その一環として昨年 9
月 6 日（土）に寒河江市ハートフルセンターで開催
した「地区職業奉仕セミナー」では、参加者は 130
名を超え、熱気あふれる勉強会となったことを嬉し
く思います。
　セミナー前半では、小生が「ロータリーの目的と
職業奉仕」、安孫子貞夫ＰＧが「日本における職業
奉仕の歴史と今日的課題」と題した基調講演を行い、

『①職業奉仕の森、②ロータリアンの木（ロータリー
の木ではありません）、③ロータリー宣言（大連宣言）
＝道義の心を高め続ける、誇り高き立派な職業人た
るべし、④ロータリークラブの活動基本＝奉仕活動
ではなく、人づくりである』について、お話しいた
しました。
　セミナー後半は、各テーブル（約 10 人）毎に『①
ロータリアンの使命とは？　～なぜ私はロータリア
ンであり続けるのか？～、②仕事をリタイアした人
の「ロータリー入会」および「職業奉仕」をどう考
えるか？、③ロータリーの職業奉仕理念を活かした

「経営改善の実例」と「従業員啓発教育の実例」、④
クラブにおける職業奉仕の「ファーラム」と「勉強
会」のあり方』について、グループディスカッショ
ン研修を行いました。ロータリーについて互いに胸
襟を開いて話し合う “ フォーラム ” は、互いのロー
タリー知識が深まるだけでなく、信頼や敬愛の情も
湧き、まさにロータリーらしい活動であることも実
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感していただけたものと思います。
　また、各クラブへの例会スピーチ訪問については
各委員が手分けして担当し、これまで合計 15 クラ
ブで職業奉仕の勉強会を行いました。その多くは
フォーラム形式で開催していただき、職業奉仕の知
識や実践の情報共有・交換をしながら、懇親も深め
ることができました。さらに、「職業奉仕は一本の
大木ではなく、森である」および「ロータリーの目
的を図式化したロータリアンの木（奉仕の心の形
成・深化・実践に邁進する立派な職業人）」の内容が、
地区内の会員にも理解されてきた手応えを実感でき
ました。お心使いいただいたクラブ関係者の方々に、
心より感謝申し上げます。
　最後に―。2 年前から、地区ホームページに「ロー
タリーを学ぶ」というコーナーを設けています。実
は、そのコーナーにある “ 職業奉仕の森 ” という原
稿が、ロータリー文庫通信 7331 号「ロータリー情
報抜粋」で全国に紹介され、ロータリー文庫にも収
められました。（番外の報告ですが、そんな縁も幸
いして、本年 3 月の静岡県富士宮ＲＣ 50 周記念式
典で「私の奉仕」という講演をさせていただき、「職
業奉仕の森」と「ロータリアンの木」について話し
てきたところです。）今後とも、このコーナーを充

実させながら、会員の職業奉仕に対する理解と実践
が益々深まっていくことに期待して、報告といたし
ます。

•••••••••••••

青少年奉仕委員会　　　　　
委員長　佐 藤 孝 子

（鶴岡ＲＣ）

　青少年奉仕が第 5 奉仕になったの
が細谷年度の時でした。地区青少年
奉仕委員会が一つにまとまり、イン

ターアクト委員会、ローターアクト委員会、ライラ
委員会、青少年交換委員会の 4 つから構成されまし
た。その時委員長を拝命して、新関年度、池田年度
と委員長として 3 年間が過ぎました。この 4 つの委
員会に携わってそれぞれの活動に参加して大変勉強
させて頂きました。6 月に入り 5 日にインターアク
ト年次大会、21 日ローターアクト会長幹事会、27
日青少年交換委員会最後のオリエンテーション、派
遣学生、来日学生の歓送会、29 日インターアクト
連絡協議会と年度末まで大変ハードな活動です。新
年度に入りすぐにインターアクト地区外研修、青少
年交換候補学生の募集と活動は毎年継続していま
す。昨年度に同様今年度も池田ガバナー、今間幹事
にはほとんどの行事に参加して頂けたことは本当に
嬉しかったです。
　4 つの委員会が一つになって昨年 11 月 8 日には
青少年奉仕セミナーを開催致しました。沢山のロー
タリアンに参加して頂きインターアクター、顧問教
師、ローターアクター、ＯＧのローターアクター、
そして昨年青少年交換でアメリカ、台湾から帰国し
たローテックスからの発表を直接聞いて頂きまし
た。
　2800 地区はスポンサーをしていないクラブが殆
どなので関心を持って頂けたら幸いです。今年度ラ
イラ研修会が中止になり長谷川委員長には心よりお
詫び申し上げます。素晴らしいライラ研修会を何度
も体験してきたので本当に残念な気持ちでいっぱい
です。
　今年度の活動をとうして各委員長が最後までしっ
かり自分の委員会を責任持ってリードして頂けたこ
とを実感しています。各委員長有難うございました。
特に遠藤青少年交換委員長には昨年に引き続き本当
に大変な委員会を委員の皆様と協力して素晴らしい
チームワークでまとめて頂き有難うございました。
本当に 2 年間お世話になりました。次年度の活動も
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期待しています。
　最後に池田ガバナー、今間幹事、ガバナー事務局
長村さん、地区事務局菅野さん、関係各位、皆様の
ご協力に心よりお礼申し上げます。有難うございま
した。

インターアクト小委員会　　　
委員長　板 垣 喜 代 志

（山形中央ＲＣ）

　池田ガバナーはじめ多くの方々
へ、大変ご迷惑をおかけし、至らな
い私を皆様方よりカバーして頂きま

した事に、まずもって感謝申し上げます。
　何はともあれ、あっという間の一年間でした。前
年度よりの引継会、そして年次大会（2013 ～ 2014）
鶴岡中央高校での開催。鶴岡西クラブがスポンサー
クラブでもあり、鶴岡中央高校のインターアクトク
ラブの皆様方と一体になった取り組みには敬意を表
します。又、今年度に入り、8 月の地区外研修では
オーストラリア大使館での研修、又、国会議事堂の
視察研修等、多くの研修をインターアクトの皆さん
と一緒に学ぶことが出来、私自身も多いに勉強にな
り、又、多くの出会いを得ることが出来ました。今
年度は山形電波高校さんのインターアクトの皆さ
ん、そして担当の先生方よりご活躍頂き、盛大に開
催されました事に感謝申し上げます。
　又、今年度は青少年奉仕委員長の佐藤さんよりも
ご指導頂き、年 2 回のインターアクト小委員会の開
催が出来ましたが、すべて後手後手の開催に当り、
本当に最後までご迷惑をおかけしました事をお詫び
申し上げ、今年一年を振り返っての感想とさせて頂
きます。
　本当にありがとうございました。

ローターアクト小委員会　　　
委員長　松 野 俊 洋

（米沢上杉ＲＣ）

　本年度、地区小委員長の大役を引
き受けて、あっと言う間の 1 年間、
任期が終わってみると、ローターア

クト活動の発展、充実が見られたか、自責の念に駆
られます。しかし、ローターアクトの地区、5 クラ
ブの活動は、例年以上の活発さと、その内容の充実
が見られたと思います。
　第 15 回アジア第 1 ゾーン代表者会議は 2800 地区
がホストとなり、江部智美代表、丸山純実行委員長

のもと 14 地区の代表、幹事、ロータリアン 67 名が
参加し、天童ホテルで行われました。
　また、第 27 回全国ローターアクト研修会が福島
県郡山市で 600 名以上のローターアクター、ロータ
リアンが参加して実施されました。2800 地区から
も、隣県ということもあり、多くのローターアクター
が出席しました。
　2800 地区第 24 回ローターアクト年次大会は、米
沢ＲＡＣがホストとなり、全国各地から 100 名以上
が参加しました。
　この 3 大会を、運営また出席した 2800 地区ＲＡ
会員は、多くの経験をし、学び大きく成長し満足し
たようです。
　その他、ＲＡ会員は、地域で様々な奉仕を実践し、
クラブ例会、各種大会で、自己研鑽に励み、他地区
の会員との親睦を深めることが出来ました。
　本年度活動として掲げたＲＡＣの拡大、会員の増
強をあげましたが出来ませんでした。今後の課題と
なったこと申し訳ありませんでした。
　この 1 年間、青少年奉仕委員会の皆様、ローター
アクト委員の皆様、ローターアクトクラブのスポン
サークラブの皆様のご指導と協力に心から感謝申し
上げます。

ライラ小委員会　　　　　　
委員長　長 谷 川 　 正

（鶴岡南ＲＣ）

　今年度地区のライラ研修会は見送
りとなりました。これはロータリー
も変化の時期にさしかかっていると

認識し、池田ガバナーよりマンネリ化しているとの
ご指摘もありました。予算もなかったのですが、と
にかく次年度につなげる為にはどうしたら良いか
と、当地区以外で活発に活動をしている地区を探し
た所、国際ロータリー第 2770 地区「埼玉」のライ
ラ研修会が目に留まり、早々埼玉の地区委員宮田さ
ん（埼玉庄和 RC）に連絡し、今年度のライラ研修
会に勉強のため参加したい旨お伝えしたところ、喜
んで歓迎したいとの返事を頂き地区委員 2 名で参加
してまいりました。因みに昨年度の RYLA 研修会
は、テーマを「環境 J として、熊本県阿蘇市にて開
催しております。
　今年度は、岩手県宮古市でテーマを「災害」とし
て、休暇村陸中宮古ホテルにて 2 泊 3 日にわたり、
23 名の研修生・ロータリアンが参加し開催されま
した。初日は（地元 2520 地区宮古東 RC と合流）
開会式オリエンテーション・夕食バーベキュー交流
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会（研修生・埼玉・宮古東・山形・ロータリアン）、
2 日目は災害メモリアルパーク中の浜見学・山田町・
大槌町（語り部ガイド案内）、3 日目はグループディ
スカッション、発表、修了式をもって終了となりま
した。最後に 2770 地区、奉仕部門池田玄一委員長、
大熊進 RYLA 委員長並びに関係者の皆様のご尽力
に厚く感謝申し上げます。
　此の度、他地区研修セミナーに参加して感じたこ
とは、特に開催を地区内にこだわらない事、また他
地区との合同開催が可能な事、地区からの予算も
50 万と少なく、足りないところはバザーなどで資
金調達するとのことでした。2770 地区からは、次
年度箱根での開催予定のライラにお誘いも頂いてお
ります。
　ロータリークラブの青少年奉仕の考えは、地域社
会の将来を担う青少年を、ロータリアンと共に指導
力、意志決定、目標設定、そして、良き市民たるこ
と、紛争解決、他重要な生活技能を学ぶものと考え
は一つであり、是非ともライラ研修会が再び当地区
での復活を願っております。
　また、次年度へは、その概要と取りまとめた資料、
合わせて 2015 年 3 月 22 日開催の全国 RYLA 研修
会資料等をお送りいたします。

青少年交換小委員会　　　　
委員長　遠 藤 伸 一

（寒河江ＲＣ）

　今年度、まだまだ活動が山積みで
すが、1 年を振り返ってみれば本当
に忙しい委員会活動だったと言うの

が本音です。私自身、この委員会は 6 年もお世話に
なっておりますが、委員長は今年からでした。委員
長という大役に自分の能力の無さを思い知らされた
1 年でした。
　年度が始まる前の 5 月から派遣学生の募集に始ま
り、年度に入りすぐに留学生の受け入れ、派遣学生
の帰国、毎月のようにあるオリエンテーション、東
京で年間 3 回程度ある全国青少年交換委員長会議出
席、2 泊 3 日で行われる 2520、2530 地区の 3 地区
合同スプリングキャンプ、派遣先との交渉、ガバナー
会への資料提出、各クラブからの卓話依頼、まだま
だ事務的なものを含めればきりが無いほどありまし
た。その度、増えていくのはメイクカードばかりで、
お蔭様で、出席率は 200％近くいっているのではな
いでしょうか（笑）
　そんな中でも 1 年間続けられたのは、支えてくれ
た佐藤孝子大委員長はじめ委員会の皆さんのおかげ

でした。ガバナーはもちろんですが、今間地区幹事
からも大変気配りをして頂き、充実した委員会活動
ができました。何より、今年度は 3 人の派遣候補学
生とオリエンテーションを重ねて行くたび逞しく成
長していく様子が間近で感じられ、共有できるのが
この委員会のやりがいであると感じます。彼らが 1
年後更に成長して帰って来てくれる事を願い、1 年
間お世話になった皆さんに感謝し私の感想と致しま
す。

•••••••••••••

米山奨学委員会　　　　　　
委員長　松 村 澄 男

（天童ＲＣ）

　この 1 年と言うより、この 3 年を
振り返って書かせて頂きます。12
年の 11 月に突然の指名を受けて米

山奨学委員長を拝命しました。勿論殆んど知識の無
い（問題点を把握していない）中での就任で、米山
奨学会での研修会でも寄付額最下位グループで GD
に入っても全く置いてきぼりの感じでした。
　私が米山に対する知識が乏しいと言う事は、他の
クラブの会員はもっと知識に乏しいだろうと考え、
まずは比較的著名で米山奨学事業に詳しいロータリ
アンや米山学友、米山奨学会のメンバーを卓話に呼
んで、米山奨学事業を理解してもらう事、そして 2
年目には会員の印象に残るスピーカーを呼んで卓話
をしてもらう、3 年目にはこれまで理解して頂いた
実績を元に、寄付金の増額に取り組むと言う事を考
えました。1 年目は奨学会の後押しも有り、東京米
山友愛 RC 特別代表の関博子氏、幹事の楊 錦華氏
をお呼びして米山奨学セミナーを実施、私だけで
も 10 回以上のクラブでの卓話を実施した。一方出
来たばかりの米山学友小委員会に竹前氏が就任して
くれたおかげで、これまでの地区と学友会の関係が
大幅に改善された。2 年目にはモンゴルから学友の
ジャンチブ（ガラー）氏をホームカミングで招聘し
大きな感動を与えたと思っている。そして 3 年目は
第一目標に寄付の増加、具体的には地区目標 15,000
円／ 1 人を達成しようと考え、地区協議会や PETS
などでお願いした。更に地区大会にモンゴルからボ
ロルトヤ氏をホームカミングで招聘し、参加者に大
きな感動を与えることが出来た。また、地区内クラ
ブの米山奨学委員会担当者に対して、毎月米山奨学
会から送られてくる「ハイライトよねやま」や毎月
の寄付の状況をメールで送信して、各クラブの委員
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会報告で話してもらうように要請した。
　しかし、反応は全く無く、手応えの無い 1 年になっ
てしまった。案の定今年 5 月に発表された来年度
の割り当て奨学生の数が、全体では 20 名の増加と
なったにも拘らず、当地区は今年の 11 名からなん
と 2 名減の 9 名になってしまった。つまり来年の新
規採用奨学生は 3 名なのである。大きな責任を感じ
ています。その事業を理解して寄付をしてもらえな
ければ、継続して寄付をしてもらえるような事業に
はなりえないと信じて活動してきたが、2 度に亘る
ガバナー名での寄付要請にも拘らず、年間の寄付額
は 5 月時点で 34 地区中 32 位、一人当たりで 29 位
と、順位は変わらないものの昨年実績を下回った状
況である。もっと声高に寄付をお願いすることが必
要だったと反省している。次年度の大久保委員長に
は寄付の増額等多くの問題を積み残したままバトン
タッチする事になり、真に心苦しいものがある。米
山奨学委員長の通信簿が寄付額であるならば、私は
赤点である。真に申し訳ありません。
　是非来年度は皆さんのご協力を頂き、米山奨学事
業に対する寄付をお願いしたい。

米山学友小委員会　　　　　
委員長　金 子 将 人

（山形中央ＲＣ）

　二年ぶりに米山奨学委員会に返り
咲き　米山学友小委員会委員長を拝
命してからあっという間に一年が過

ぎていました。
　この一年　山形米山学友会の課題解決や活動を進
めるに、ロータリアン全員に米山学友会についての
正しい知識を持っていただくためのセミナー、卓話
活動、また理解を深めていただく交流活動を計画し
実行してきました。
　ご参加いただきました多くのロータリアンに感謝
申し上げます。結果としては、より多くの支援獲得
のために「山形米山学友会の理解を広げる」を米山
学友会小委員会の目標として活動をしてきました
が、大きな進展と成果を上げられなかったことが
少々悔やまれます。
　しかしながら、これからも米山学友会事業を知り
理解しようと努めるクラブを支援すること、そして
米山奨学事業や米山学友会を活用してクラブ活動を
活発化しようと努めるクラブを支援して行く活動を
続けてゆきたいと思っています。
　ひとつひとつの課題解決に丁寧に時間を掛け、
ロータリー国際奉仕活動が今後もより活発化するこ

とを願って報告とさせていただきます。
一年間　ありがとうございました。

•••••••••••••

社会奉仕委員会　　　　　　
委員長　阿 部 栄 一 郎

（天童西ＲＣ）

　今年度、社会奉仕委員会として、
次の 3 つの重点項目を目標に活動し
ました。

1．「東日本大震災復興支援の計画と実行」
2．「地区資金を活かしての多彩な活動」
3．「地区内での社会奉仕活動の在り方と実践」

　まず「東日本大震災復興支援の計画と実行」です
が、会員の皆様よりご寄付して頂いた、約 800 万円
のうち、県の「やまがた避難者支援協働ネットワー
ク」に 200 万円を寄付し、また 2520 地区の「釜石
プロジェクト」に 30 万円を寄付しました。
そして各クラブに復興支援事業を呼びかけ、12 件
の支援計画を頂き約 300 万円を有効に活用して頂き
ました。
　また、今年度池田ガバナーの地区目標である「ロー
タリーデー」の開催を各クラブに呼びかけました
が、25 クラブより開催していただき、各クラブの
それぞれの地区において、地域住民との交流やロー
タリー活動をＰＲ出来ました。
　2 年前より行っている「未来の夢計画　新地区補
助金の活用と推進」を昨年度中に各クラブに呼びか
けていましたが、今年度は 35 件の申請があり、33
件を承認し有効に活用できました。
　一年間、ご協力を頂きまして誠にありがとうござ
いました。

•••••••••••••

R 財団奉仕プロジェクト小委員会
委員長　和 田 　 實

（米沢ＲＣ）

　「未来の夢計画」が始まって以降
当委員会は多忙となった。年度開始
前の 2 月に当年度の補助金受付の為

のセミナーを開催、3 月末に申請を締切り、個別の
審査を開始し、支給の可否と配分額を決定する。5
月末迄に地区としてＲ財団に申請。Ｒ財団の許可と
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送金を待って、各クラブに送金する。と言う具合で、
年度開始前に地区補助金配分作業は終了する。
　年度末の 6 月に配分した案件毎の決算書類の審査
を行い年度が終了するのだが、前述の如く 2 月には
セミナー、3 月末には次年度の補助金申請の受付が
終了し、次年度分の配分も既に完了して居る。
　その間にグローバル補助金案件の相談を受けた
り、Ｒ財団奨学生からの要請にも対応せねばならな
い。
　次年度の補助金申請では特徴的な案件があった。
補助金では制限される広報案件やチャリティ案件が
出て来た。奉仕事業としては妥当且つ効果的な案件
で個人的には「何とか補助したい」と知恵を絞った
が、遺憾ながら期待に応えられなかった。
　グローバル補助金案件も何とか実施したいと各ク
ラブからの申請を期待して居るが、前年度のタイ浄
水器提供案件だけで本年度も実施出来なかったし、
具体的に進行中の案件も無い。
　年々各クラブの奉仕事業も活発となり多様化して
居る。大変喜ばしい事ではあるが、地区としての支
援には限界がある事を痛感させられた一年であっ
た。

R 財団奨学・学友小委員会　
委員長　伊 藤 篤 市

（大江ＲＣ）

　従来ロータリー財団のＤＤＦ（地
区財団活動資金）の多くは財団奨学
生の派遣に使われてきました。しか

し未来の夢計画が始まり新地区補助金の用途に関す
る制約が緩和されたことに伴い、昨年度より新地区
補助金は各クラブの社会奉仕プログラムに対する補
助金として使うことになりました。また、グローバ
ル補助金による奨学生の派遣については制約が多く
なかなか難しいのが現状です。このような状況の中
で当委員会としては、学友の名簿の整備と学友会の
活性化を目指しましたが、十分な活動は出来ません
でした。
　そのような中、今年度は全国のロータリー財団学
友会の状況を把握すべく、11 月 15 日  東京海洋大
学にて行われた『第 4 回日本ロータリー学友全国大
会』に参加しました。第 1 部の学友会総会から、第
2 部では「日本の奨学金の現状」と題し、RI 日本
事務局財団室長　清水優希氏の招待講演がありまし
た。第 3 部では 6 つの地区より各地区学友会の活動
報告があり、そして第 4 部交流会まで盛りだくさん
のスケジュールで行われました。

　特に各界で活躍している学友の報告は、その世界
観や実行力はさすがで、財団奨学の意義を感じさせ
る立派なものでした。また各学友会の報告では、ど
この学友会も同じように、地区内に学友が残らない
ことや、そのまま海外で活躍することで、学友の補
足が難しいという問題を抱えているようでした。
　次年度よりＲ財団奨学・学友委員会が無くなり「地
区学友委員会」が新設されます。学友の範囲が大き
く拡大されるとともに、委員会を核として、学友と
ロータリークラブ事業との日常的関わりを保つよう
に推奨されています。学友の名簿の整備と学友会の
活性化は次年度「地区学友委員会」に引き継ぎたい
と思います。

①【招待講演】RI 日本事務局財団室長　清水優希
　氏
②「フィリピンでの VTT 医療支援活動」横須賀
RC 久保田英朗　先生
③「フロンティアの拡大－宇宙へ」JAXA 有人宇
宙 M 本部　島田潤　学友

R 財団資金推進・管理委員会　
委員長　三 浦 信 英

（白鷹ＲＣ）

　近年まれに見る収益格差経済の
中、地区ロータリーの皆様には財団
活動に率先、お心を寄せていただき、

誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げま
す。
　1917 年（110 年前）、アーチ・クランフにより財
団制度の基礎が定まって以来、奉仕団体としての活
動に財団資金は欠かせないものとなってまいりまし
た。
　特に地区補助金制度が制定されて以来、地区補助
金を活用されるクラブは増加を致しており、池田年
度における補助金使用可能額 4,173 は、50 クラブ中
36 クラブに達し、申請総額は 720 万円となりました。
この実績は、資金管理の任を負うものとして大変う
れしく、感謝申し上げます。
　資金分配につきましては、2015 年 6 月の国際ロー

① ② ③
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タリー財団からの報告書を見ると、36 クラブから
の申請総額は、7,206,638 円に達し、承認送金額は、
3,985,650 円となりました。また、398 万円の分配を
見ると、教育的奉仕活動への承認は、36 クラブ中
20 クラブへ。社会奉仕活動への承認は、36 クラブ
中 14 クラブへ。人道的奉仕活動への承認は、36 ク
ラブ中 2 クラブとなっておりましたが、1 クラブは
事情により中止いたしております。尚、1 事業への
最高支出は 18 万円です。
　この活動の基金となったのは、3 年前の年次基金
の DDF4,173,126 円であることは御承知の通りであ
ります。ついては 3 年後の活動基金となる 2014 ～
15 年度の年次基金の実績を報告いたします。

年次基金一人 150 ドルの目標を設定してお願いいた
しておりましたが、達成クラブは 2 クラブ。100 ド
ル達成クラブは 14 クラブ。50 ドル以下のクラブは
5 クラブとなり、2800 地区の年次基金平均は 84 ド
ル。150 ドルの目標には遠く及ばない結果となりま
した。以って、3 年後は当年の年次寄付 6500 ドル
の－ 50％、　3250 ドル（約 390 万円）と思われます。
　当年の財団資金を推進する任を預かる者として、
この実績は誠に申し訳なく責任を甚く感じておりま
す。大きな反省と共に、池田ガバナー、地区ロータ
リアンに対しまして深くお詫び申し上げ、2014 ～
2015 年度の報告としたします。

五代地区幹事・資金委員長会議を終えて

話し合いが行われ、その他の話し合いや意見交換が
有り会食後、酒井年度の順風満帆を祈念し一発で〆
て解散致しました。
　内藤次期地区幹事の配慮で五代地区幹事・資金委
員長会議は地
区組織図にも
入れて頂き、
この会議の重
要性と継続す
る事を確認致
しました。

地区幹事　　　　　
今 間 勝 見

（鶴岡西ＲＣ）

　6 月 13 日土曜日午前 10 時 15 分より山形グラン
ドホテルに於いて開催しました。
五代の全員が出席し、今年度の池田年度についての
御意見等をお聞きする事から始め、セミナーなどの
進め方や進める際の注意点等について意見交換をし
た。
　その後、地区資金について本間資金委員長から今
年度の経過について、説明が有り疑問点等について

第 4 回地区チーム研修会
員よりこの一年の活動の足跡を反省などを踏
まえ、それぞれに熱の篭った報告を受け、予
定されていた時間を超過してしまう程の活気
ある研修会となりました。一年の締めくくり
の報告がなされた後、安孫子貞夫パストガバ
ナーより労をねぎらう言葉と講評を頂き予定
通りの進行により無事終了致しました。
　その後の懇親慰労の会も新関直前ガバナー

の乾杯に始まり、大変盛り上がりのある文字通りの
懇親慰労会が賑々しい中終了致しました。
　地区役員の皆様にはこの一年池田ガバナー事務所
に対しご理解と
ご協力を頂き改
めて深く感謝申
し上げご報告と
致します。

地区事務局長　　　　　
青 山 伸 一

（鶴岡西ＲＣ）

　去る６月２０日（土）湯浜温泉亀やホテルに於い
て、池田ガバナー年度最後の地区チーム研修会が開
催されました。
　会の冒頭先日ご逝去されました塚原初男パストガ
バナーの御霊に対し黙祷を捧げたのち予定時刻に開
始されました。ガバナー補佐の報告に始まり各役
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西川・月山 RC 創立 20 周年記念式典

楽光利氏、同幹事に伊藤幸廣氏、同会計に束松
　実氏が輩出となりました。月信でも述べてお
りますが、先の3月28日に2014-2015第4ブロッ
ク IM のホストクラブとして開催ということも
あり、各クラブ、ロータリアンのご協力で大過
なく終えることができました。少人数だけに、
一人二役三役「全員が主役」の経験でありまし
た。
　そしてこの度の 20 周年記念式典の内容であ
りますが、常に町に活性化に支する喜びを感じ、
西川保育園へ絵本の贈呈、読み語り、「ともし
び会」クリスマスサンタに扮してのプレゼント
配り、高齢者住宅清掃活動、六十里街道・古道

の清掃活動は西川町の婦人会と共に奉仕活動として
おります。式典においては、西川町立図書館に図書
券 20 万円を記念事業として贈呈させて頂いたとこ
ろであります。式典に続き、記念講演は「伝統文化
と思いやり」と題し、制管師・吹奏教授永井栖鳳先
生に尺八の音色を交えての尺八に係る歴史のご講演
をいただきました。皆様から「興味津々の 90 分で、
もっと聞きたかった」との声をいただき、祝賀会に
おいても歴史談義に盛り上がっていました。また、
池田ガバナーによるフラダンスショーが披露され、
最高潮に盛り上げていただき祝賀会に花を添えてい
ただきました。ロータリアン親睦のきずなが一層強
くなったように感じました。
　当クラブ 2014-2015 年度は、3 月 28 日、第 4 ブロッ
ク IM ホストクラブとして西川町交流センターを会
場に開催。そして、20 周年記念式典も無事に終え
ることができました。池田ガバナーは、ロータリー
は人間陶冶場であり、入りて学び、出でて奉仕は中
核の理念。また、小規模クラブについては、クラブ
の在り方とそこから学ぶと解いています。15 名の
当クラブが年度内に 2 つの事業を終えることができ
た達成感は、心に残るものとなりました。
　結びに、第 2800 地区各クラブ、そして第 4 ブロッ
ク各クラブ
皆様の益々
のご隆盛と
ご健康をご
祈念申し上
げ、報告と
させていた
だきます。

西川・月山 RC 会長　　　
郷 野 正 利

　新緑薫風漂う 5 月 23 日に、池田德博第 2800 地区
ガバナー、小川一博西川町長を初めとする第 4 ブ
ロックロータリアン諸兄のご臨席を賜り、「山菜」
出羽屋を会場に 20 周年式典が開催されました。西
川 RC は平成 8 年（1996）4 月 7 日、スポンサーク
ラブ寒河江 RC 特別代表安孫子桓（たけし）様のご
指導の下に創立。同年 6 月 22 日 RI 加盟。2202 号
の承認を受けました。当時 28 名の会員で発足し、

10 周年記念式典（平成 17 年）は、26 名の会員であ
りました。その後、地方創生が叫ばれる中にありま
したが、経済的な変化や。100 年に一度と云われる
東日本大震災の影響もあり会員数の減少。15 名の
少人数クラブであります。5 月号ガバナー月信第 11
号にも掲載されましたが、これまでガバナー補佐輩
出が困難だとして、第 4 ブロック各クラブの皆様方
に甘え、ご迷惑をおかけしてきました。当クラブ創
立 20 周年を迎える年に当たることもあり、会員全
員協議を繰り返し、第 4 ブロックガバナー補佐に設
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白鷹 RC 創立 50 周年記念式典

図書館」と題して国立国
会図書館長　「大滝則忠」
氏にご講演を頂きまし
た。これらの記念事業に
ついては、ロータリー財
団の地区補助金を有効に
活用させて頂きました。
　記念式典・祝賀会には
約 180 名が出席の中、三
浦実行委員長の歓迎の挨
拶に続き、長谷川会長が

「さらなる自己陶冶に努
め 100 周年に向けて奉仕
の理想を追求していく」
と式辞を述べ、スポン

サークラブである長井ロータリークラブに対し感謝
状を贈呈致しました。
　記念講演には、会長のお孫さんに当たる郷土力士
の白鷹山の師匠でもある「高田川勝巳親方」（元関
脇　安芸乃島）による「わたしの相撲道」と題して、
自身の生い立ちや修行時代のエピソード・相撲の厳
しさ・今の日本人力士に足りないもの等、大変わか
りやすく講演して頂きました。また、出席された各
クラブの方々からの質問に対しては、かなりきわど
い裏話等、大変興味のある楽しいお話を頂きました。
　祝賀会では、パストガバナーの渡部保太郎氏の乾
杯の発声により祝宴がスタート。「若柳千優良」会
員令夫人による祝舞披露があり、池田ガバナーのご
配慮によるベリーダンスの披露等、盛会の中にすべ
ての日程を終了することができました。
　改めて、ご多忙中にも拘らずご臨席賜りましたご
来賓の方々、各ロータリアンの皆様方に感謝申し上
げます。

白鷹ＲＣ会報・広報・ＩＣＯロータリー情報委員長
大 村 安 広

　去る 5 月 30 日、白鷹ロータリークラブ創立 50 周
年記念式典・祝賀会がパレス松風を会場に開催され
ました。
　創立 50 周年という節目の年ということで　テー
マを「温故知新新たな 100 年に向けて」、サブテー

マを「育てよう白鷹の未来のために、輝く子どもた
ちを！」と掲げ、記念事業として平成 26 年 10 月
16 日に町内の学校（小学校・中学校・高等学校・
高等専修学校）全 9 校に対してロータリー推奨図書
並びに図書券の贈呈式、その後各学校より読書感想
文の募集を行い、さらに平成 27 年 2 月 28 日には、
白鷹ロータリーデーとして読書感想文の表彰式並び
に一般公開による特別記念公演「読書の楽しみと
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酒田スワン RC 創立 25 周年記念式典

経つのも忘れ懇親を深めま
した。アトラクションには、
星川会長も所属する地域伝
統芸能、黒森歌舞伎役者が
登場し『白波五人男』が演
じられ、大喝采を浴びまし
た。しばらく余韻の残る中、
役者さんは記念撮影で引っ
張り凧でした。
　酒田スワン RC の PR を
させていただきますと、当
会は会員 16 名の、小クラ
ブながら、チャーターメン
バーや 20 年以上の会員と、
5 年から 20 年に近い会員、
5 年未満の会員で形成され

ています。特に声を大にして PR したいのは、女性
メンバーが多く 31.25％を占め、家庭にいるような
アットホームな雰囲気ですが、和やかな中にも馴れ
合いにならないクラブ運営を行っています。例会時
は毎回ル・ポットフーの昼食を楽しめるのも、隠れ
た人気のようです。メークがてら是非お立ち寄り下
さい。
　結びに、25 周年記念式典にご臨席賜りました皆々
様、幾年も前から準備をし、記念式典開催に時間を
割かれた実行委員メンバー各位、本当にありがとう
ございました。
　白鳥が飛来する最上川河口、北前船で栄えた酒田
湊、食文化の都『庄内』、酒田スワン RC は、小さ
いながらも 50 年 100 年と地道に歩み続けて参りま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　弥栄

酒田スワンＲＣ幹事　　　　
菅 原 勝 安

　酒田スワンロータリークラブは、1990 年酒田 RC
をスポンサークラブとして、創立メンバー 26 名で
誕生してから 25 年の歴史を刻み、2014 ～ 15 年度
星川州会長、青山実行委員長のもと、6 月 6 日創立
25 周年記念式典を、ル・ポットフーで開催しました。
　記念式典には、酒田市本間市長始め、当会初代青
山豊会長、ガバナー事務所や第一地区クラブからも
多くのご臨席を賜り、祝電も多数頂戴しました。当
会の友好クラブ宇治鳳凰 RC 様でも、今年 3 月下旬
に 25 周年記念式典が開催され、酒田から 10 名以上
で上洛し、改修なった平等院での前夜祭や、都での
記念式典に参加して来ました。この度、宇治鳳凰
RC 様からは、式典に酒田スワン会
員数より多い 19 名ものご出席があ
り、感激したところでございます。
　式典は 16：30 星川会長の開会点
鐘の後、会長挨拶に始まり、初代会
長への感謝状、永年皆出席表彰、記
念事業発表、そして和やかな中でご
祝辞をいただき、17：30 に式典を
閉会しました。
　引き続き 18：00 から懇親会に移
り、酒田スワン RC 自慢の、ル・ポッ
トフーのフランス料理に舌鼓を打ち
ながら、来賓の方々や、友好クラブ
宇治鳳凰 RC のメンバーと、時間の
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立川 RC 創立 40 周年記念式典

記念事業として、立川学童保育所さんさんクラブに
以下 3 点を贈りました。
　一、シューズボックス　　2 台
　一、デジタルカメラ　　　1 台
年々増える学童保育所利用者に、設備が対応できな
いことを知り支援することにしました。学童保育所
からは大変喜ばれ、次年度には会員と子どもたちと
環境整備や室内外のクリーン作戦に取組み計画をし
ているところです。庄内町長へ寄贈目録を贈呈致し
ました。
　今後更に 50 周年を目指し、身の丈に合った奉仕
活動に取り組んでいくことを、心を新たにして式典
を終了しました。
　記念講演では、樋渡浩先生より「庄内方言漫歩」
と題し、おら
ほのことばの
音韻について
具体的に語っ
て下さいまし
た。 標 準 語
は学んで覚え
ることばに対
し、方言は育
つ過程で自然に身につくことばです。標準語化が
益々進む中、方言の名残も掘り起こし記録にとどめ
たいと痛感しました。
　祝賀会では、齋藤利恵子さんの祝舞「萬代の舞」

があり、光彩華
を添えて頂きま
した。更に、池
田ガバナーの主
宰するフラダン
ス の 熱 演 が あ
り、大いに盛り
上げて頂きまし
た。今後、各ク
ラブの発展と会
員皆様方のご活
躍をご祈念申し
上げ報告と致し
ます。

立川ＲＣ幹事　　　　　
正 木 尚 文

　梅雨入り宣言が遅れている中、好天に恵まれた 6
月 21 日に、我が立川ロータリークラブは創立 40 周
年記念式典を開催することができました。
　池田德博ガバナーを始め、パストガバナー各位、
原田庄内町長始めとするご来賓の方々、それに遠く
は東京立川 RC 小野優会長以下 11 名の皆様、地区
内の各クラブより多くご参加を頂き、記念式典を行
うことができました事に心より感謝申し上げます。
　当クラブは 1975 年、余目 RC の子クラブとして
発足し今日に至りましたが、10 年前には会員は 30
名を超えていましたが、現在は半数以下となり活力
が乏しくなっています。
　式典では、池田ガバナー、原田庄内町長、小野東
京立川 RC 会長より祝辞を賜り、ガバナーより 2 名

増に努め、活
力を増やして
いくことこそ
緊急の課題と
ご教示頂きま
した。各位の
ご祝辞に対し
重ねてお礼申
し上げます。
創 立 40 周 年
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河北 RC 創立 30 周年記念式典

　偶然にも 10 日前に天皇皇后両陛下が紅花資料館
をご訪問された同じ場所で 30 周年記念式典・祝賀
会を挙行できたことは、このうえない喜びでありま
した。
　私達、河北ロータリークラブはこれまで皆様方に
いただきましたご指導ご鞭撻に感謝し、これから
40 年、50 年と継続していくために、ロータリーの
基本である「社会奉仕」を実践し地域との関係を大
切にしていきたいと思っております。
　今後も多くのロータリアンの方々にご指導をいた
だきながら、30 周年を新たなスタートと捉え、手
に手をつなぎ歩んでまいります。
　参加いただきましたロータリアンの皆様へ感謝申
し上げると共に、今後も河北ロータリークラブを宜
しくお願いいたします。

河北 RC 会長　　　　　
影 澤 昭 一

　平成 27 年 6 月 27 日、河北ロータリークラブ創立
30 周年記念式典を池田ガバナー、河北町町長田宮
栄佐美様ならびに多数のご来賓の皆様にご臨席を賜
り、紅花資料館内八景園屋外ステージにて開催いた
しました。

　当クラブは、1985 年 6 月 10 日設立、同 6 月 23
日創立総会をおこない、同年 7 月 10 日にＲＩ加盟
承認番号第 1673 号として、チャ―ターメンバー 24
名で発足いたしました。
　式典をおこなうにあたり、屋外ということで、テ
ント設営からテーブルや椅子のセッティングも会員
の総力でおこない、料理についても、衛生上の問題
があり、出すことのできる範囲ないで、屋台形式で
おもてなしの心でお迎えさせていただいたつもりだ
すが、満足のいかない方もおられたかもしれません。
その点はロータリーの友情に免じてご理解を頂けれ
ば幸いです。
　式典では、ご来賓、参加クラブの紹介。ガバナー、
町長、スポンサークラブ寒河江ＲＣ会長よりのお祝
辞をいただきました。その後記念事業報告（河北中
学校へのロータリー文庫寄贈）、同目録贈呈式をお
こない、最後に記念講演として「堀米四郎兵衛家と
最上紅花」について北畠教爾様よりご講演していた
だきました。
　記念祝賀会では、祝舞を踊っていただき、その後
に池田ガバナーからのプレゼントで、ベリーダンス

（河北町の方 12 名）を踊っていただき、華をそえて
いただき大変ありがとうございました。
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感動・感謝の最終オリエンテーション
青少年交換小委員会　　　　

委員長　遠 藤 伸 一
（寒河江ＲＣ）

　6 月 27 日（土）山形市の千歳館にて、今年度最
終のオリエンテーションを開催致しました。
　今年度も、毎月のように委員会、そしてオリエン
テーションと行ってきましたが、そんな中でもこの
最後のオリエンテーションは委員会メンバーはもち
ろん、毎回忙しい中、参加頂いた池田ガバナー・今
間地区幹事・佐藤大委員長にとっても心に残る委員
会活動になった事と思います。午前中、委員会活動
報告と致しまして、来日学生の近況報告を寒河江
RC 青少年委員長・沖津氏より報告頂きました。沖
津氏からは、一番近くで係わった人でなければ語れ
ない 1 年間の彼女の成長していく様子を本当の親の
様な目線でのエピソードを話して頂きました。その
後、派遣候補学生の手続き進行状況などの報告・台
湾留学中の馬場祐希さんの帰国情報など委員会報告
をさせて頂きました。
　休憩を挟んだ後、来日学生2人から1年を振り返っ
て、「私の日本での留学生活」を発表して頂きました。
不安の中来日した最初の頃から、学校生活、ホスト
ファミリーの事、友達、RC の人達との係わり、ま
た、オリエンテーションを通じて出来た各国の留学
生仲間の事と、発表からも彼女達が成長していく様
子や日本を好きになっていく過程の中には必ず親身
になってお世話してくれたホストファミリーの存在
が大きく、感謝の言葉でいっぱいでした。
　発表の後、ロータリーの留学を理解し、1 年間、

日台の親善大使
の役目を十分果
たしたあかしと
して、池田ガバ
ナーのサプライ
ズで彼女達に親
善大使認定の盾
をプレゼントし
て頂きました。
手にした彼女たちのちょっと照れた笑顔がいろんな
壁を乗り越えてやりきった達成感のように輝いて見
えました。
　午後の部は、派遣候補学生 3 名の ｢決意表明｣ で
した。ご父兄も同席頂いた中で 3 人共、力強く “ こ
れまでのオリエンテーションで学んだ事を忘れず、
支えてくれた人達に感謝し、大きく成長出来る様に
頑張ってきます ” と挨拶頂きました。その後、ご父
兄より感謝の言葉を頂きました。ご父兄皆さんの言
葉には、留学に対する不安と、期待、そして我々委
員会メンバーに対する感謝の言葉で声を詰まらせる
場面もあり、情熱と本気で係わってきて良かったと
感動を頂きました。
　最後は委員会メンバー、ガバナー・今間幹事・佐
藤孝子委員長とみんな一人ずつ留学生・派遣候補学
生にエールを送りました。子供達の成長していく様
子を間近で見ている私達は本当の親のように胸が熱
くなり言葉にならない委員も・・・今間幹事、孝子
委員長の言葉に私も涙を抑えるのに必死でした。
　最後の最後に、今までお世話になった佐藤孝子新
世代奉仕委員長と、忙しい中、すべてのプログラム
に参加頂き、当委員会を陰でサポート頂いた今間地
区幹事に委員会よりサプライズのお礼と送別会をさ

せて頂きました。こんなに感謝と感動の委員
会活動が出来たのも多くの人に支えられて成
し遂げられました。この委員会は、地区委員
会の中でも特に忙しい委員会です。私も始め
ての委員長職を拝命し、不安ばかりでしたが、
子供たちの笑顔と、成長していく姿を見守れ
る遣り甲斐が委員会皆の原動力となって出来
たと感じています。エンドレスに続く青少年
交換プログラム。感傷に浸ってばかりいられ
ないぞ。
　次年度も委員会一丸となり活動して参りま
すので、皆様のご協力宜しくお願い致します。

第 7 回青少年交換小委員会・最終オリエンテーション
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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

　こんにちは。台湾に来て 9 か月が経ちました。帰
国まで 1 か月と少しになりました。ここまでくる
と 1 日 1 日が惜しくてなりましせん。今では台湾が
大好きになり、温かく接してくださるホストファミ
リー、学校の先生、生徒、留学生、すべての人、物
に感謝です。
　さて、5 月は留学生の旅行がたくさんありました。
5 月の初めには澎湖諸島へ 3 日間旅行しました。会
話していたらあっと言う間に 40 分くらいで到着し
ました。久しぶりに飛行機に乗ったので楽しかった
です。さすが、海はとても透き通っていて、綺麗で
した。一番楽しかったのが、海でのアクティビティ
でした。水上ボート、バナナボートに乗ったり、海
に潜って綺麗な魚をみたり。その時期は毎年花火大
会があって、他の地区からも留学生が来てて、一緒
に楽しみました。広い範囲で、とても長い時間打ち
上げられるので、見応えがありました。本当に楽し
かったです。
　その同じ週の週末、中国語のスピーチで 1，2，3
位を取った人の特別な旅行がありました。行くまで
何があるかよくわかりませんでした。着くと、それ
ぞれ 5 人にホストファミリーがいて、私はブラジル
からの留学生を引き受けている家族にお世話になり
ました。博物館や夜市、二日目にはホストファミリー
のクラブの台中を自転車でサイクリングする活動に
参加しました。日本統治時代に縁のある建物を見に
行ったりもして、勉強になったので、また来てじっ
くり見たいと思いました。2 日間という短い間でし
たが、とても暖かく迎えてくださり、いろいろなと
ころに連れて行ってくださり、楽しい時を過ごせま
した。
　5 月の末にかけては最後のビックトリップがあり
ました。新竹から始まり、台北、花蓮、台東、墾丁
などに行きました。特に花蓮、台中の大自然のアク
ティビティは今まで体験したことのないスリルいっ
ぱいで楽しかったです。1 つは岩がたくさんの河

を上っていくものです。水の勢いがすごいし、
ウェットスーツを着てだったので、暑くて気持
ちよかったです。最後に 5 ｍくらいある岩の上
から 1 人ずつ飛び込みしました。最初は怖かっ
たけど、やってみるとハマって皆で何度もしま
した。他にも帰る方向に行くときそういうス
ポットがあったので、皆で何度も挑戦しました。
台中ではボートに乗りました。漕ぐのはとても
大変だけど、激流に行くと早く進んで楽しかっ
たです。
　そのあと、突然私の乗っていたボートが大き
な岩にぶつかって私ともう一人の女の子は激流

に落ちてしまいました。救助ボートがもう一人の子
に近かったので、最初にその子が救助されて、皆が
遠くに行って岩にも何度もぶつかってとても痛く
て、1 人寂しくて怖くて泣きそうだったけど、救助
されると皆が励ましてくれて、なんて私はいい仲間
がいるんだと改めて感じました。そのあとは、原住
民のダンスを見ました。衣装がかわいいし、踊りも
迫力があって素晴らしかったです。貴重な体験がで
きました。
　墾丁に行ったとき、今までいくつかの海で遊びま
したが、やっぱり 1 番綺麗だと思います。しかし、
2 日間とも雨であまりいいコンディションではな
かったけど、楽しかったです。最初、2 人乗りのバ
ギーに乗りました。皆最初からエンジン全開で、コー
チの話も聞かず、自分たちで運転し、いろんなとこ
ろに行き、競争しました。あっと言う間の 20 分間
で本当に楽しかったです。忘れられません。そのあ
と、海に行きましたが、波が高かったけど、綺麗で
楽しかったです。
　最終日はペイントボールという銃で撃つゲームを
しました。服の上に 1 着しか着ないので、撃たれて
体に当たるととても痛くて、あざがたくさんできま
した。もう一生したくありません。
　7 日間あっと言う間に終わってしまいました。帰
りは皆寂しくて、ハグをたくさんしました。残り充
実した日々を送りたいです。
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★ ハイライトよねやま１８3 号 ★　（2015 年 6月12日発行）

【今月のトピックス】
・寄付金速報　― 今年度の送金はお早目に ―
・2015-16 年度よねやま親善大使　― 4 人の大使が活動 ―
・理事会開催報告　― 来年 4 月採用数は 740 人に決定 ―
・第 2 回次期地区米山奨学委員長セミナーを開催
・ネパール復興を願って　― 関西米山学友会が募金活動―
・【訃報】評議員 塚原初男氏（第 2800 地区）逝去

《今月のピックアップ記事》
2015-16 年度よねやま親善大使　― 4 人の大使が活動 ―
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　6 月 1 日、第 2 代よねやま親善大使オリエンテーション
を開催し、新しい親善大使へロータリーや米山記念奨学事

業について研修を行ったほか、初代親善大使の楊さんから
先輩からの体験談を話していただきました。
　翌 2 日の理事会開催前にはよねやま親善大使の任命式が
行われ、全国各地区の理事の前で、小沢理事長から委嘱状
が手渡されました。
　また、この 6 月で退任する初代よねやま親善大使・尤銘
煌さんには感謝の盾が贈られました。尤さんの 2 年間にわ
たる活躍に感謝申し上げます。
　2015-16 年度は 4 人のよねやま親善大使が米山記念奨学
事業をＰＲします。地区の米山関連行事にぜひお呼びくだ
さい。招へいのご相談は当会事務局広報担当まで。
　どうぞよろしくお願いいたします。

新旧米山奨学会・学友会総会

　続いて学友と奨学生は学友会総会に参加して、26
年度の事業報告・決算報告、27 年度の事業計画・
予算案を審議した後、学友会会長の改選を行いまし
た。長年尤 銘煌山形大学教授に会長を務めて頂き
ましたが、次期会長に高 吉嬉山形大学教授が就任
する事になりました。高次期会長からは会長の抱負
を語って頂き、会員・奨学生とも協力していくこと
を確認しました。また、尤会長からはモンゴル・台
湾などの大学と山形大学との友好関係を進めていく
構想を紹介されました。
　一方同じ時間に新旧米山奨学委員会を実施し、大
久保次期米山奨学委員長から大変厳しい状況である
との報告が有りました。つまり、現在 11 名の奨学
生が割り当てられておりますが、当地区の寄付金が
減少しており、次年度は割り当て数が 9 名に減少す
る事、それに伴い、今年度は 9 名の新規奨学生を採
用できましたが、次年度は 6 名の継続奨学生がいる
ため、新規採用奨学生は 3 名に激減する事になると
言う報告です。此れまで米山奨学会や米山奨学生を
PR してきたつもりでしたが、認知が必ずしも寄付
の増加に繋がっていないと言う事を反省し、次年度
は寄付の増加に積極的に取り組む事を最大のテーマ
に掲げ、色々な方策を練って寄付の増加に結びつけ
る事を確認しあいました。会員の皆様のご協力を切
にお願い致します。
　最後に、今回の会の日程が白鷹 RC の周年事業と
重なってしまい、池田ガバナー他関係者の皆さんに
多大のご迷惑をお掛けいたしました事を深くお詫び
申し上げます。以上報告とさせて頂きます。

米山奨学委員会　　　　　　
委員長　松 村 澄 男

　（天童ＲＣ）

　去る 5 月 30・31 日の両日に渡り、2800 地区新旧
米山奨学委員会及び山形米山学友会総会、奨学生歓
迎温泉懇親会が東根温泉花の湯ホテルにて行われま
したので報告致します。
　当日は奨学生が家族を含めて 13 名、学友会から
家族を含めて 11 名、米山奨学委員会から武田和夫
米山奨学会常務理事 PG を含む 13 名の合計 37 名の
参加を戴き和やかに行われました。この会は例年
行っていた 3 つの会を一本化して行ったものです
が、奨学生や米山学友の家族を交えて、年々盛大に
なっていることは大変喜ばしい限りです。
　アトラクションとして、上山市の和菓子屋さんの
指導で、和菓子つくりに挑戦し、粘土細工にも似た
和菓子作りに歓声を上げ梅やお花、パンダなどのデ
ザインのお菓子製作に取り組みました。これも遠く
新潟からお出で頂いた米山学友の馬可さんの発案
で、日本文化に触れることを目的としたものです。
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会員数 女性会員数 会員数 女性会員数 出席率 会員数 女性会員数 出席率 増 減

1 酒田 32 (3) 35 (4) 82.86 31 (3) 82.14 4 5 80.20

2 酒田東 32 (3) 33 (3) 86.40 35 (5) 94.20 6 3 83.69

3 酒田中央 35 (0) 36 (0) 87.09 35 (0) 84.90 1 1 85.04

4 酒田スワン 15 (5) 16 (5) 81.25 16 (5) 91.25 1 0 85.44

5 酒田湊 16 (3) 16 (3) 90.63 16 (3) 88.24 1 1 83.88

6 鶴岡 36 (4) 35 (4) 70.71 33 (4) 73.44 2 5 75.20

7 鶴岡西 31 (4) 33 (5) 78.94 33 (5) 83.64 2 0 89.94

8 余目 25 (0) 25 (0) 98.67 25 (0) 97.92 1 1 87.09

9 立川 16 (0) 16 (0) 82.81 16 (0) 89.06 0 0 80.19

10 鶴岡東 33 (1) 33 (1) 71.60 30 (1) 81.73 1 4 85.48

11 鶴岡南 23 (3) 24 (4) 72.22 22 (4) 77.78 2 3 75.94

12 天童 38 (3) 41 (3) 94.94 40 (3) 92.56 5 3 93.28

13 東根 34 (0) 33 (0) 71.22 33 (0) 79.55 1 2 72.16

14 天童東 50 (0) 52 (0) 80.39 51 (0) 86.76 3 2 81.22

15 天童西 19 (1) 22 (2) 80.30 19 (2) 88.18 3 3 85.03

16 東根中央 38 (1) 40 (2) 80.80 40 (2) 76.90 3 1 80.19

17 村山 12 (0) 11 (0) 100.00 11 (0) 100.00 0 1 100.00

18 新庄 14 (2) 15 (2) 80.00 15 (2) 81.67 2 1 80.81

19 尾花沢 17 (0) 20 (0) 71.25 20 (0) 78.00 3 0 78.98

20 最上 22 (1) 21 (1) 84.21 21 (1) 57.40 0 1 63.36

21 尾花沢中央 14 (0) 14 (0) 95.24 14 (0) 92.86 0 0 95.09

22 村山ローズ 20 (4) 21 (5) 80.95 20 (5) 73.62 1 1 74.27

23 新庄あじさい 18 (0) 18 (0) 80.56 18 (0) 81.48 0 0 80.21

24 寒河江 51 (1) 55 (1) 81.45 54 (1) 82.50 5 2 90.52

25 大江 20 (2) 20 (2) 98.33 20 (2) 98.75 0 0 96.74

26 河北 30 (0) 29 (0) 86.20 29 (0) 88.70 0 1 90.35

27 寒河江さくらんぼ 37 (3) 38 (3) 88.20 39 (3) 80.70 3 1 85.88

28 西川月山 16 (0) 15 (0) 88.89 15 (0) 75.00 0 1 81.36

29 山形 87 (0) 92 (1) 100.00 91 (1) 100.00 10 6 100.00

30 山形北 61 (0) 61 (0) 93.51 60 (0) 94.34 5 6 96.02

31 山辺 22 (0) 22 (0) 100.00 21 (0) 99.09 1 2 96.47

32 山形南 51 (1) 53 (2) 100.00 51 (2) 100.00 3 3 100.00

33 中山 16 (0) 16 (0) 85.41 16 (0) 89.58 0 0 81.90

34 山形西 96 (0) 97 (0) 96.00 95 (0) 95.34 7 8 95.49

35 上山 14 (1) 14 (2) 88.10 14 (2) 90.48 1 1 87.75

36 山形東 36 (0) 36 (1) 79.54 34 (1) 87.27 1 3 84.51

37 山形中央 40 (4) 41 (4) 87.25 42 (4) 88.97 5 3 83.24

38 山形イブニング 34 (2) 35 (2) 73.74 34 (2) 78.79 2 2 74.68

39 米沢 54 (7) 56 (6) 90.48 55 (6) 83.48 5 4 85.62

40 米沢上杉 50 (2) 64 (3) 98.96 65 (3) 98.46 17 2 98.07

41 高畠 51 (4) 51 (4) 78.43 50 (4) 68.59 1 2 76.58

42 米沢中央 35 (4) 36 (4) 98.15 36 (4) 97.92 1 0 94.32

43 米沢おしょうしな 28 (2) 28 (2) 72.62 28 (2) 74.14 1 1 81.20

44 長井 29 (0) 31 (1) 76.90 31 (1) 85.88 4 2 80.28

45 南陽 16 (4) 15 (3) 100.00 15 (3) 90.00 0 1 95.51

46 白鷹 18 (0) 19 (0) 100.00 19 (0) 93.41 1 0 98.63

47 小国 18 (0) 18 (0) 85.66 18 (0) 85.73 0 0 86.66

48 南陽東 33 (1) 35 (1) 84.37 35 (1) 91.93 2 0 81.00

49 長井中央 21 (1) 20 (1) 90.00 20 (1) 90.00 0 1 89.77

50 南陽臨雲 28 (2) 28 (2) 83.93 28 (2) 82.14 0 0 78.87

1582 (79) 1635 (89) 86.18 1609 (90) 86.49 117 90 85.76

　2015.5.31 年初からの増減数
累計出席率

第
５
ブ
ロ
ッ
ク

ブロック No クラブ名
2014.7.1

第
６
ブ
ロ
ッ
ク

合　計

　2015.6.30

第
１
ブ
ロ
ッ
ク

第
２
ブ
ロ
ッ
ク

第
３
ブ
ロ
ッ
ク

第
４
ブ
ロ
ッ
ク

ク ラ ブ 会 員 数 ・ 出 席 率 （5・6月）
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（敬称略）

新 入 会 員 紹 介

（敬称略）

ポール・ハリス・フェロー

佐 藤 長 衛
所属クラブ／米沢上杉ＲＣ
職業分類／土木工事
入会月／2015年6月

山形北RC
中 野 俊 助
第2回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

米沢中央RC
鈴 木 博 雄
第2回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

瀧 川 利 英
所属クラブ／寒河江さくらんぼＲＣ
職業分類／造園業
入会月／2015年6月

南陽東RC
嵐 田 利 男
第1回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

天童RC
野 川 勝 弘
第2回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

河北RC
和 田 光 雄
第2回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

天童西RC
高 橋 寛 人
第6回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

大 浦 英 樹
所属クラブ／高畠ＲＣ
職業分類／土木工事
入会月／2015年6月

山形北RC
高 橋 敏 夫
第2回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

村山ローズRC
檜 山 智 子
第1回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

河北RC
和 田 辰 雄
第3回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

河北RC
和 田 潤 一
第2回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

米沢中央RC
齋 藤 栄 助
第1回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

石 井 輝 雄
所属クラブ／米沢上杉ＲＣ
職業分類／食料品小売
入会月／2015年6月

酒田RC
小 高 昭 治
第2回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

米沢中央RC
上 杉 勝 己
第2回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

加 藤 　 博
所属クラブ／酒田湊ＲＣ
職業分類／建築業
入会月／2015年6月

南陽東RC
髙 橋 眞 己
第1回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

南陽東RC
川 井 利 幸
第1回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー
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白鷹RC
黒 澤 利 朗

ポール・ハリス・フェロー

河北RC
木 村 惣 一
第1回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

山形西RC
高 橋 昌 之
第1回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

米沢おしょうしなRC
佐 藤 和 男
第2回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

河北RC
井 上 時 雄
第1回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

河北RC
兼 子 昭 平
第1回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

河北RC
工 藤 亮 輔
第1回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

寒河江RC
大 沼 保 義
第4回　マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

米山功労クラブ
第17回　鶴岡ロータリークラブ
第2回　長井ロータリークラブ

米沢上杉RC
鑓水 美恵子

第１回
米山功労者

鶴岡RC
藤 川 享 胤

第25回
米山功労者メジャードナー

鶴岡RC
越 智 茂 昭

第1回
米山功労者

鶴岡RC
塚 原 初 男

第4回
米山功労者マルチプル

寒河江RC
小 松 栄 一

第15回
米山功労者メジャードナー

鶴岡RC
富 樫 松 夫

第1回
米山功労者

寒河江RC
安孫子 貞夫

第35回
米山功労者メジャードナー

鶴岡RC
西川 富美子

第1回
米山功労者

山形西RC
門 馬 　 孝

第4回
米山功労者マルチプル

鶴岡RC
阿 部 純 次

第1回
米山功労者

（敬称略）

米 山 功 労 者
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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

編集後記

● 協力に感謝
渡 部 吉 春ガバナー月信編集長

　編集長に予定されておりました菅原幸雄さんが退
会されたので何もわからないまま、私が引受ける事
になり、不安の中でのスタートでした。
　月信編集員の皆様の御協力と当初の細谷パストガ
バナーと安孫子パストガバナーの御指導とアドバイ
スにより、一年間毎号とそうして今回の総括号を
もって終了となりました。池田ガバナーよりは県内
のロータリアンに毎号にわたり会員に対するメッ
セージの原稿をいただき、又３月号よりは俳句を掲
載させてもらい多忙中の所大変ありがとう様でした。
　パストガバナー、ガバナー補佐、大小委員そうし
て多くのロータリアンの皆様にも、その場、その都
度において原稿依頼をさせてもらいましたが、快く
引受けていただき、御協力を賜り厚くお礼申し上げ
ます。

　ガバナー月信はガバナーのレターに留まらず各ク
ラブと各委員会がそれぞれの役割を担い活動されて
いる事が月信の編集を通じてロータリーの組織力の
偉大さと言うものを改めて知る事が出来ました。感
銘を受けると共に勉強させていただきました事に感
謝を申し上げます。
　これで最終号となったのも、ガバナー月信スタッ
フの協力によるものであり特に表紙の写真を担当さ
れた松森さん、地区幹事としてのアドバイスと時々、
表紙写真を提供された今間さん、印刷をしてくれた
アート印刷社長の丸山さんには編集会議に多忙中の
所を出席してもらい、色々とアドバイスをしていた
だきました。又、長村さんには編集会議の通知と案
内、原稿依頼等と大変お世話になりました。
　この一年間支えてくれた多く皆様にお礼を申し上
げ編集後記とさせていただきます。ありがとうござ
いました。
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vol.1

ガバナー月信
第1号
2014年7月1日

国際ロータリー第2800地区
2014▶2015年度

7

ガバナー：池田德博
Ｒ.Ｉ.会長：ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
Ｒ.Ｉ.理事：北　清治・杉谷卓紀

GOVERNOR'S
CONTENTS

鶴岡市立加茂水族館・クラゲシアター

・国際ロータリー2014・2015テーマ
・RI会長メッセージ
・池田德博ガバナー地区目標
・ガバナーエレクト・ガバナー補佐紹介

・地区組織図
・地区クラブ一覧
・地区資金予算
・送金カレンダー

・ガバナー公式訪問日程
・ガバナー事務所スタッフ
・文庫通信
・7月地区スケジュール
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vol.2

ガバナー月信
第2号
2014年8月1日

国際ロータリー第2800地区
2014▶2015年度

8

ガバナー：池田德博
Ｒ.Ｉ.会長：ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
Ｒ.Ｉ.理事：北　清治・杉谷卓紀

GOVERNOR'S
CONTENTS

由良海岸

・ガバナー補佐挨拶
・大小委員会委員長紹介
・ロータリー財団地域セミナー報告
・第1回インターアクト連絡協議報告

・クラブ奉仕セミナー報告
・ガバナー公式訪問
・ロータリーコーディネーターニュース8月号
・文庫通信

・米山功労者、功労法人
・新入会員紹介
・8月の地区スケジュール

由良海岸

MONTHLY　LETTER
Rotary International District 2800
2014-2015

vol.3

ガバナー月信
第3号
2014年9月1日

国際ロータリー第2800地区
2014▶2015年度

9

ガバナー：池田德博
Ｒ.Ｉ.会長：ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
Ｒ.Ｉ.理事：北　清治・杉谷卓紀

GOVERNOR'S
CONTENTS

赤川花火大会

・青少年月間に寄せて（ガバナー池田德博）
・インターアクト地区外研修を終えて
・米山奨学セミナー報告
・大小委員会委員長紹介

・南陽市への災害お見舞金御礼
・ガバナー公式訪問
・ロータリーコーディネーターニュース9月号
・ガバナーエレクト事務所開所式

・クラブ会員数・出席率
・新入会員紹介
・ポール・ハリス・フェロー米山功労者
・9月の地区スケジュール

赤川花火大会
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ガバナー月信
第5号
2014年11月1日

国際ロータリー第2800地区
2014▶2015年度

11

ガバナー：池田德博
Ｒ.Ｉ.会長：ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
Ｒ.Ｉ.理事：北　清治・杉谷卓紀

GOVERNOR'S
CONTENTS
・ロータリー財団月間に寄せて（ガバナー池田德博）
・ロータリー、TVへ!!
・ロータリー財団月間にちなんで
・青少年交換学生月次報告
・ガバナーエレクト挨拶

・お知らせ
・第３ブロックI.M.報告
・ガバナー公式訪問
・コーディネーターニュース11月号
・クラブ会員数・出席率

・新入会員、ポールハリスフェロー、
　訃報
・文庫通信
・11月の地区スケジュール

月　山月　山
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ガバナー月信
第6号
2014年12月1日

国際ロータリー第2800地区
2014▶2015年度

12

ガバナー：池田德博
Ｒ.Ｉ.会長：ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
Ｒ.Ｉ.理事：北　清治・杉谷卓紀

GOVERNOR'S
CONTENTS
・2014‒2015地区大会を終えて（ガバナー池田德博）
・国際ロータリー第2800地区
　2014-2015年度地区大会
・国際ロータリーRI会長代理　挨拶
　（国際ロータリー会長代理　竹腰兼壽）
・ロータリー財団地区セミナ一報告

・青少年奉仕セミナー報告
・第２ブロックI.M.報告
・第６ブロックI.M.報告
・文庫通信
・ガバナー公式訪問

・第４ブロックガバナー歓迎会
・クラブ会員数・出席率
・新入会員、米山功労者紹介
　ポールハリスフェロー、訃報
・12月の地区スケジュール

旧西田川郡役所旧西田川郡役所
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ガバナー月信
第7号
2015年1月1日

国際ロータリー第2800地区
2014▶2015年度

1

ガバナー：池田德博
Ｒ.Ｉ.会長：ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
Ｒ.Ｉ.理事：北　清治・杉谷卓紀

GOVERNOR'S
CONTENTS
・新年ごあいさつ
　ガバナー、各パストガバナー
　ガバナーエレクト、ガバナーノミニー
・第１ブロックI.M.報告
・前期報告会について
・国際ロータリーゾーン1・2・3第43回報告

・GE第1回地区チーム研修
　セミナー報告
・第1・2回地区チーム研修セミナー、
　酒井ガバナーエレクトご夫妻歓送会
・2015学年度　米山奨学生
　選考試験報告・感想

・低出生体重児の
　音楽療法セミナー開催
・クラブ会員数・出席率
・新入会員、米山功労者紹介
　ポールハリスフェロー、訃報
・１月の地区スケジュール

日本海洋上から見た鳥海山の横に昇る朝日日本海洋上から見た鳥海山の横に昇る朝日
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ガバナー月信
第8号
2015年2月1日

国際ロータリー第2800地区
2014▶2015年度

2

ガバナー：池田德博
Ｒ.Ｉ.会長：ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
Ｒ.Ｉ.理事：北　清治・杉谷卓紀

GOVERNOR'S
CONTENTS
・世界理解月間に寄せて（ガバナー池田德博）
・ガバナー公式訪問
・ロータリー財団地域セミナー報告
・ロータリー財団委員会報告

・上半期の活動報告
・第4回青少年交換小委員会＆
　第3回オリエンテーション
・クラブ会員数・出席率

・新入会員、ポールハリスフェロー
　米山功労者紹介
・2014年8月の広島豪雨災害
　義援金について

田麦俣多層民家田麦俣多層民家
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ガバナー月信
第9号
2015年3月1日

国際ロータリー第2800地区
2014▶2015年度

3

ガバナー：池田德博
Ｒ.Ｉ.会長：ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
Ｒ.Ｉ.理事：北　清治・杉谷卓紀

GOVERNOR'S
CONTENTS
・識字率向上月間に寄せて（ガバナー池田德博）
・ガバナー・ノミニー推薦の件
・国際協議会出発報告
・次期ロータリー財団
　補助金管理セミナー開催報告

・2014年度　米山奨学生歓送会報告
・第５ブロックＩＭの報告
・青少年交換学生月次報告
・コーディネーターニュース3月号
・文庫通信

・ガバナー公式訪問
・クラブ会員数・出席率
・新入会員、ポールハリスフェロー
　米山功労者紹介

冬の日本海冬の日本海
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ガバナー月信
第10号
2015年4月1日

国際ロータリー第2800地区
2014▶2015年度

4

ガバナー：池田德博
Ｒ.Ｉ.会長：ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
Ｒ.Ｉ.理事：北　清治・杉谷卓紀

GOVERNOR'S
CONTENTS
・雑誌月間に寄せて（ガバナー池田德博）
・第3回地区チーム研修セミナー
・会長エレクト研修セミナー（PETS）
・グローバル補助金事業
　浄水器贈呈式参加報告

・ガバナー公式訪問
・ハイライトよねやま180号
・石黒慶一パストガバナー
　旭日小綬章受章記念祝賀会

・クラブ会員数・出席率
・新入会員、ポールハリスフェロー
　文庫通信

日本海庄内沖、洋上から見る月山日本海庄内沖、洋上から見る月山
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ガバナー月信
第11号
2015年5月1日

国際ロータリー第2800地区
2014▶2015年度

5

ガバナー：池田德博
Ｒ.Ｉ.会長：ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
Ｒ.Ｉ.理事：北　清治・杉谷卓紀

GOVERNOR'S
CONTENTS
・あと2か月（ガバナー池田德博）
・2014-2015年度　地区研修・協議会
・国際ロータリー第2800地区資金予算
・会員基盤向上セミナーに参加して
・コーディネーターニュース5月号
・クラブ25小委員会セミナー

・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
・第4ブロックIM
・「ロータリーデー」地区卓球大会
・ローターアクト会長幹事会
・第27回全国ローターアクト研修会
・青少年交換学生月次報告

・東北合同スプリングキャンプ
・アイサさんご両親歓迎会
・国際ロータリー第2800地区
　地区大会会計決算書・監査報告書
・クラブ会員数・出席率
・新入会員、お詫び、
　ハイライトよねやま180号、文庫通信

鶴岡公園の夜桜鶴岡公園の夜桜

MONTHLY　LETTER
Rotary International District 2800
2014-2015

vol.12

ガバナー月信
第12号
2015年6月1日

国際ロータリー第2800地区
2014▶2015年度

6

ガバナー：池田德博
Ｒ.Ｉ.会長：ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
Ｒ.Ｉ.理事：北　清治・杉谷卓紀

GOVERNOR'S
CONTENTS
・親睦月間に寄せて（ガバナー池田德博）
・第4回諮問委員会開催
・第2800地区2014-2015年度
　ガバナーデジグネート紹介
・天童東RC30周年記念式典
・新庄あじさいＲＣ創立20周年記念式典
・ロータリーデーポリオ撲滅チャリティゴルフ大会開催
・RI第2800地区 チャリティーゴルフコンペ開催

・高畠RC東日本大震災避難者支援事業
・第20回日本青少年交換研究会
・青少年交換学生月次報告
・インターアクト連絡協議会開催
・余目RC創立45周年記念例会
・クラブ事務局担当者研修会

・鶴岡中央高校インターアクト部ガバナー訪問
・南陽高校IAC、南陽東RAC、ガバナー訪問
・ローターアクト第24回地区年次大会
・コーディネーターニュース6月号
・ハイライトよねやま182号
・クラブ会員数・出席率
・新入会員、P・H・F、米山功労者、
　米山功労クラブ、会員のご逝去、文庫通信

鶴岡市羽黒地区に在る玉川寺庭園鶴岡市羽黒地区に在る玉川寺庭園

第 1号 第 2号 第 3号 第 4号 第 5号 第 6号

第 7号 第 8号 第 9号 第 10号 第 11号 第 12号

酒田中央ＲＣ
茜 谷 　 衛 様
平成27年6月8日ご逝去

（享年67歳）

会 員 の ご 逝 去

謹んで哀悼の意を表しますとともに、
心からご冥福をお祈りいたします。




