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　今日お時間頂きましたのは、2015-
2016年度のRIテーマと地区運営とい
うことなんですが、私はこの時間に
ですね、ここに掲げております「基
本理念」と「基本方針」、なぜ私が
このようなこと考えてやったのか、
それに対してRI会長ラビンドランさ

んが言っていることを加味してお話したいと思います。
　いろんな目標を自分でたてます。60歳でやることを３
つ作りました。１つは、「ホノルルマラソンで完走する
こと」でした。もう１つは、「お遍路さんで四国88カ所
をまわること」でした。もう１つは、NHKの番組で世
界遺産の特集をずっと流してたんですが、全国からアン
ケートとりましてベスト20というのを流してましたので、

「わかった、ベスト20は全部回る」と決めました。お陰
様で、皆さんの協力とか社員の理解とか、時間もありま
したので、その３つは60歳のときに全部やりました。た
だ、マラソンは少し歩きましたけどね。５時間30分くら
いかかりました。お遍路さんも少しはかかりました。40
日位かかりました。世界遺産の方は全部回ったところで
ございます。
　それが終わりまして、会議所の方も終わりまして、

「じゃあ、これから何しようかな」と思って、世界100カ
国をこうなったら…世界何カ国位あるのかなと思ったら、
国連に加盟しているのが194位あるそうでございまして、
だったら半分のキリよく100カ国位回ろうかなと思いま
して、その次の目標は「世界100カ国まわること」だと
決めました。
　ところが、会頭終わりましたらガバナーになってくれ
という話がきまして、うちのクラブは52年経っていま
す。今まで１人もガバナーを出したときがないわけでご
ざいまして、親クラブである米沢ロータリークラブは３
人も出ていますし、私達より若い米沢中央ロータリーク
ラブも排出しているのですけれども、うちの方だけ出て
いないから「お前やれ」ということでございまして、悩
んだのですけど、「わかりました」と。皆さんが「どう
せ１回引き受けたら、ここの地区は50クラブあるからあ
と50年来ないから、ここの人たち皆死んでいるから、と
にかくお前やってくれ」ということでして、それで、「わ
かりました」と引き受けたわけなのですが、そうすると、

「100カ国まわる」わけなのですから、「わかった。だっ
たら、ガバナーになる前に100カ国まわろう」と決めま
して、１年半で27カ国まわりまして、今から４日前、最

後の国から帰ってきました。サンマリノという国でござ
います。イタリアの中にある、小さな人口31,000人位し
かいない町なのですが、そこをまわって、これで100カ
国まわったということで、目標を達したわけでございま
す。
　そんなことやりながら、いろいろやってきたわけなの
ですけれど…商工会議所を預からせていただいたとき、
米沢の商工会議所の会員は2600人強でしたかね。やはり
そこでも基本方針と基本理念を発表しなければならない
わけでございまして、そのとき作ったのは、「多方面と
の交流と一歩踏み出す勇気」ということを掲げて３年間
やらせていただきました。そのとき考えたのですよ。「組
織」商工会議所という組織があります。会頭がいます。
副会頭がいます。専務がいます。いろいろいます。2600
人いるのですけれども。
　これは、ロータリーのガバナーを引き受けるうえで根
本に思っているのですけれど、「組織には２種類ある」と。
１つは「機能体」という組織と、もう１つは「共同体」
という組織である。
　「機能体」という組織は、もう皆さんご存知だと思う
のですけれど、皆さんのやっている「会社」。利益を出
すという目標があるわけですね。１番機能体なのは軍隊
でございまして、「戦争に勝つ」というそれだけです。
目的は戦争に勝つことだけなのですよ。軍隊はね。そう
するためには絶対命令でございまして、軍閥も作ります
し、軍事裁判も作りますし、軍の学校も作って、組織が
勝つために必ずやる。目的は勝つことです。やっぱり事
業で言えば、社会に貢献して利益を出すことなわけでご
ざいますから、それは「機能体」でございますが、商工
会議所自体は「共同体」なわけですね。
　「共同体」というのが何なのかと言いますと、そこに
入っている会員の全てが満足しないと「共同体」ではな
いわけですよ。私がいたとき2600人の商工会議所の会員
の全員がですね、納得しないと組織は成り立たなくなる
わけです。ですから、例えば、商工会議所でやるとすれ
ば、町の活性化のためにそこに道路をきってここにビル
を建ててこういうことに応援する、絶対できません。な
ぜかというと、誰か得をする人がいると、誰か損をする
人がいるから。そうすると、やらなきゃならないのは、
大体決まってるんです。新幹線を多く停めろとかですね、
あそこに道路を作れとかですね、税金を安くしろとかで
すね、全ての会員が満足する事業しかできない、こうい
うことなんですね。ロータリーもライオンズクラブもソ
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ロプチミストもJCも、これは「共同体」なんですよ。
会員である全員が満足しないと進まないんですよ。私は
そう思ってました。それと共にですね、全ての組織、共
同体の全ての組織をずっと見てます。私も法人協会とか
観光協会とかいろんな仕事、商工会議所とかあとはJC
とかいろいろやらせていただきましたが、これにも書い
てますけど、20-60-20の法則と自分でも言ってるんです
けどね。いろんな組織ありましても、大体20％くらいの
人は一生懸命やるんですよ。でも、60％くらいの方はま
あまあでどっちつかずで、残りの20％の人はあまり熱心
じゃない。できれば辞めようかなと思ってるような人な
わけですね。それでも大切な会員なわけなんですよ。こ
ういう意味では、私は客観的に見まして、商工会議所と
かロータリーっていうのは、同じものなんだろうなと、
私は思ってました。
　さて、前提はそんなところにしまして、いよいよこの
基本理念と基本方針にどうして取り組んでったかという
ことについて、お話したいと思います。41歳の時、私は
ロータリーに入らせていただきました。その時入ったと
きは、私の個人の問題ですよ。ロータリーっていうのを
わかって入ったわけではございません。何にもわかって
ません。親父が入って、「お前JC終わったから、その次
入れ」って言われただけでございます。ロータリーが何
たるものかは、全然わからないで入ったわけです。ただ、
JCが終わって、米沢あたりの経営者の皆さんが集まっ
て慈善事業をする会だろうな、くらいにしか思ってませ
んでした。ほとんどスリーピングしてましたから、ほと
んど行ってませんでした。内容は何かわかんないでやっ
てたというのが、現況でございます。

　まず、ロータリークラブがありま
す。ロータリークラブとお互いにこ
う意識し合うのがライオンズクラブ
だと思いますけどね。歴史的にも、
ほぼ同じときに出たわけでございま
して、1905年の２月23日にポール・
ハリスが作ったのがロータリークラ

ブです。２月23日、私の誕生日でございまして。その日
にできたわけでございますね。メルビン・ジョーンズと
いう人が、ライオンズを作りました。1917年の６月７日
でございます。これもすぐ覚えました。家の親父の命日
でございまして。それもすぐに覚えたわけでございます
が、ロータリーとライオンズクラブの区別もわかりませ
んでした。ただ、自分の親父から「入れ」と言われたか
ら入っただけでございます。ここにいらっしゃる一人一
人がみんな、皆さんが、どういう理由でここに入られた
んでしょうか。ロータリークラブにどうして入られたん
でしょうか。これは私の想像なんですけど、恐らく、断
れない人から言われたから入ったんじゃないかという、
私は、全員とは言わないですよ。ほとんどの人が多いん

じゃないかと、私は思ってます。他には、いるでしょう。
やはり、自分としては、ある程度社会に奉仕したいから
入ったという人もいるかもしれません。自分は、いろん
な人と知り合えるから、商売に結びつくから入ったとい
う人もいるかもしれません。いろいろあると思います。
ただ、入った時点においては、ロータリーが何たるもの
かというのはわかんなかったと、私は思ってましたし、
そういう人は多いんじゃなかったかと思ってます。ただ、
ロータリーに入った縁っていうだけで、こうやって皆さ
んと知り合いになるわけですよ。人は、いろんな縁で結
ばれるって言いますけど、「いつ　だれと　どこで　ど
んな出会いをするか　それが大事なんだなぁ」と、相田
みつをも書いてますけど、やはり何かの縁で入ったわけ
ですから。だったら、ロータリーの縁を活かすべきなん
だろう。「人は、その可能性を増すために、未知の人と
出会う」という言葉があります。私も好きな言葉なんで
すけど。やはり、何かの縁で知り合って、可能性を増す
んじゃないでしょうか。そういう意味では、この縁を大
切にしなきゃなんないもんだと、私は思ってました。そ
れが、最初の「ロータリーの縁を活かそう」という、こ
の基本理念でございます。
　さて、基本
方針の方に入
りますけど、
私がロータ
リーの会長を
仰せ付かりま
したのは、49
歳の時でした。
その頃までは
会員が少なかったものですから、50人きってた会員なん
ですけど、「ちょっと会員増やしてくれ」って言われま
して、何が何だかわからなくて会員増やしました。82名
くらいまでかな。その頃はね、良い時代でしたし、景気
も良かったから、意外と簡単に増えたかもしれませんけ
ど。82名、約60％くらい増やしたかな。その時は、一業
種一社っていうのも知りませんでした。もう、どんどん
どんどん入れればいいと思っていて、ロータリーは一業
種一人ですよっていうことも知らないで入れていろいろ
お叱りを受けたりしたときもありましたけど。ほとんど
義理と人情で、少しは脅しも入りましたけど、みんなに
入っていただきました。それで、ロータリーの会長をやっ
てましたけど、ロータリーの勉強はほとんど知りません
でした。あの時もまだ思い出すんですけど、会長やった
時、I.M.（アイ.エム.）のことを1M（いちエム）って言っ
たのを覚えてますけど、みんなに笑われました。それほ
ど何の知識もなくて、よく会長やったもんだなと、私も
思ったところでございます。
　それから、ロータリーからしばらく遠ざかってまして
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ね。そして今度ガバナーすることになりました。ですか
ら、ガバナー補佐もした時なければ、出向もした時なけ
れば、何にもわからないわけでございまして。先ほどか
ら何回も申し上げましたように、私ども上杉ロータリー
クラブ、司会をなさってます五十嵐君を始め、素晴らし
いメンバーがたくさんいますんで、みんな「俺たち応援
するから」と言ってもらいました。いちばん頑張って応
援してもらって、そのリーダー的になっているのが、内
藤地区幹事なんですが、彼はほとんどわかってますんで
ね。こういう本を作るとか、名簿を作るとか、スケジュー
ルがどうするとか、ほとんど全部おまかせでございまし
て、私は鏡餅の上のみかんみたいなもんで、ほとんどタッ
チしてませんでしたけどね。彼がほとんどこう作ってい
ただいたんですが、その中で、「じゃあ基本理念と基本
方針も内藤さんお願いします。」と言ったら、断られま
した。「それだけは自分で作りなさい」と、こう言われ
ましてね。それからなんですよ、勉強始めたの。ロータ
リーは。だから、ガバナーをお引き受けしなければ、ロー
タリーのことはわからなかった。反対にですね。それか
ら、ロータリーの勉強を始めた次第です。だから、まあ、
にわか勉強かもしれませんが。私がいろんな本を読んだ
中で、いちばん感動したのが、廣畑富雄さんという方が
書いた「ロータリーの心と原点」という本でございまし
た。このことに関しては、今まで会長の皆さんとかガバ
ナー補佐の皆さんにもお話しましたけど、これで感動し
ました。ロータリーっていうのは何だろうか、どっから
始まったんだろうか、そのですね、基本的なこと。私も
会長を経験しました。でもずっとロータリーも何年もし
てない。その基本的なことわかってなかった。自分もで
すね。それをちゃんと勉強しなきゃなんないんじゃない
かと思って、始めたんです。
　皆さんもご存じだと思いますけど、ポール・ハリスが
ロータリーを作ったのは、先ほど申し上げました通り、
1905年の２月23日でございます。彼自体は、お父さんが
会社倒産しまして、お兄さんと大変苦労するんですが、
お父さんのおじいちゃんの家に兄弟で預けられまして、
田舎の方のバーモント州の方で育つんですが、プリンス
トン大学を卒業したあと、今度はおじいちゃん亡くなる
んですが、そのあとアイオワの方の法学部の方に進むん
ですよね。法学部の方で勉強しまして、先輩からこんな
ことを言われたそうです。「弁護士になる前に、お前５
年間いろんな体験を積め」と言われまして、いろんな体
験を積みました。船医をやったり、商業学校の先生をやっ
たり、時々演劇のスターをやってみたり、あと新聞記者
をやったり、いろんなことをやりましてね。それで、シ
カゴで開業するわけなんですが、開業した時ですね、彼
は、土曜日日曜日になると何にもやることもない。彼の
本を読みますと「絶望的に寂しかった」と書いてるんで
すね。「絶望的に寂しかった」と。それで４人の自分と

異業種の人で話し合うことにして仲間を作った。これが
スタートだったんですね。一軒一軒回って集まって話し
たから、ロータリーなんですね。それで始めたんですよ。
　彼が日本に来たとき「どうしてロータリーを始めたん
ですか」と聞かれた質問に「寂しかったからです。」と言っ
てたんです。ロータリーの根本は、「知人じゃなくて友
人を作ること」これなんですよね。根本はね。知人じゃ
なくて友人を作んなきゃなんないんですよ。それで、こ
こに「友情」ということを作ったんですよ。再認識です
から。「友情」というのを作ったわけですね。それで、ロー
タリーは、その頃1900年の初めですから、第一次世界大
戦の始まる前です。まだ。ちょうど、移民がどんどんど
んどん入ってきて、経済がばんばん進んで、「自分だけ
儲ければいい」「自分の領土はどうだ」そういう状況の
時始まったわけでございまして、そういう仲間がどんど
ん増えてきました。そうすると、世間的に見ると、あい
つらまたうまいことやって、情報交換して、また金儲け
してるんじゃないかっていう噂も多々あったそうでござ
います。その頃はですね。そこでアーサー・フレデリッ
ク・シェルドンという有名な方が出てきます。彼の有名
な言葉、ロータリーでもいつでも言われてますけど、「He 
profits who most services best」「最もserviceした人間
が最も報われる」ということで、その友情ということに
もう一つ息を吹き込んだわけですね。そこで作ったのが
「service」という言葉なんですよ。「いちばんserviceし
た人が最も報われる」という言葉を吹き込んだわけです。
「報われる」っていうのは、普通は「profit」利益だと思
います。利益じゃないんです。利益もありますけど。利
益だけじゃないわけですね。信用とかですね、信頼とか
ですね、評価とかですね、人間性とかですね。そういう
人間的に豊かなものを得られる、という。そのためには、
いちばんserviceしなきゃなんないということなんです
よ。でも「service」という意味は、ほんとは日本の意
味の「奉仕」とは違うんでございまして。「奉仕」とい
うのは、「仕え」「奉る」という意味でございまして、上
下関係の「上」の方にすることなんですけど。「service」
とは違うんですよ。本来の意味は。相手のことを思い、
相手のことを考え、相手のためにやれることをすること
なんですよ。それが「奉仕」なんですね。「service」な
んですよ。彼が言っている「service」というのはそう
いう意味なんですね。これは別にアメリカの専売特許だ
とは、私は思ってません。孔子の論語にもありますけど、
「恕」という言葉があります。女へんに口と書いて、下
に心という字を書く。「恕」思いやるという言葉なんで
すけど。これは、同じ意味だと思います。人間というの
はやっぱり、相手のことを思って行動することにおいて、
自分はそれなりに満足する動物なんですね。NHKで前
に、「人はどうして人間になれたか」というシリーズが
あった。５シリーズくらいあったんです。私も好きで２
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～３回見てるんですけど。人間だけが、お互い助け合っ
て協力し合ったんで、これだけ人口が増えてったという
話してました。それを試す面白い実験があったんですけ
ど。「poor」と「rich」というのがあるんですけどね。
ピンポン玉持ってきて、片方は「rich」を引いた人は80
ドルもらった。「poor」を引いた人は30ドルもらった。
これはこれでいいです。ここから実験が始まるんですけ
ど。もう50ドル持ってきて、80ドルもらった人に50ドル
をやった。少しは喜びます。でも、50ドル持ってきた人
が30ドルの人にやった。そして両方とも80ドルになった。
こうなるとですね。80ドル持ってる人の方のドーパミン
がずっと上がるんですね。結局、人間というのはお互い
に助け合って、お互いの喜びに喜びを感じるように、20
万年間ホモサピエンスが生きてきたわけでございまして。
だから、アメリカの殺伐とした状態の中で、恐らく

「service」人間本来の生き方に火をつけて、ロータリー
の根本の考え方にしたと、それが「友情」と「奉仕」

「service」ということができたんじゃないかと、そんな
気がいたします。
　それに、二つの骨格ができましたが、アーサー・フレ
デリックはですね、自分のお墓にも書いてあるんですけ
ど、「幸せの三角形」というのが書いてあります。左の
方に「友情と愛情」、右には「conscience」いわゆる「良
心」、下には「お金」と書いてあります。ちゃんと「お金」
と書いてあります。「お金」がないと幸せになれないと、
こう言ってるんですよ。彼はコンサルタントのような仕
事をしてますから、彼の門下生は28万人ほどいたと聞い
ております。彼がそこに「友情」と「奉仕」、「service」
ですよ。それを植え付けたわけです。それに飾りつけた
のが、ハーバート・テイラーという人がいまして、これ
はピューリタン（清教徒）だったわけなんですけど。あ
る倒産しそうな会社がありました。それをどうやって立
て直すか。そうした時ですね。４つのテスト、「真実か
どうか、みんなに公平か…」４つのテストありますね。
その４つのテストを考えて、事業を立て直したんですよ。
４つのテスト。それで、ロータリーっていうのは職業は
いちばん大切なんじゃないかと。職業奉仕、自分の職業
を一生懸命して、そして一生懸命利益を出して、社会に

貢献しながら、従業員も面倒を見て、家族も豊かにして、
そして税金を払う。これが、いちばん大切なロータリー
なんですよ、という。これをそこに入れるわけですよ。
だから、I serve ってなってるんですよ。ロータリーの
根本は。自分は、奉仕する。自分は、職業を通していろ
んなことをやって、それでみんなから勉強しながら奉仕
する。それでやる。ですから、「真実かどうか、みんな
に公平か、好意と友情を深めるか、みんなのためになる
かどうか」っていうのは、職業を通してそれをやろうと
いう、根本なわけですよね。だから、ロータリーってい
うのは、友情と奉仕、それと自分の仕事をきちっとやり
なさい、それでみんなに奉仕しなさい、ということを言っ
てるんですよ。
　最後に、もう一人出ます。フランク・コリンズという
人が出ます。それは、どういった人かというと、service 
not selfというですね。自分だけのserviceじゃないと。
後ほど、service above selfになりますが、自分だけでな
くて、そういうようなserviceを自分たちロータリーだ
けでなくて他の人にも広げていこうじゃないかというこ
とが始まるわけです。ですから、ロータリーの根本を見
つけるときは、その４つなんですよ。友情と奉仕と、自
分の職業をしっかりやりなさい、そしてできたらそれを
他の人にもやりなさいという、この４つの根本なんです。
でも、ついつい、これを当たり前でわかっているようで、
意外とみんなが、私もわかんなかったんですけど、あぁ、
そういうことなのか、という気がいたしますね。ですか
ら、一番最初にできたのが職業奉仕とクラブ奉仕なんで
すよ。クラブのみんなに一生懸命やってほしいというこ
となんです。1927年に社会奉仕ができます。そこから、
社会奉仕が二つにわかれます。1928年に国際奉仕ができ
ます。そして、1962年に青少年奉仕ができるんですよ。
これはおもしろい話なんですけど、日本で米山梅吉さん
がロータリーをはじめたとき、確かに４つの奉仕ありま
した。クラブ奉仕、職業奉仕…ありましたけど、そのと
きは職業奉仕とは言ってないんですね。職業サーヴィス
と言っていたんですよね、その頃はね。社会サーヴィスっ
て言ってたんですよ。なんでいつの間にか奉仕になった
のか、ということを私もいろいろ考えたんですけれど、
どうも第二次世界大戦が始まってアメリカの言葉を使っ
ちゃいけないということで、いつの間にか奉仕というこ
とになって、そのまま来てるようでございますから、本
来の意味は、戦争のために奉仕という言葉を使ったと、
こういうことになるわけでございます。ですからですね、
ロータリーがわかるためには、もう一回自分の原点に振
り返る必要があるんじゃないかと。そのために、ここに
あります「友情と奉仕の再確認」という言葉。これは私
に言わせたこと、私自体がそう思ったもんですから。や
はり、責任者となる以上はですね、その根本的な原理、
原則、「心と原点」というものをもっとわからなければ
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ならないんじゃないかという気がしたわけでございます。
あと必要なのはですね、皆さんのロータリーが一つ一つ
あります。一つ一つのロータリーはですね、もう自分た
ちの自主権があるんですよ。特別な自主権。定義の22か
ら23に書いてありますけど、自分たちのロータリーは自
分たちでやっていいんですよ。RIとか何かと上下関係
じゃなくて平行線なんですよ。命令系統も何もないんで
すよ。自分たちの独自でいいわけですよ。自分たちでやっ
ていいということなんですよ。その独立性、自主権があ
るということですね。それは、やっぱり、今回いろいろ
勉強してわかったわけでございます。
　そういうことがわかりましたら、だったら、もう少し
具体的にするためには、ロータリーの原点がわかったと
したら、どうすればみんなにわかってもらえるでしょう
か。最初申し上げましたように、すべての共同体という
のは20-60-20の原理にわかれますよ、とこういった場合、
前の20％がわかるような難しいこと言ってもダメなん
じゃないかと。それよりも必要なのは、20％の人はわかっ
てるんだから、そんな言う必要はないと、反対にですね。
残りの60％か20％の人を、せっかくロータリーの縁で
入っていただいたんですから、この人たちにも参加して
いただくことにおいて、ロータリーの良さがわかるん
じゃないか。そのためには何かというと、観覧席にいな
いでいっしょにプレイしましょうよということで「スタ
ンドからグランドへ」という、こういう言葉を作ったん
ですよ、私は。いろんな人がもう一回、ロータリーの会
員一人一人が、とにかく参加してほしいと。そうするこ
とによって、友情がわきますし、いっしょに行動するこ
とによって奉仕がわかる、それでロータリーが素晴らし
い会だなということがわかる。そのために私は、このテー
マを考えたわけなんです。
　このテーマがわかったのは、正直に言いますと、あん
まり嘘言いませんので、私は、RI会長ラビンドラン氏
の「世界へのプレゼントになろう」という、ここに書い
てありますね。それを決める前に、自分でこれを決めた
と。本当はいけないことだと思いますよ。RI会長の方
針に従ってしなきゃなんないんでしょうけど。私はこれ
いつもおかしいんじゃないかと思ってました。その前に
決めたんです。ただ、私もノミニーをやらせていただい
たり、最近のロータリーの状況を聞いたりすると、不平
不満が結構あります。上目づかいで、「会員を増やしな
さい」「寄付金を出しなさい」そればっかり言われてると。
おかしいんじゃないかと。ロータリーというのは、自主・
自立だろう。各ロータリーで自由にやっていいのに、何
でそんなこと言われるんだという、反発心ですかね。上
層部というのじゃないのでしょうけど、上の方に対する
反発心というのをよく聞きました。私も、なるほどなと。
私が勉強した範囲では、同じことなんじゃないかと。自
主・自立・自助なのに、なんでそんなこと言われなきゃ

なんないんだろうなと、私も疑問に思ってましてね。東
京の会議で、「何でも言いたいこと言ってください」と
言ったから、こんなことを言いました。「最近のロータ
リーというのは、宗教団体と同じじゃないですか」と。「何
ですか」というので、「信者を増やすこと、浄財を集め
ること、浄財の一部を使っていかにも素晴らしいことを
しているとPRすること」と言いました。ガバナー 34人
もいる前で言ったもんですから、私も恥ずかしかったん
で、そう言ってる人がいます、と言ったんです。そうし
たら、偉い人が来ましてね。こう答えました。「ガバナー
というのは、やらなきゃならないことをやるんであって、
やりたいことをやるんじゃありません。」とこう言われ
ました。全然答えになってないことを言われたけれど、
ついつい反発できない、自分の勇気のなさに恥じ入った
わけなんですが。それをですね、この問題は何でこんな

いつも出るんだろうかな
とわからないんで、アメ
リカのサンディエゴで国
際協議会に行ったとき、
この答えを出してくれる
ひとがいるんじゃないか
と思って、自分なりにい
ろいろ勉強させていただ
きました。

　ラビンドランRI会長、「世界へのプレゼントになろ
う」ということを言っています。Be a gift to the world
ですけど、彼の方針も同じでございました。一つは、ポ
リオ撲滅だ。一つは、会員増強だ。新入会員を一生懸命
教育しましょうと。あとは、財団に寄付しましょうと。
ブランディングをあげましょうと。方針はこれですね。
簡単に言うと、やはり言っているのは、数と金とブラン
ドしかないんですよ。そうすると、さっき言った宗教団
体と同じなわけなんですよ。私は、３年前までのRI会
長の方針を読みました。同じことを言ってるんですよ、
やっぱり。数と金とブランドしかないんですよ。何でな
の、となって、私なりにようやく納得しました。これは
ですね、すべての組織は、会社もそうですし、JCでも
商工会議所でも何でもそうですが、数と金がないと強く
なれないんですね。数は力なり、力は正義なり、なんで
すよ。金は力なり、力は正義なり。正義になっちゃうん
ですよ。ブランドというのは、金と時間をかけないとな
れないんですよ。米沢牛なんていうブランドありますけ
ど、これは金と時間をかけないとなれないわけですね。
そして、そのブランドを作ることにおいて、求心力が増
して、それぞれのいわゆる、RIが真ん中の太陽みたい
だと思います。そして私たちのロータリーが周りを衛生
みたいにぐるぐるぐるぐる回ってるんだとしても、やっ
ぱり真ん中の求心力が弱まると、自分たちのブランド、
力も弱くなるということ、わかってきたんですよ。例え



7

ば、私は米沢上杉ロータリークラブというのに入ってま
す。これをですね、ロータリーを取ったらどうでしょう
か。「私は、米沢上杉クラブにいます。」と言ったら…相
手してくれないですよね、あまりね。恐らく会員なんか
増えないんじゃないでしょうかね。自分たちの仲間だけ
で情報交換して遊んでるだけの団体に過ぎないかもしれ
ません。恐らく…1905年ですから、100年以上も歴史を
持たない。恐らく途中で消えてるんじゃないでしょうか。
ロータリーというブランド。それが必要なんです。ロー
タリーというブランドが必要なためにも、旗印、錦の御
旗とよく言いますけどね。今は、RIでいちばん言って
るのは、ポリオなんですよ。ポリオという旗印。社会奉
仕の中でいちばん目立つ、ポリオということをやってい
るわけです。それを撲滅するために、みんな集まって、
金を出し合って、数を増やすことによって、それはひい
ては、自分たちのものになるんだということで、初めて
自分で納得できたんです。これで。ですから、RI会長、
またRIで言っていること、「皆さん、お金寄付してくだ
さい。数増やしてください。」「でも、これは命令じゃな
いですよ。」と言いながら、それは、RIのためではなく
て自分たちのロータリーのためにそうする、せざるを得
ない、そうしなきゃならないということなんだなという
のを私なりに理解したわけでございます。
　米沢市、日本
もそうですよね。
日本が今大騒ぎ
しているのが、
人口が減ってい
る。老齢化に
なっている。金
がなくなって、
国がなくなって
くる。昔からと見ると金はありますよ。でも、勢いはな
いですよね。そうするとですね、組織の力がどんどんど
んどん弱くなってしまうんですよね。組織の力が弱くな
るということは、自分たちが縁で入ったロータリーとい
う存在、自分のアイデンティティが強く感じられなくな
るということ、これに結びつくんじゃないかという気が
いたしますね。
　世界中のロータリー、ちょっと振り返ってみます。今
120万人世界にいるといっています。アメリカのシカゴ
でポール・ハリスが作ったロータリーは、今半分以下で
す。会員が。ロンドンでできました。そこも半分以下で
す。それだけでなくて、出席率がかなり下がっています。
アメリカ、ヨーロッパ、日本、会員数が減っています。
世界で120万人いるのは、インド、韓国、後進国…と言っ
たらおかしいですよね、発展途上国の人たちが入ってい
るからなんですよ。日本が、会員がどんどんどんどん増
えてきたときがありました。これも、経済力をつけてき

たときだったと、私は思っています。自分が、中小企業
の人たちが頑張って仕事を見つけて、自分たちで生きる
ことをやって、そうしたら仲間たちを求めて、社会に奉
仕をして、友情をして、それで、もっと頑張ろう頑張ろ
うとしたときは、会員が増えるんですよ。今、会員は減っ
ています。今、上層部の人たちは、会員が減った理由は
ロータリーの原理・原則を忘れたからだと言ってますけ
ど、私はそうは思いません。いちばんの理由、会員が減っ
てきたいちばんの理由は、恐らく経済的な理由だと思い
ます。日本が豊かになったからではございません。貧富
の差がどんどんどんどんついてきたからだと思います。
商工会議所やってるとわかりますけど、大きな会社、例
えばコンビニとかがどんどんどんどん出てくるものです
から、米屋さん、肉屋さん、八百屋さん、地元の店がな
くなるわけです。それで食ってる、仕事をやってる人た
ちがだんだん辞めるわけですから、会員は減っていくわ
けですね。競争が過当化すると、どうしても自分の職業
に就けなくなるわけですから、会員が減っていくのは
しょうがない。これが世の中の流れだろうなと私は思っ
ていますし、決してロータリーが悪かったわけでもなん
でもない。一番の理由は経済的な理由だと思います。商
工会議所の会員が減っているのも、青年会議所の会員が
減っているのも、ソロプチミストもライオンズも。ライ
オンズクラブなんか数はロータリーより多いんですけど、
15万人もいたのが５万ほど減っています。これは世の中
の変わり。もう一つの理由は、会員が減る理由は、一つ
は、やはりインターネットとか何とか情報網があまりに
発達しすぎて、ロータリー以外の会もいろいろできてし
まって、それでいいんじゃないかという会が増えた。そ
れも理由だと思います。もう一つの理由の中に、少しな
んです。全体の中でほんの一部なんですよ。これは、ロー
タリー自体が、自分たちのロータリー自体が、変わらな
ければならないのに変わらなくて、減っているのかもし
れない。そう私は考えるんです。最近。何だろうかと言
いますと、ロータリーも老齢化がかなり進んでいます。
恐らく、世界のロータリーのメンバーの平均年齢の中で
いちばん齢をとっているのは日本なのではないでしょう
か。若い人が入りにくいような、自分たちだけの仲間だ
というような意識で、自分たちだけの縄張りをもってい
るという、そのような意識の人が増えているんじゃない
かなと。確かに、今の若い人は忙しすぎます。毎週一回
集まれないかもしれない、金は高い、ライオンズの方が
安いとかですね。とても大変だと。若い人が行くと仕事
が多すぎて、押し付けられるから辞めるわという人も多
いかもしれないですけど。やはり、すべてがそうなんで
すけど、時代の流れとともに変わるのですから、自分た
ちのロータリー自体も変わらなきゃならないんじゃない
かという気がいたしますね。大きな流れには絶対変われ
ないわけですね。人間はすべてそうなのですが、いちば
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ガバナー補佐挨拶

すばらしい感動を味わおう！
第１ブロック 
上　林　直　樹（酒田中央）

K.R.ラビンドランRI会長テーマ
　「世界へのプレゼントになろう」
酒井 彰ガバナー 基本理念
　「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」
　まさに酒井ガバナーとの縁、そして長谷川ガバナーエ
レクトとの縁、今から30数年前、JC活動での両名との
縁そのものでした。
　1987年（昭和62年）今から28年程前、新しいロータリー
クラブを作り、死ぬまで名前が残るチャーターメンバー
にならないかとのJC時代の先輩から誘いを受け、入会
し、現在に至っています。先輩ガバナー補佐から「たい
した事無いから」とのアドバイスを受け、酒井君であれ
ばとお受けしました。

　縁を活かし、グランドに入りプレーし、すばらしい感
動を味わう活動をガバナーと共に行動して行きますので、
よろしくお願いします。

ご  挨  拶
第２ブロック 
木　村　有　為（鶴岡西）

　今年度酒井彰ガバナーより委嘱を受けまして、第2800
地区第２ブロックのガバナー補佐を務めることになりま
した。役割・仕事内容などを細かにご指示して頂きまし
たが、勉強不足を痛感するばかりであります。
　第２ブロック６クラブのロータリアンの皆様達と学び
合い楽しみ合いながら、一年間ガバナーのパイプ役を頑
張ってまいりたいと思います。ご協力下さいますようお
願い申し上げます。
　2015-2016年度国際ロータリー会長K.R.ラビンドラン
氏は『世界へのプレゼントになろう』と、国際大会におい
てガバナーエレクトの皆さんに呼びかけられたそうです。
　この大きな基本方針のもとに「人は手を閉じて生まれ、

ん大切なのは家庭であって、二番目が仕事であって、三
番目がロータリーなわけですよ。社会の中でね。だから、
会社がダメだとダメなわけですよ。そのへんを理解しな
がら、自分たちのロータリーはどうあるべきなのか。そ
れはですね、自分の会社、相手の会社がよくなるための
勉強の場でもあって、かつ、お互いに友情を深め合って、
この人たちと出会ってよかったと。孔子の言葉にこんな
のがありますけど、「益者三友あり」ということを言っ
ていますが、「直を友とし、諒を友とし、多聞を友とする」
というのがあるのですが、直言をしてくれる人、「お前
ここが悪いんじゃないか」とか「お前の会社こうした方
がいいんじゃないか」とか直言をしてくれる人。諒とい
うのは、ごんべんに京都の京という字を書くんですけれ
ど、いるだけで楽しくなると。りょうと読むんですけど
ね。あの人がいるだけでほんわかと、いるだけでいいな
という人いますよね。そういう人ね。何にも喋らないけ
ど傍にいるだけでいいやという人。あと、多聞というの
は、知識の多い人。いわゆる情報の多い人。「こことこ
こが付き合うとこうなるよ」とか「あそこの人脈紹介し
てやるよ」とかですね。そういう「益者三友あり」とい
う言葉なんですが、ロータリーという根本に帰れば、友
情と奉仕なんですけど、最初は友情なんだと思います。

友情だけで120万、世界のロータリアンが120万になるわ
けないと思ってますけど、私は、友情がなかったら絶対
120万にならないと思ってます。ロータリーというのは。
根本の友情だと思います。それは、先ほど申し上げまし
た「益者三友あり」という中にあります、やっぱり「直
言する友達」「癒し系の友達」「いろんな知識のある友達」
そういう人たちを見つけて、共に笑い、共に飲み、共に
奉仕し、そしてロータリーを楽しむ。そこに、ロータリー
の原点というのはあるんじゃないでしょうか。別に、募
金して、寄付して、それだけがロータリーだとは私は思
いません。是非、皆さんのロータリークラブが、もっと
活発になりますように。ロータリーに入った縁をどうか
活かしていただきまして、友情と奉仕を、もう一回ロー
タリーの心と原点を再確認していただいて、会員皆さん
がスタンドからグランドに出て、いっしょにプレイして、
時代の流れはこうなんだけど、その中で私たちは、この
ロータリーに入った仲間は死ぬまで付き合いたい仲間な
んだという、それで楽しいんだという、そういうロータ
リー。そうすることによって、私は会員増強して増える
ことになり、お金も集まるんじゃないかというような気
がいたします。
　長々とご清聴ありがとうございました。
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手を開いて世を去る」とも言われ、また天から授かった
自分の才能を世にお返しする為に力を尽くさなければな
らないと、ポリオ撲滅運動・会員増強の最優先・ロータ
リーイメージのブランディング・ロータリー財団への寄
付・新会員の積極的参加という５つのテーマを具体的に
挙げられたとのことです。
　酒井彰ガバナーはそのテーマを受けて、地区の基本方
針を“ロータリーの縁を活かそう”と掲げられ、①会員
増強　②ロータリー財団への寄付　③ブランディングと
具体的な３つの柱を建てられました。
　私達ロータリアンは皆が何かの、又誰かのご縁によっ
て今仲間になっているわけです。その縁をさらに魅力あ
るものとして仲間を誘い合い、“友情と奉仕の精神を再
確認”して、新しい仲間と共に行動に移そうと熱く語ら
れております。
　スタンドからグランドへ、つまり観客から積極的なプ
レイヤーに、というこのテーマを成し遂げるには、各ク
ラブの持つ個性や伝統をグランドとして、積極的に一歩
踏み出さなければなりません。私も微力ながら共に行動
していきたいと思っております。よろしくお願い申し上
げます。

ロータリーの縁を活かそう 
友情と奉仕の再確認、 
 スタンドからグランドへ
第３ブロック 
小　川　郁　夫（天童）

　今年度第３ブロックガバナー補佐を仰せつかりました、
天童ロータリークラブの小川郁夫と申します。
　私は、平成10年にロータリーに入会以来17年目になり
ますが、これまでロータリーの本質については余り深く
考えた事はなかったように思います。図らずもこの度ガ
バナー補佐をお受けする事になり、酒井ガバナーのロー
タリー理念に基づいて改めてロータリーの勉強をし直し
て、各クラブの皆様へその基本方針をお伝えする事が私
の最大の任務と心得ております。
　酒井ガバナーは「人間集団には２－６－２の法則があっ
て、20％は熱心な、60％は普通に楽しみ、残りの20％は
付き合いや義理の会員となるのですが、どのメンバーも
大切なロータリークラブの構成員であり、クラブには楽
しみや喜びという魅力があるのですが、多くの会員がそ
の事に気づいてないのではないでしょうか？ それに気
づけば出席率の向上やクラブ活動の活性化、ひいては会
員増強へと自然につながっていくのではないでしょう
か？ それを見出すためには、やはり観客からプレーヤー

（スタンドからグランドへ）になって欲しい。このロー
タリークラブの縁を活かし、積極的な行動を起こす事で
その魅力を発見できると確信している。ロータリーの原

点は友情と奉仕ですが、まずやれるところから一歩踏み
出して頂けないでしょうか。」と言っております。
　今年一年皆様からのご指導・ご鞭撻を頂きながら、ロー
タリーを楽しむ事ができるように私なりに精一杯努力す
るつもりですので、御協力宜しくお願い申し上げます。

ご  挨  拶
第３ブロック 
草　刈　國　夫（新庄）

　今年度、酒井彰ガバナーの委嘱を受け、第３ブロック
ガバナー補佐の大役を務めることになりました。ロータ
リー歴もようやく10年目という浅学菲才の私です、一年
間皆様方のご協力よろしくお願い申し上げます。
　本年度、国際ロータリーK.R.ラビンドラン会長は「世
界へのプレゼントになろう」、酒井彰ガバナーは「ロー
タリーの縁を活かそう・友情と奉仕の再確認、スタンド
からグランドへ」をスローガンとしております。これら
の方針に従い皆様方のクラブとの連携を深め、もう一度
「ロータリーとは何ぞや」を思い起こし、皆さんと一緒
になって活動して行きたいと考えております。一年間ど
うぞよろしくお願い申し上げます。

ご  挨  拶
第４ブロック 
海　野　健　治（大江）

　この度、第４ブロックのガバナー補佐を拝命いたしま
した。任期中、ブロック内の各クラブの皆さまには格別
お世話になることと思いますが、何卒よろしくお願い致
します。
　ガバナー補佐はガバナーにより任命され、地区レベル
での任務を遂行し、担当するクラブの管理運営に関して
ガバナーを補佐する役割を期待されています。
　ガバナー補佐の責務の中から一部をピックアップして
みますと、地区レベルの責務としては、⃝地区目標の設
定を援助する。⃝クラブの強みや弱み、目標に向けた進
捗をガバナーに伝える。⃝将来の地区リーダーを探し、
その育成を援助する。などがあります。
　クラブレベルの責務では、⃝ロータリークラブセント
ラルで目標に向けたクラブの進捗を確認する。地区リー
ダーシップ・チームがクラブをどのように支援できるか
を、クラブに伝える。⃝将来の地区リーダーを探し、育
成する。などの他に、多くの事を行うように指導されて
います。
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　ガバナー補佐の責務の中には目標と計画が多く取り上
げられています。それを受けて私は、各クラブに次のよ
うにお願いしたいと思っています。
　元気なクラブづくりのためにクラブが目指すもの即ち
ビジョン（目標）を設定し、それを実現するための長期
計画の立案、そして長期計画を支える年次計画を立てる、
を実行して欲しいのです。
　従来は、「単年度の計画を、その年度内で実行するこ
とがロータリーのやり方」とされてきましたが、活動の
グローバル化やロータリークラブの組織強化のために、
最近は長期的なスパンでのロータリー運営と活動が奨め
られています。クラブも変わるべき時期を迎えているの
です。
　クラブが、目標や計画を立てるにはクラブ協議会を充
実させなければなりません。年間４回～６回のクラブ協
議会を行うように指導されていますが、その機会を有効
に使ってください。私も勉強しながら皆さんの役に立つ
ように努力いたします。
　最後に、クラブリーダーの会長・幹事さんには特にお
世話になることと思いますが、どうぞよろしくお願い致
します。

ご  挨  拶
第５ブロック 
水　上　　　進（山形北）

　今年度、酒井彰ガバナーより委嘱を受け、2015-2016
年度の第５ブロック担当ガバナー補佐をさせていただく
ことになりました。まずは、一年間よろしくお願いいた
します。
　今年度のK.R.ラビンドランRI会長のテーマは、世界へ
のプレゼントになろう（Be a gift to the world）であり、
そのテーマを受けて、酒井彰ガバナーは一年間のロータ
リー活動の基本理念として「ロータリーの縁を活かそ
う」、基本方針として「友情と奉仕の再確認、スタンド
からグランドへ」を掲げられています。
　ロータリークラブに入会してきた事情は各ロータリア
ン一人一人全く異なるはずですが、せっかくロータリー
クラブに入会した以上、単なる参加者ではなく、奉仕活
動の現役プレーヤーでいたいものです。特に、入会10年
未満の若い会員の方々には、脇役ではなく主役でいてほ
しいと思います。
　私も、酒井ガバナーの方針に従い、一年間ガバナー補
佐として皆様と共にロータリアンの現役プレーヤーとし
て頑張っていければよいと存じます。浅学菲才の身では
ありますが、各ロータリアンの皆様、是非とも御協力下
さい。

ご  挨  拶
第５ブロック 
板　垣　喜代志（山形中央）

　2015-2016年度 酒井彰ガバナーのもと、補佐の重責を
担う事になりました。

RIテーマ　「Be a gift to the world」
ガバナー基本理念　「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」
という目標に、一歩でも近づけるよう、ガバナーの思い
を各クラブとのパイプ役とし、微力を尽くしたいと思っ
ております。
　各クラブの皆様方のご指導ご支援を、何卒宜しくお願
い申し上げます。

この一年よろしくお願いします
第６ブロック 
芳　賀　康　雄（白鷹）

　この度、ガバナー補佐を拝命した白鷹ロータリークラ
ブの芳賀康雄です。ロータリー歴10年と短く、この大役
に耐えられるのか心配しているところです。担当する第
６ブロック一班、７クラブロータリーアン皆様のご協力
を得ながら、酒井彰ガバナーとの橋渡しをして参りたい
と思いますので、宜しくお願い申しあげます。
　2015―2016年度のRI会長にはスリランカ出身の通称
「ラビ」、K.R.ラビンドラン氏が就任し国際協議会におい
て、テーマ「世界へのプレゼントになろう」を発表され、
世界へ発信されました。もう既に「ロータリーの友」３
月号に会長の経歴並びに国際協議会報告が掲載されてお
りますので皆様方はご承知かと思います。会長は私たち
ロータリーアンの人生の価値は「どれほど得たかではな
く、どれほど与えたかによって判断される。」と述べて
おられ、苦しんでいる人々に目を背けずに、その苦しみ
を和らげてあげましょうと述べておられます。
　普通はこれらの事を受けて地区方針を決める事になり
ますが、バイタリティー溢れる酒井彰ガバナーにあって
は国際協議会出発前に既に下記の様な地区方針を決めて
おられ頼もしい限りです。
　「基本理念」　　ロータリーの縁を活かそう
　「基本方針」　　１．友情と奉仕の再確認
　　　　　　　　２．スタンドからグランドへ
　「具体的内容」　１．年次計画書の充実
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　会員増強は、まず今現在いる会員の維持が大切である
と私は思います。この現会員が今後の会員増強につなが
る足掛りと思うからです。
　ガバナー月信で各クラブの出席率をみていますと
100％達成クラブが５クラブあり、他のクラブにおいて
はまだまだ余力があるようです。欠席の多い会員につい
ては、推薦者・会長・幹事・会員増強委員長等と連絡を
とりあって友人・知人とともに気軽な気持ちで例会に出
席してもらう事で出席率向上という良い方向に行くと思
います。
　クラブを楽しい場にすれば新入会員増強の活性化につ
ながります。新会員がロータリーに入会すれば会員増強
の仕事が終わるというものではないことを私は経験上
知っています。新しく入会した会員自身がロータリアン
であることを楽しみ、退会を考えなくなった時だと思っ
ています。入会した当初は緊張していて食事も喉を通ら
ない事があります。気持ちを和らげて新入会員に接して
いただく事が先輩会員の使命だとも思っています。クラ
ブを楽しい場にすることは会員増強において大切な事で
あります。
　入会する理由は人それぞれですが、早くロータリーを
楽しみの一つに思っていただく事も大切です。クラブや
地区で楽しみを見つけ、あらゆる奉仕活動を実行する事

で会員相互の親睦を深め、楽しみを皆で分かちあい仲間
を増やすのが会員増強ではないでしょうか。
　あるガバナーは「会員増強がロータリーの目的ではな
い、会員増強は活動を活性化する手段だ」と言われまし
た。私もそう思います。
　各クラブでクラブ活動の結果、賛同者が増えれば地域
性もあがりますが、まずは現会員が納得する活動があれ
ば退会防止に繋がり、現会員が友人知人を紹介しロータ
リークラブにと増強に繋がりが出て来ると思います。魅
力あるクラブの会員は企業人、組織人であり多くの奉仕
活動をしています。そのような組織で現在のような会員
数維持を出来ている事は、まさに「仲間」という意味の
方が強く感じられるのではないでしょうか。
　先輩会員は週一回の例会で皆と会うことが活性化に繋
がるとも言っています。ロータリアンが自信を持ってク
ラブ活動～奉仕活動をしていただく事が会員増強に繋が
ると思うのです。
　若手ロータリアンの皆様にロータリーの素晴らしさを
理解していただくためのセミナーの開催、若手同士のつ
ながりを深めるための活動は今後も必要と考えます。
　地区協議会では委員長として１年間の活動計画を発表
させていただきましたが、我が2800地区では各クラブで
長期計画を立て増強維持について考えることが大切だと
思います。RIでも３ヶ年計画で目標設定しています。各
クラブでは親子継承、地域の名士、活躍している若手の
企業人、女性会員、元会員の勧誘、周年事業等で会員増
強について一人一人が頭に入れていただければ会員増強
に繋がると考えます。

会員増強・新クラブ結成推進月間
会員増強について
� 会員増強委員長　今 井 　 潔

　　　　　　　２．ロータリーイメージ向上の活動
　　　　　　　３．活動する楽しみと喜びを体験し学ぶ
　これらのことについては、ペッツ並びに地区研修・協
議会でガバナーより分かりやすくご説明を頂きました。
従って各クラブにあっては、示された方針を年次計画書
に生かし、活気溢れる、魅力ある楽しいクラブになるよ
うこの一年間共に頑張りましょう。宜しくお願い致しま
す。

ご  挨  拶
第６ブロック 
髙　梨　正　章（高畠）

　酒井彰ガバナーより委嘱を受け、第６ブロックB地区
（米沢・高畠）のガバナー補佐を務めることになりました。

　ガバナーは、『ロータリーの縁を活かそう』を基本理
念とし、【友情と奉仕の再確認、スタンドからグランド
へ】を基本方針としました。
　委嘱を受けて以来、研修を重ねておりますが、この理
念と方針に至るプロセスは、ロータリークラブの今日的
課題を鋭く問うものであり、改めてロータリーの意義と
魅力を再確認できるものと確信しております。
　ガバナー補佐は、ガバナーとクラブに対する責務が数
ある中で、地区会合や各種セミナー、クラブ訪問などへ
の出席が重要責務であります。緊張することなく、居眠
りすることなく、楽しいことを探しながら務めて参りま
す。
　この一年間、酒井彰ガバナーを補佐する使命を果たす
ため、内藤文博地区幹事の情熱に寄り添い、皆様方と一
緒に活動を進めて参りたいと存じますので、どうかご指
導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

８月の特別月間の名称が「会員増強・拡大月間」から「会員増強・新クラブ結成推進月間」に変更になりました。（2015年１月RI理事会決定）
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クラブ管理運営委員会 
委員長　浜　田　　　敏（山　形）

　プログラム、親睦活動、出席、
規定審議、ニコニコ箱、友好クラ
ブなどを所管するクラブ管理運営委員会はクラブの
効果的な管理運営に関する活動を実践する委員会で
す。
　地区のクラブ管理運営委員会はロータリークラブ
を効果的に運営するにはどうすればよいかを考え、
各クラブに対して助言などを行う委員会です。
　ロータリーの目的は、要約して言えば、それぞれ
の会員の企業活動などの根本に奉仕理念をおいてそ
れを深化させ、そして実践することです。そして、
ロータリーの奉仕理念とは他人への思いやりの心、
助け合いの心、他人のお役に立つ行いをしようとす
る心です。
　クラブ運営はロータリーの目的と奉仕理念を実現
するように行われる必要があります。
　各クラブにおいては、その実情に応じて特に下記
の３点を工夫していただきたいと思います。
１． 会員が出席したいと思う魅力あるプログラムの

実施
２． 親睦委員会によるクラブの活動の活性化を図る

行事、活動の実施
３． 充実した例会の運営を通し、あるいはロータリ

アンの交流を通じて、会員が例会をロータリーの
目的、理念に沿って自己研鑽の場とすること。

 以上
……………………………………………………………

ロータリー情報小委員会
委員長　鈴　木　一　作（寒河江）

　地区の委員会の役割は、「ロー
タリーの目的を踏まえ、RI会長
の『テーマ』およびガバナーの『基本理念と方針』
の実行を旨とし、地区内クラブの発展につながる支
援活動を行うこと」です。当委員会は、それに留意
しながら、地区内ロータリアンに対するロータリー

情報の周知・理解に努めることが仕事です。
　特に今年度は、酒井ガバナーから受けた当委員会
への要請「①ポールハリスの人柄と考え、②ロータ
リー第１標語“Service Above Self”、③ロータリー
第２標語“One Profits Most Who Serves Best”、
④四つのテスト、⑤決議23-34の意義」の５つに加え、
⑥「奉仕」の意味、⑦「ロータリー」の意味、⑧「ロー
タリーの目的」の意味、⑨クラブ運営の基盤につい
て、クラブ奉仕グループセミナー、県内３ヵ所での
ロータリー情報セミナー、地区ホームページからの
情報発信、各クラブから派遣要請された例会スピー
チ等で、クラブ会員への周知・理解に努める所存で
す。合わせて、ロータリー情報委員同士の勉強会を
開催し、委員の誰もがロータリー情報に精通し、か
つ広報できるように努めます。
……………………………………………………………

クラブ25小委員会
委員長　髙　橋　正　洋

（米沢おしょうしな）

　組織体であるロータリークラブ
を多くの人から支持され、繁栄するものとして維持
してゆく為に、参考になると考えられる一つの例が
ある。1987年ベルナール アルノーが創設したルイ
ビトンLVMHは世界に冠たるファッションの大企
業だが、その機能の核は伝統に根ざした、コンパク
トな60余りの活性化したブランドの集合体である事。
その１つ１つのブランドの中で、それぞれが個性を
主張し対立と調和を繰り返しながら、進歩と革新を
生み出し組織の再生と成果の拡大を行っている。ベ
ルナールアルノーは「small is beautiful 」「むりや
り中央で管理しようとすれば、ブランドの創造性を
損なうだけでしょう。」と言っている。
　当小委員会は設定３年目で当初、規模の小さな20
～ 25名のクラブは何かと活動に支障をきたし活性
が損なわれるであろうからアドバイス、指導を行う
ために設けられたと聞き及んでいるが、過去の調査
によれば規模のあるクラブより活発濃密でコミニュ
ケーションが良く取れているケースも多いという結
果もある。地区50クラブの内、25名以下は42％、28，

大 小 委 員 会 委 員 長 挨 拶
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9名となれば半数を超える小クラブが2800地区の姿
である。小さくてもブランド化し、活力のあるクラ
ブこそが目指すべき姿であろう。その手法を皆さん
と共に考える１年としよう。
　今年度ガバナーの基本理念、ロータリーの縁を活
かし、メンバーとの友情に基き、自らが行動するプ
レイヤーとなって地区から個々のクラブへ助力出来
れば幸せである。
……………………………………………………………

職業奉仕委員会
委員長　梅　津　敏　光（酒　田）

　この度、職業奉仕委員長の大役
を仰せつかりました梅津と申しま
す。まだまだ未熟なものではありますが、今までの
３年間鈴木一作先生のもと職業奉仕委員としてご教
授頂きました事を、振り返り又新たに勉強しながら
職務を全うする覚悟でございます。
　今年の私の方針としては、どうもこの職業奉仕自
体がやけに難しく捉えられている節があると感じて
おります。確かにどこまでも掘り下げる事ができ、
全体像を考えると難しくなりがちですが、まずは
ロータリアン１人１人が理屈で難しく考えるだけで
はなく、意識の中にしっかりと刻みこみ日々の行動
の中で生かしていく事が職業奉仕の原点だと考えま
す。そこで、今年はとにかく簡潔に理解しやすい形
で職業奉仕を伝えていく事を大きな目標にしていく
事としております。
　セミナーを含めたロータリー活動だけが職業奉仕
ではなく、日々の活動実践こそが職業奉仕であり「私
は奉仕しています」（I serve）という職業人が集まっ
てのロータリーだという事を見直す一年にしていこ
うと考えておりますので皆様のご協力をお願い申し
上げます。
……………………………………………………………

ローターアクト小委員会
委員長　大　竹　一　晴（南陽東）

　今年度青少年奉仕委員会ロー
ターアクト小委員会委員長を拝命
致しました大竹一晴と申します。次年度委員長が決
定して以来、委員長の松野氏の卓話や会長幹事会、

年次総会とオブザーバーとして参加させていただき、
これから委員長としてどのようにロータアクトの皆
さんと接していけば良いか勉強中であります。先日
の年次大会での米沢市長の御挨拶の中に一つのヒン
トを見つけました。それは「君たちには残された時
間がまだまだある。」というものだったと思います。
年齢制限が確かにありますがロータリアンの我々と
比べると何倍もあると思います。最初はなかよしク
ラブでもいい、その中から若者独自の考えが芽生え、
アクターとしての役目を見出してくれたらいいので
はないかと思っています。そして彼らにこれからの
精神的なしっかりとした方向性を見つけてもらいた
いと思います。我々の役目は彼らの良き相談相手に
なり、自主性を尊重し、見守っていくことと考えて
おります。
……………………………………………………………

米山奨学委員会
委員長　大久保　章　宏（山形南）

　今年から３年間、地区米山奨学
委員会委員長を担当します。昨年
一年間米山奨学委員として、前松村委員長のご指導
を頂き米山について勉強を重ねて来ましたがまだま
だ不十分と思います。浅学菲才な私ですが、全力で
取り組んで行きたいと考えております。
　米山奨学委員会は如何に地区内のロータリアンに
米山を理解頂き、寄付をお願いし、奨学生を受け入
れ、ロータリークラブの活性化と国際交流の架け橋
になって頂きたい夢を持って活動しています。特に
最近、2800地区の寄付額が減少し、奨学生受入人数
が今年度は２名減となりました。２年前の寄付額に
より受入枠が決まります。今年皆様方より頂いた寄
付の結果は２年後に出ます。私は特に今年の活動は

「寄付増進」を掲げ、委員会全体で、ガバナーのご
援助、ガバナー補佐の皆様方にご協力を頂き全34地
区、下より３番目の位置を脱したいと考えています。
皆様方のご理解とご支援を心よりお願い申し上げま
す。是非米山の卓話、奨学生の卓話を通じて皆様方
のクラブに訪問させて頂きたいと思います。宜しく
お願いします。
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地区学友委員会
委員長　伊　藤　篤　市（大江）

　従来ロータリー財団委員会の中
にあったロータリー財団・学友小
委員会は、財団奨学生の派遣と財団学友会の支援を
行ってきました。しかし学友の定義が広範囲に広
がったことを受けて、本年度より地区学友委員会と
して独立した委員会になり、新たに活動することに
なりました。地区学友委員会の役割は主に４つあり
ます。
● 地区のほかの委員会（特に会員増強委員会、ロー

タリー財団委員会、新世代委員会）と協力して学
友の情報を集め、学友との協力の機会（講演、プ
ロジェクト参加、ロータリークラブ入会、財団へ
の寄付など）を探るほか、学友とクラブを結びつ
け、今後もロータリーの活動に参加してもらうよ
うにする。

● ロータリー会員に学友についての知識・理解を深
めてもらい、学友がロータリーとの関係を末永く
保てるようにする。

● 学友に自らの連絡先などを国際ロータリー（RI）
に連絡するよう奨励し、また地区のほかの委員長
とも協力してプログラム学友が必ずRIに報告さ
れるようにする。

● 学友行事と学友会を支援し、調整にあたる。
　以上の役割を推進するために、今年度はまず関係
の各委員会や各クラブとの協力のもと、拡大された
学友の情報の収集と整理を行う予定です。また各ク
ラブには学友との良好な関係を永く維持してもらう
ための啓蒙活動を行います。どうぞ１年間よろしく
お願いいたします。
……………………………………………………………

ロータリー財団
委員長　佐　藤　豊　彦（天　童）

　酒井ガバナー年度は、「友情と
奉仕の再確認、スタンドからグラ
ンドへ」の基本方針に沿って、ロータリー財団は、
地区補助金とグローバル補助金を、各クラブで大い
に活用して頂き、奉仕活動を通して、クラブの活性
化に寄与して頂ければと考えております。「未来の

夢計画」がスタートして、今年度で３年目に入りま
す。私も、今年が最後の年となりますので地区のロー
タリー財団委員会の見直しを図り、地区に合った組
織作りをと考えております。それと、後継者を作る
事が大事な役目と考えておりますので、ロータリー
財団に関心があれば、ぜひお申し出いただければと
考えております。今年が最終年度であります。酒井
年度の目標を達成していただき、私たちの最終年度
に花を添えて頂ければ幸せであります。
地区のロータリー財団の目標

（１）地区のロータリー財団目標は20万ドル
（２）一人当たり150ドル
（３） ０クラブは当地区は０です。地区の会員は、

11月までに50ドルを送金せねばなりません。
（４）ロータリーカード会員拡大を図ってください。
（５） 2018年の END POLIO NOW にも是非協力願

います。
……………………………………………………………

奉仕プロジェクト小委員会
委員長　和　田　　　實（米　沢）

　R財団「未来の夢計画」も酒井
年度で３年目となります。本年度
の地区補助金の配分は例年通り昨年度中に完了して
居り、R財団から地区に入金があり次第各クラブに
送金する（８月頃）予定です。本年度は換算レート
が＠￥118/$と円安のお陰で配分可能額が20％程増
額となり、各クラブの申請額に対しほぼ100％配分
することができました。各クラブの奉仕事業に充分
活用戴きたいと思います。
　各クラブに於かれましては、当該事業完了次第速
やかに決算報告書の提出をお願いしますが、領収書
は必ず本紙を添付戴く様お願いします。又、地区補
助金額に該当する領収書であること、多額の場合は
見積書等で補助金の使途が明確に判断出来る様にし
て下さい。領収書がコピーであったり、補助金の使
途が不明瞭な際は、再提出をお願いすることになり
ますのでご留意下さい。
　グローバル補助金に関しては、遺憾ながら具体的
な案件は本年度見当たりませんが、申請時期に制限
はありませんので、適宜当委員会にご相談戴きたい
と思います。
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地区大会のご案内

　酒井彰ガバナー年度もいよいよスタート、と思っておりましたらあっと
いう間に１ヶ月が過ぎようとしております。地区大会はまだ４ヶ月ほど先、
と思っておりましてもあっという間にその日が来るんでしょうね。
　今年度の地区大会は11月６日㈮、７日㈯米沢市内で開催致します。６日
の１日目は東京第一ホテル米沢、７日の２日目はグランドホクヨウ米沢を
会場として皆様のご参加をお待ち申し上げます。１日目はRI会長代理を囲
んで各会長、幹事さんの研修が主な日程となります。２日目は全ロータリ
アンが集う今年度最大の行事となります。
　記念講演は東北、北海道では初の施設であり、平成31年10月の診療開始
を目指しておられる、山形大学医学部の重粒子線がん治療施設設置準備室
長、国立がん研究センター名誉総長であられる医学博士嘉山孝正先生にお

願いしております。重粒子線がん治療は、病巣にピンポイントで照射することによってがん腫瘍
を死滅させる日本で開発された最先端の治療法であります。山形県を代表するこの重要なプロ
ジェクトをより詳細にお聞きしたいとの思いから多忙を極めておられる先生に、演題は「日本の
医療産業の現況と問題点」とお願いし、御快諾を頂いております。
　そして、我らが酒井彰ガバナーは「ロータリーの縁を活かそう」を基本理念とし、基本方針に
「友情と奉仕の再確認、スタンドからグランドへ」を掲げられ、ロータリー活動を楽しみながら、
行動しようと地区内全てのロータリークラブへの公式訪問中であります。地区大会も酒井彰ガバ
ナーの意思に沿えるように、厳粛な式典終了後は皆さんに充分楽しんで頂くことができますよう
準備いたしております。
　米沢上杉ロータリー
クラブ一同、厳しい予
算の中ではありますが、
米沢の味にこだわって
米沢らしい懇親会を計
画いたしておりますの
で、多くのロータリア
ンの皆様のご参加を心
からお待ち申し上げま
す。

※駐車場のご案内
11月６日㈮
　�東京第一ホテル米沢
の駐車場をご利用く
ださい。

11月７日㈯
　�グランドホクヨウも
しくは市役所の駐車
場をご利用ください。

会場ご案内図
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　７月４日㈯、米沢市ホテルサンルート米沢に於いて、2015-2016年度クラブ奉仕グループセミナーを
開催いたしました。多くの皆様に御出席いただきありがとうございます。

クラブ奉仕グループセミナー開催報告
米沢RC　鈴　木　政　昭

―――― 酒井ガバナー挨拶 ――――

　今回は、今井会員増強委員長の骨折りで関場慶博
PGをお迎えしての講演は、正に慈雨を得た思いで
一杯であります。関場さんは西アフリカでの医療活
動やRIでの研修リーダー、又はRI会長代理等各種
の役職をこなされた行動派のPGであり、いろいろ
教授頂けるものとして、大変楽しみにしております。

――― クラブ管理運営委員会 ―――

委員長　浜　田　　　敏
　ロータリーとは「自分を磨き、人を育て、時には
慈善活動を行う世界的な団体である」と位置づけら
れます。そんな意味で「会員が常に出席したいと思
う魅力あるプログラムを実行出来るクラブ作りに徹
して頂きたい」としています。

――――― 会員増強委員会 ―――――

委員長　今　井　　　潔
　会員増強は、今いる会員の維持がまず第一番であ
ること。そのとき、欠席の多い会員については、関
係者が関心を持って、例会出席を促す事が大切であ
ると同時に、例会の雰囲気作りも大切なことである
と思う。会員自身がクラブや地区で新しい楽しみを
見つけ、共に活動することが、仲間を増やすことに
繋がり、これが会員増強の原点であると思っている。
そんな意味で各位のご協力を頂きながら、増強委員
会として頑張っていきたい。
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ガバナーエレクト事務所 開設のお知らせ
　７月１日より、2015-2016年度長谷川憲治ガバナーエレクト事務所を下記のとおり開設いたしました。
　事務所は山形市内7RC事務局の隣室であり、山形駅から徒歩10分弱の便利な場所にあります。お近く
にお越しの際は是非お立ち寄りください。

記

〒990-0031 山形市十日町1-1-26　歌懸稲荷神社 社務所ビル２階（事務局員：佐藤なみ）
電話：023-666-6673　　FAX：023-666-6671　　E-mail：ri2800@yamagata-rc.jp

―――――― 特 別 講 演 ――――――

講師：第2830地区PG
　　　関場慶博氏（弘前アップルRC）
演題：「だからこそ、ロータリー、
� ―最高の人生を生きてる―」
　職業が医師である。1976年に福島県立医科大学を
卒業して、1978 ～ 1980年に西アフリカ、ガーナ国
で小児科医療専門家として医療活動に従事し、1983
年に帰国し、青森県藤崎町で開業。現在に至る。ロー
タリー歴は1988年に弘前RCに入会し、2000 ～ 2001
年RI2830地区ガバナーを務めた。後、連続して各
種の役職を担当してきた。
　ところで、ポール・ハリスは「クラブの基本は相
互協力と打ち解けた親睦という単純な構想が基本で
ある」と言っております。
　そして、他の会員との親睦交流、さまざまな活動
への参加をする、そしてロータリーが楽しくやりが
いがあるものとなり、仲間との共通のビジョンが持
てるようになれば、シメたものと考えられる。この
ように、入会者を会員同士が仕向けることが大切だ
と思う。これが結果として会員増強に繋がるのであ
る。

――――― R情報小委員会 ―――――

鈴　木　一　作
　まず始めに、我々は「ロータリー」という言葉を
どんな風に使っているのか検証したい。狭義のロー
タリークラブはそれぞれのクラブ１つ１つを指す名
称として使用している。また、ロータリアンその個

人をさす言葉としても使用している。国際ロータ
リー（RI）を指しているような言い方もある。
　以上の事柄を踏まえながら「ロータリー」の用語
の変遷の解説や「ロータリーの目的」の解説があった。

―――――― ま　と　め ――――――

① 関場PGの特別講演が目玉となって、266名のセミ
ナー参加があったことは多としたい。そして関場
PGが特別代表となって、新しく弘前アップルRC
を作って、エネルギッシュにロータリーをエン
ジョイしている様を垣間見て、その行動力には多
少驚いている。見習うべきかもしれないと思った。

② 講演の中で、「私は入会初めの頃は、実に面白
くない会合なものだ！ そのまま、随分永いこと
Sleepingしていた時があった。で、知り合いの
同業者が、『今、丁度近所に来たので廻ってみた。
出席しませんか？ 一緒に例会に行きましょう』
と誘われた。これが２度３度と続いたとき、ハテ？
サテ？と感ずるようになり、少しずつ例会で興味
が増して、そのまま続いています。というくだり
があった。今考えると危うく、危ないところだっ
たのかもしれない。これが実は退会防止の策だっ
た、と今にして思うところである。」と述べられ
ています。ここのところが退会防止の原点と思わ
れる、と感じた。しかし、その後RIの理事や特
別代表と、連続的に長期的に猛烈なる活動をして
いる、その行動力の凄さ。「何が、そんなに駆り
立てるのか」お聞きしたかった、と今にして思う。

③ 我がクラブからの出席者13人、断トツに多かった。
OK、OK。
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　ラビンドランRI会長が、ロータリー公共イメージコー
ディネーター（RPIC）に対して、2015-16年度の目標を
提示されました。我々も、それを実現すべくゾーン毎に

（日本は第１ゾーン・第２ゾーン・第３ゾーン）各地区
とコミュニケーションを十分にとって公共イメージの向
上に努力したいと思います。以下にその目標の概要を記
します。
＜目的＞
　RPICは、クラブと地区に対し、情報や広報、マーケティ
ングにおける高度な支援を提供し、さらに地区やクラブ
のロータリアンが地域の方々にロータリーのストーリー
を伝えるための研修を支援します。ロータリーのストー
リーを最も効果的に伝えるのは、クラブが実施している
ボランティア活動です。RPICの活動はその広報に重点
を置く必要があります。
＜RPICの優先事項＞
•地元メディアによる報道の推進
• ロータリーのビジュアルアイデンティティとボイスの
導入促進

•デジタル媒体やソーシャルメディアの活用推進
◆地元メディアによる報道の推進
以下の項目に関する個別の報道を実現する
○奉仕プロジェクト
○地元クラブによる恩恵を受けた人々や団体の紹介
○地元での行事／募金活動
○ポリオ撲滅又は６つの重点分野
○交流／ネットワークづくりの機会
◆ビジュアルアイデンティティとボイスの導入促進
○ ６割のクラブが、ウェブサイトやソーシャルメディア、
出版物（パンフ・推進資料等）において、ロータリー
のビジュアルアイデンティティとボイスを導入するよ
うにする。

○ 地区レベルで実際に導入しているクラブを紹介し、他
クラブを啓蒙する。
◆デジタル媒体やソーシャルメディアの活用推進
○ 「ボイス」とビジュアルアイデンティティのガイドを
活用し、ソーシャルメディア研修キットを配布し、そ
の活用を奨励する。

※ 上記のRPIC目標を実現するために、我々RPICは各地
区には様々な協力をお願いしてまいりますので、宜し
くお願い致します。

米山記念奨学会《今月のピックアップ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
学友から３人目のガバナーが誕生！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　第3520地区（台湾）の2015-16年度ガバナーは米山学
友の林華明さん（1984-86／東京世田谷RC／現：台北市東
門RC会員、ロータリーネーム：Venture）です。同地
区は135クラブ、5,800人以上の会員がいます。ガバナー
になった米山学友は林さんで３人目。林ガバナーから日
本のロータリアンへメッセージをいただきました。

「日本ロータリアンの皆様へ。台湾台北3520地区ガバナー
のベンチャー林です。どうぞよろしくお願いいたしま
す。1984-86年に慶應義塾大学大学院で勉強していた際
に、米山奨学金のお陰で、無事に卒業ができました。そ
の時の世話クラブは、東京世田谷RC、カウンセラーは
白山さんでした。今でも白山さんご家族とは常に連絡し
ています。日本のロータリアンの皆様に感謝致します。
米山奨学金から学んだ「施」と「受」の「善の循環」こ
そ、ロータリー精神と思います。今後とも皆様のご指導
をよろしくお願い致します」

そのほかの記事は、ぜひPDF版をご覧ください。→  http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight184_pdf.pdf

コーディネーターニュース� ８月号

2015-16年度 RPIC目標
第１ゾーンRPIC　渡辺　敏彦

　「ロータリー文庫」は日本ロータリー50周
年記念事業の一つとして1970年に創立され
た皆様の資料室です。
　ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資
料など、約２万４千点を収集・整備し皆様
のご利用に備えております。閲覧は勿論、
電話や書信によるご相談、文献・資料の出
版先のご紹介、絶版資料についてはコピー
サービスも承ります。また、一部資料はホー
ムページでPDFもご利用いただけます。
　クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料
目録」を備えてありますので、ご活用願います。
右に資料のご紹介を致します。

文庫通信 №335

ロータリー文庫：〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 黒龍芝公園ビル3階　TEL 03-3433-6456　FAX 03-3459-7506
　　　　　　　　開館／ 10：00 〜 17：00　休館／土・日・祝祭日　　　　　http://www.rotary-bunko.gr.jp

「貴重な古文献」
◎「YOKOHAMA」PAUL�P.�HARRIS　1935　11p（PEREGRINATIONS�volⅡ）
◎「今は昔」米山梅吉　1923　4p（提督ペルリ）
◎「八十五年前の日本」米山梅吉　1938　52p（看雲録）
◎「かたみの文－伊豆山寺の一夏」米山東一郎�米山梅吉編　1921　18p（東一郎）
◎「八十七日（米山梅吉歌集）」米山梅吉　1922　92p
◎「何故ニ�漢字ワ�ヨクナイカ」星野行則　1924　12p
　（國字問題－漢字ヨリノ解放）
◎「感謝観念」星野行則　1943　6p（私ノ心理生活）
◎「ガバナー告辞」星野行則　大阪R.C.　1952　6p
　（国際ロータリー第60区大会記録）
◎「ロータリー大會に際して（ラヂオを通じてロータリアンの講演放送）」
　村田省蔵　1934　8p（ロータリー第七十区第六年次大会記録）
◎「追憶談」下村海南　津島純平編纂　1950　6p（平生釟三郎追憶記）
� ［申込先：ロータリー文庫］
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安孫子文亮
河北ロータリークラブ
職業分類／建築設計
入 会 日／ 2015.7.6

志摩　茂樹
米沢中央ロータリークラブ
職業分類／保険代理店業
入 会 日／ 2015.7.10

樋渡　淳子
酒田東ロータリークラブ
職業分類／割烹
入 会 日／ 2015.6.25

齋藤　　仁
酒田東ロータリークラブ
職業分類／新聞発行
入 会 日／ 2015.6.4

伊藤　圭一
寒河江ロータリークラブ
職業分類／電子機器製造
入 会 日／ 2015.7.2

熊坂美樹子
米沢中央ロータリークラブ
職業分類／広告美術業
入 会 日／ 2015.7.10

吉宮　紀夫
酒田東ロータリークラブ
職業分類／ソフト開発
入 会 日／ 2015.7.2

遠藤　晃太
南陽ロータリークラブ
職業分類／旅館業
入 会 日／ 2015.7.1

平山　順一
米沢中央ロータリークラブ
職業分類／食料品製造業
入 会 日／ 2015.7.10

堀　　直之
酒田東ロータリークラブ
職業分類／タイヤ販売
入 会 日／ 2015.5.28

「ロータリーの友」よりお知らせ
　毎月配布されています月間「ロータリーの友」の９p～12pに掲載されている『シリーズ・わがまち･････そして
ロータリー◎◎県◎◎市』の連載記事があります。全国の都市やロータリークラブの活動を紹介しています。
　過日「ロータリーの友」の地区代表委員の会議において2800地区の寄稿が少ないとの事でした。二神編集長に掲
載を依頼したところ10月号に掲載していただける事になり、７月28日・29日・30日の３日間取材をして頂きました。
　皆様に是非ご覧頂きたい事と各クラブの記事の寄稿をお待ちしています。ロータリーの友の編集部又はガバナー
事務所の地区代表委員（中村隆志 米沢上杉RC）までお尋ねください。

入 会 日／1994.2.10
職業分類／眼科医
生年月日／S30.10.16
自 　 宅／〒991-0023　寒河江市丸内3-3-2
 TEL 0237-84-2980
 E-mail ssss0139@sea.plala.or.jp
勤 務 先／鈴木眼科 院長
 〒991-0021　寒河江市中央1-13-35
 TEL 0237-86-6900　FAX 0237-86-6901

鈴　木　一　作 �寒河江ロータリークラブ

ガバナーノミニー

新 入 会 員 紹 介

加藤　　進
酒田ロータリークラブ
職業分類／プラントメンテナンス
入 会 日／ 2015.7

茂木　英一
酒田ロータリークラブ
職業分類／茶販売
入 会 日／ 2015.7



2015-2016年度ガバナー　酒 井 　 彰国際ロータリー第2800地区
ガバナー事務所　〒992-0039 米沢市門東町3-3-1 米沢共立ビル3F
 TEL 0238-40-8913　FAX 0238-40-8914　E-mail：ri2800sa@ms5.omn.ne.jp

表紙・裏表紙写真

日 曜日 　　　　　主要行事� 公式訪問　
8/１ 土
２ 日 第１回ローターアクト会長・幹事会
３ 月
４ 火 ガバナー公式訪問 【余　目】
５ 水 ガバナー公式訪問 【天童東】
６ 木 ガバナー公式訪問 【酒田東】
７ 金 ガバナー公式訪問 【酒田中央】
８ 土 ◦インターアクト地区外研修
９ 日
10 月
11 火
12 水
13 木 ◦ガバナー事務所お盆休み
14 金
15 土
16 日
17 月

ガバナー公式訪問 【中　山】
18 火
19 水 ガバナー公式訪問 【村山ローズ】
20 木 ガバナー公式訪問 【新庄あじさい】
21 金 ガバナー公式訪問 【山形東】
22 土 米山奨学会セミナー

日 曜日 　　　　　主要行事� 公式訪問　
23 日
24 月
25 火 ガバナー公式訪問 【山形南】
26 水 ガバナー公式訪問 【西川月山】
27 木 ガバナー公式訪問 【立　川】
28 金
29 土 第１回諮問委員会
30 日
31 月 ガバナー公式訪問 【河　北】

9/１ 火 ガバナー公式訪問 【村　山】
２ 水 ◦GETS（東京）
３ 木

ガバナー公式訪問 【尾花沢】

４ 金 ガバナー公式訪問 【天　童】
第13回日韓親善会議

５ 土
６ 日
７ 月 ガバナー公式訪問 【東根中央】
８ 火 ガバナー公式訪問 【山　辺】
９ 水 ガバナー公式訪問 【上　山】
10 木 ガバナー公式訪問 【寒河江】

第４ブロックG歓迎会

8月の地区スケジュール

　明治９年、上杉謙信公、上杉鷹山公を祭神として、米沢
城本丸跡に建立されました。
　明治35年に別格官幣社に指定され、祭神は謙信公のみ
となり、鷹山公は摂社に祀られ松岬神社となりました。
　大正８年に起こった米沢大火で類焼、ほとんどの建物が
焼け落ちました。その後国からの援助金や米沢市民の労働
奉仕などにより、大正12年、現在の神社が完成。神社内
には、上杉神社の宝物殿である稽照殿があります。設計は
米沢出身で、神社建築の第一人者伊東忠太博士です。
　上杉神社は今でも米沢市民の心の支えとなっており、初
詣やお宮参り、結婚式や安全祈願など、四季を問わず多く
の市民が訪れています。
　裏表紙の写真は、境内にある上杉景勝公と直江兼続公の
銅像です。

上杉神社


