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　2016年（平成28年）申年、新しい年の幕開けです。
　2800地区ロータリークラブの会員の皆々様、新年明
けましておめでとうございます。皆様におかれましては、
良い年をお迎えの事と心よりお喜び申し上げます。
　昨年６月不安と緊張でたどたどしく出航しました、ガ
バナー酒井丸でしたが、初めての寄港します50の島の
公式訪問でも大歓迎を受け、それに地区大会という最
大の荒海の難所も無事通り抜けまして、これから残さ
れました半年は、穏やかな波静かな航海と安堵してま
す。つきましては多くの会員、関係者の皆様の友情に
心から感謝しております。
　さて、昨年のガバナーをやらせて頂き私自身色々な
事を学ばさせて頂きました。特に奉仕の理想の原点は
何だろうと思いました。アーサーフレデリックシェルド
ンの言った奉仕の理念 “He profits most who serves 
best”（最も奉仕する者は最も多く報われる）、このサー
ビス精神を人はいつ頃から持ち続けていたのだろうと
考えました。論語の中で孔子は、人生で一番大切な
事 は何 で す か？と問われた時に「 其れ 恕（ じょ）
か、、、、、、」それは人に対する思いやりですと明確に答
えているのです。そうなんです、不思議ですね奉仕の
理念と同じなんですね。紀元前551年に産まれた孔子
がもう諭していたのです。しかも、荒れた春秋戦国の
時代でも多くの人々が共感していたのです。
　じゃ、最も遡ってそれより前の類人猿、猿人、原人、
新人と進化していった時、思いやりはあったんだろう
か？　そんなことを考えている時に、「NHKスペシャル、
ヒューマン、何故人間になれたか」の番組を思い出し、
オンデマンドで４回のシリーズをメモ取りながら何度も
観ました。最初、ある実験でチンパンジーと人、大き
な違いの一つに猿は人間と違い自ら進んで協力しない
事を証明しておりました。20万年前出現した我らのご
先祖様ホモサピエンスは食料獲得が最大課題。困難
の中で僅かに手に入れた食料でも決して独り占めせず
分かち合っておりました。その要因は、熱帯雨林のア
フリカで大地溝帯が起こり環境の大変化で大地が乾
燥し人間は二足歩行せざるをえなくなった頃から、女
性の胎盤がどんどん小さくなり未熟児のままで子供を
産む事になりました。その、未熟児で子供を産み育て
る事が全ての原点の様なんです。つまり、母１人では
赤ちゃんを育てるのが甚だ困難で単に父だけでなく家

族や血族で子育てを始めたのです。ちょっとわかりにく
い面倒な話ですが、人間含めて全ての動物はDNAつ
まり遺伝子によって操られています。遺伝子にとりまし
て肉体は車の様な単なる乗り物でして、衰えて（車で
はセコハン）動かなくなる前、次に乗り換えて行くので
す（命を繋ぐ）。しかもその遺伝子がセルフィッシュ（利
己的）で自分が生き残る事しか考えない。その遺伝子
に操られた肉体がやる事は３つだけでして、食物を探
し求め食べる事、食べられない様に逃げる事、そして
いかに多くの遺伝子を残すかという事だけなのです。
そこで人間の利己的遺伝子は自分の遺伝子を効率的
に残す為に、家族、親族一同に集まり協力体制を組む
選択をしたのです。
　６万年前にスマトラ沖で大噴火があり、火山灰が空
を覆い平均気温が12度も下がり、植物が育たなくなり、
動物が激減した時に、人は生き残る為に協力し合いま
した。ヤジリが急激にアフリカに広まったのもこの時
期であります（当時の人口は２万人と推測）。そしてや
がて地球は温暖化になり、５万年前からグレートジャー
ニー、人類が世界中に食料を求めて移動始めました。
同じ類人猿でも熱帯雨林で生息するチンパンジーは４
年に一度、ゴリラは５年に一度、オランウータンにお
いては７年に一度しか発情しません。人間は未熟児で
産んで毎年でも出産可能なのです。食料さえあれば数
がどんどん増える宿命なのです。ある人類はヨーロッ
パに渡り、ある人類はアジアに、又少数のアジア人が
アラスカ（昔は陸続き）でエスキモー、南下してインディ
アン、メキシコの北米、さらに南下してナスカやインカ
文明等の南米に渡りました。オーストラリアに渡った人
類がアボリジニーなんです。数多くの大型哺乳類をたっ
た１万年で食べ尽くしたと言われています。そして１万
2000年程前から農耕を始めて家畜を飼い始め、４千
年程前からお金を使う様になって、仕事は分業化・多
様化が進むと同時に貧富の差が出て食料や富を求めて
争いつい利己的に走る様になりました。
　皆さんご存知の快感や多幸感を得る脳内ホルモンの
ドーパミン、そのドーパミン発生の実験をしました。２
人の人間がクジ引く要領でピンポン玉を引きます。ピン
ポン球にはリッチとプアーと書いてあり、リッチに80ド
ル、プアーに30ドル渡します。ここからが実験の始ま
りです。主催者が50ドル持って、最初にリッチの人に
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　新年あけましておめでとうございます。酒井年度も早半年を過ぎ、「世界へのプレ
ゼントになろう」とのRIテーマのもと、酒井ガバナーのご指導により、各クラブにお
いて様々な実践や討議がなされてきていることと思われます。また、各地区委員会
においても同様に、セミナーの開催や各種プログラムの実施にと、創意工夫をもって
取り組んでいただいているようです。地区大会が終わり、一部ホッとされているとこ
ろもあろうかと思われますが、さまざまなイベントが一段落した年度の後半こそが、
内部充実を図る絶好の機会と言えると思います。皆さま方におかれては、本年度が
実りある１年であったと振り返られるよう、今こそ、それぞれの力を発揮いただき、ロー
タリークラブの発展と充実に寄与されますよう、心から祈念致すところです。

　あけましておめでとうございま
す。酒井彰ガバナーの任期も残す
ところ半年となりました。ご苦労
様です。これからは次期ガバナー
の準備活動への助言と今年度の活
動が各クラブ会員に認承されてい
るかを再確認され、2800地区の
ロータリー活動が活発に事業推行
されることを期待致します。

　今年は申年、今迄の悪い処を取り去り、改
善する年に支度いものと思う。先ず第一に、
国際ロータリーも地区も節約を考える時期が
到来していると思う。第二は、ロータリーは
自分の品性の向上を図る人生道場であるとい
うこと。手順は、親睦と奉仕である。思いや
りの心と寛容の心でロータリアン同志付き合
い、自らの人格と見識を高める。奉仕では、
職業を天職と考え、神に感謝し、誠心人に社
会の為に尽くす事である。俗に「あてにされる
人」「頼りになる人」を目指し、人の為に奉仕
して決して恩にきせない事です。第三は、地
区に「青少年育成基金」を創設し、地区の青
少年を育成しましょう。これからの地区として
一番大切なことと考えます。今年こそ「温故
知新」で進みましょう。

　明けましておめでとう御座います。「世界へ
のプレゼントになろう」昨年は海外でのテロ
事件や内戦など痛ましい事件が相次ぎました。
一日も早く穏やかな生活が出来る平和な社会
を願っております。日本ではノーベル賞の受
賞者が二人おり、大村先生は人のためにと研
究され、世界にとプレゼントされました。大
変素晴らしいことです。我がクラブは少人数
ではありますが、各委員会の役割を充分に果
たし会員同士の強い絆と信頼で、相互に尊敬
し合って活動しています。今年も元気に、奉
仕活動や会員増強に頑張ります。

　数年前、RIの指導に「戦略計画」が提唱され、優先
目標に「クラブのサポートと強化」があります。中身
は５項目に亘っており、それが意図するものは何なのか、
最近になって見えてきたような気がします。ロータ
リーは、社会のニーズに対応し変化するのは当然のこ
とですが、中核にあるクラブ活動を通じての「奉仕の理
念の形成」が形骸化にあることは気がかりです。新年
を迎え、ロータリーの価値を一層高め、皆様の人生が
豊かなものに成ることを心からご祈念申し上げます。

　皆様新年明けましておめでとうござい
ます。さてロータリーの世界で私どもが
使っている奉仕という言葉の英語の語源
はサービスでありヴォランティアではござ
いません。ではなぜサーブの名詞サービ
スを使うのでしょうか。それはロータリー
でいう全ての奉仕は、奉仕をすることに
よって他人を潤すこと以上に、自分自身
を磨き、高めるために欠くべからざる大
事な修練の行だと考えるからであります。
それはノーブレス・オブリュージュ、選ば
れし職業人と専門職務者が仲間と社会に
なすべく大事な責務だと考えるのであり
ます。ロータリーが I serve にこだわる
理由はここにありこれこそロータリーの
原点であろうと思います。

　新年あけましておめでとうございます。
　「世界へのプレゼントになろう」RIテー
マのもと、酒井ガバナーは、公式訪問を
通して「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50クラブの会員に積極的に、ご
自身の考え方を入れながら、分かりやす
く、丁寧にお話しいただき、酒井ガバナー
の所期の目的が達成されることは間違い
ないと思います。
　2800地区・50クラブの隆盛・発展を
ご祈念し新年のあいさつといたします。

50ドルを渡しリッチが130ドルとしプアーはそのまま30
ドルの場合のドーパミン発生と、次にプアーの人に50
ドル渡しリッチもプアーもお互い同じ80ドルになった場
合のドーパミン発生比べましたら、リッチのドーパミン
が平等に80ドルにした方が５倍も多く発生する結果に
なったのです。お互い協力し合い平等に分け合う方が
利己的遺伝子（セルフィッシュジーン）は確かに幸せ
を多く感じ取る事になるのです。

　つまり、フレデリックシェルドンの奉仕の理想も孔子
の思いやりの恕の原点は、長い人類の進化の中の生き
残りをかけた利己的遺伝子に存在したのでは無いで
しょうか。
　取り留めもない自分の考えを長 と々書いてしまいまし
た。今年68歳になる年寄りの冷や水と思い読んで頂け
れば幸いです。残り半年無事ガバナー丸が帰還できま
す様ご支援よろしくお願い致します。

直前ガバナー
池 田 德 博

（鶴岡西）

パストガバナー
遠 藤 栄次郎

（山形西）

パストガバナー
渡 部 保太郎

（長　井）

パストガバナー
伊 藤 巳規男

（大　江）

パストガバナー
安孫子 貞 夫

（寒河江）

パストガバナー
藤 川 享 胤

（鶴　岡）

パストガバナー
野々村 政 昭

（山　形）

謹賀新年
ごあいさつ
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　新年明けましておめでとうござ
います。昨今のロータリーは「ロー
タリー哲学の忘却」と云われて久
しくなりますが、ロータリーの哲
学は不変であります。ロータリー
の哲学を常に念頭にロータリアン
らしくありたいと、年頭にあたり
気を引き締めています。よい年で
ありますようお祈り致します。

　新年明けましておめでとうござい
ます。今年の私の初夢は、地区内の
一人でも多くのロータリアンの方に、
自信と誇りを持って「私はロータリア
ンです。ロータリーはこんな意義あ
る活動をしています」と言って頂け、
胸を張って「だから貴方もロータリー
に入りませんか？」と勧誘して頂ける
地区になる事です。そんな夢の実現
に向かって努力していきたいと思い
ますので、宜しくご支援・ご協力を
お願い申し上げます。

　平成28年の新春を寿ぎ、心よりお慶び申し上げま
す。本年がロータリー活動の明るい一年となること
に期待いたします。私事ながら、昨年12月に2017
〜2019年度の国際ロータリー理事ノミニーのご指
名を頂きました。第2800地区で初めての国際ロータ
リー理事ではありますが、もとより浅学非才の身で
あり、皆様には多大なご負担をおかけするかもしれ
ません。日本並びにRI第2800地区のロータリー発
展のために誠心誠意務めさせていただきます。

　新年のお慶びを申し上げます。
　ガバナーノミニーを拝命して以来、あらためて
ロータリーを学び直しています。興味深いことに、
J.P.ウオルシュの「THE FIRST ROTARIAN」を読
むと、P.P.ハリスは決して哲人と呼ばれるような人
物ではなく、むしろ少年のような穢れ無い心を持っ
た敬愛すべき紳士であったことを思い知ります。実
際、真のロータリアンは、彼に相通じる心を持っ
ている人ばかりです。
　この一年、さらなる修業・修養に努めてまいり
ますので、皆様からの叱咤激励をお願い致します。

「春風を以て人に接し、秋霜以て自ら粛む」

パストガバナー
豊 田 義 一

（山形西）

ガバナーエレクト
長谷川 憲 治

（山　形）

パストガバナー
石 黒 慶 一

（鶴岡西）

ガバナーノミニー
鈴 木 一 作

（寒河江）

　新年明けましておめでとう御座
います。皆様には、健やかに新春
をお迎えのこととお慶びを申し上
げます。今年は、「健康第一」で
元気な年になります様にお祈り致
します。「ロータリー・品質」と

「ロータリー・プライド」を皆さ
んと一緒に育んで行きたい一年に
したいと思います。

　あけましてお目出とうございます。
　今年も皆様にとり良いロータリー年度でありますよ
うに。
　見えないところに細心の注意を払うのがプロとア
マの境界線｡ ロータリーはプロの集団です。効率性
や合理性が幅をきかす時代、職人の心意気を忘れず
奉仕しましょう｡「当たり前の事を当たり前にこなす。
平凡を続けられるのは非凡の証である」といいます。
　今年も良い年でありますように。

パストガバナー
佐 藤 豊 彦

（天　童）

パストガバナー
細 谷 伸 夫

（山形西）

　新年あけましておめでとうございます。今年もまた
相互に良い年でありますようご祈念申し上げます。
　ロータリー年度2015-2016年、各クラブ・会員の皆
様には事業活動の最終章の締めくくりに向け多忙な
日々を過ごされていることと思います。
　さて、ポール・ハリスがロータリーを設立して111年
目を迎えます。そして今、私共は世界の平和を実現す
るという大きな目標を定め、そのための実践プログラ
ムを持ち、諸処の社会活動の指針としています。
　今日の社会状況を観るに極めて不安定な様相を呈し
ています。多様な価値観、そして、競争のせいである
ことは理解できますが、もう一つ忍耐共生という想い
の欠落した社会の様に思われます。
　新年を迎えて、改めてロータリー活動の理念に想い
を馳せ活動をしていきたいと考えています。重ねて、会
員皆様とクラブの更なる活躍と発展をご祈念申し上げ、
新年のあいさつといたします。

　あけましておめでとうござい
ます。修身斉家治国平天下。中
国の古くからある言葉です。ま
ず自分のするべきことをして、
周囲に拡大し国内を治め、天下
を安んじる。ロータリーの四つ
のテストも、まず正しいことをし
ているか、家族を含め自分の周
囲の人に（ to all concerned ）
えこひいきなどをしていないか、
これが根本です。現代は世俗を
離れて自分だけ静かに生きるな
どは不可能です。周りの人達と
共に住み易い社会を作りましょ
う。

パストガバナー
大 友 恒 則

（米沢中央）

パストガバナー
武 田 和 夫

（山形南）

　あけましておめでとうございます。
　新しい年を迎え改めて、ロータリーの発展の為に
微力ながら力を尽くしていかなければと考えておりま
す。ロータリーの発展の為には、まず基本は各クラ
ブが充実発展する事で、その為に地区としてどのよ
うなお手伝いが出来るかです。
　ロータリーの目的であります『奉仕の理念』や、
それに基づくところの職業奉仕の考え方を学ぶ事が
まず先決と考えます。そしてロータリー財団や米山
奨学会、クラブ運営の為のクラブ奉仕をしっかり学
ぶ事が大事であります。一つ一つやれる事をしっかり
やっていきたいと思います。
　今年も宜しくお願いいたします。

　あけましておめでとうございま
す。「私たちロータリアンの創始者
であるポールハリスが私どもに与
えた「永遠の原理」のゆえに、数
え切れないくらい多くのことを
ロータリーの世界がなしえた恩恵
を皆様から学ばせていただくこと
であります」ビチャイ・ラタクル元
RI会長講演の一部です。この心を
考え感動しつつも、理解し行動す
ることの難しさを感じつつ、「永遠
の原理」の重量に押しつぶされな
いような一年にしたいものです。

パストガバナー
和 田　 廣

（南陽東）

パストガバナー
新 関 彌一郎

（天童東）
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職業奉仕月間について特別月間

職業分類とお金
ガバナー　酒　井　　　彰

　当然ですが、職業とお金は切っても切れ無い関

係にあります。一般的には仕事の対価にお金を頂

きます。じゃ何時ごろからどうしてその様なシス

テムになったのでしょう。

　TVでカメルーンに住むバカ族の放送がありま

した。車で３日間もかかる密林に住む狩猟採取民

族で、25人が自給自足で生活しています。主食は

狩り、獲物は仕留めてきた人が平等に分ける。分

けてもらった人は当然の様な顔をしてお礼も言わ

ない。でも貯蔵も出来ない不安定な生活、お金が

出来る以前は何でも平等、威張ると批判を受ける

ので横並び、昔の人間はそんな暮らしをしていた

様です。

　今内戦で揉めているシリアで、１万年程前は農

耕生活、4000年前に最古といわれる都市が形成さ

れました。最初は物々交換していた様ですが、必

ずしも欲しいものと交換できるとは限らない。そ

れで小さな鉢に麦を入れてお金代わりにしていた

様です。膨大な茶碗の様な鉢が沢山出土している

のでそう推測しました。交換は信頼の証で人間し

か出来ません。3200年前、120の職業の記録が在

りました。それぞれ得意の分野を磨き交換する。

例えば農機具を専門に作り、改良に改良を重ねる。

そんな事をしているうち生産性は３倍にもなり、

人口は急カーブで増え、都市が次々誕生しました。

横並びの生活は終焉をむかえたのです。

　最初のコインはギリシャのアテネで造られまし

た。世界各地から商品が集まり、見知らぬ相手で

も売り買いできる、この事は心にも影響を及ぼし

ます。不安なその日暮らしから、未来が見える蓄

積安定した心になり、哲学、民主主義、演劇、広

大な市場等次々出来ます。お金は個人になり、集

団から解放され、自分の才覚で富を蓄える事が出

来る。ただ、反面貧富の差を産み、欲望と不安の

渦巻く格差社会の始まりでもあります。経済的弱

肉強食、時には戦い、奪い合い、底辺には多くの

奴隷が作られました。確かに横並びは発展しませ

んが、発展すれば格差が生まれるのです。

　さて、ロータリーを始めたのはポールハリスで

すが、ロータリーの基礎サービスを据えたのは皆

さんご存知のアーサーフレトリックシェルドンで、

永久的な顧客を得る道、繁栄の道を単純明快に幸

福の三角形で表しました。左辺は愛と友情、右辺

は良心、そして底辺はお金です。ハーバードテイ

ラーは行動基準として四つのテストを提唱しまし

た。

　確かにロータリアンとしては心の根幹・支えに

はなりますが、発展すれば格差が生まれるとの老

婆心を持つのは私が年を重ねたせいでしょうか。

世界は激しい経済戦争の中、2050年には人口95億

人になると予測しています。貧富の差が進むと同

時に、環境破壊、食料不足、燃料不足等課題が山

積。どうなるかわからないですが、今まで人間は

なんとか乗り越えてきたのですから何とかすると

思いたいものです。
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　2015－2016年度から職業奉仕月間が１月となり
ました。今年度もスタートしてから早半期が過ぎ、
後半の半期のスタートが職業奉仕月間であります。
是非この機会に、今一度、ロータリー活動の根幹
とも言われております職業奉仕を振り返って頂き、
充実した後期にして頂けたらと存じます。
　さて、年度当初から、今年度の2800地区職業奉
仕委員としてはより分かりやすく、身近な職業奉
仕を学ぼうという事をテーマに活動しております。
　その第１弾として、職業奉仕・情報小委員会合
同フォーラムを、職業奉仕月間を前に各地域３ヶ
所において開催致しました。９月には第１・２ブ
ロックで、11月には第３・４ブロックで、12月に
は第５・６ブロックで行い、その地域の各クラブ
の会長・幹事はもとより、職業奉仕委員長及び委
員、情報委員会委員長及び委員の方々よりお集ま
り頂きまして開催しております。この１月の職業
奉仕月間に、このフォーラムで得た内容を、各ク
ラブへと情報を提供して頂ければと存じます。
　第２弾は、職業奉仕について、各クラブにおい
て会長、もしくは職業奉仕委員が卓話出来るため
の材料の提供です。これに関しては、既に地区よ
りお知らせも届いているとは思いますが、パワー
ポイントで作った資料を提供しております。
　まず入手方法ですが、各クラブの事務局より地
区事務局へ「職業奉仕について」のパワーポイン
ト希望という事で、Eメールを送って下さい。そ
のEメールへパワーポイントを添付して返信致し
ます。尚、パワーポイントは2007を使っておりま
すので、それよりも古いバージョンをお使いのク
ラブはご一報頂ければ対応させて頂きます。この
パワーポイントは、いかに簡単に卓話出来るかを
テーマに作ったつもりです。使い方としては、パ
ワーポイントを立ちあげたらスライドショーにし
て下さい。その後クリックしていくと、順番に文
字が出てきますので、基本的にはこの文字を読ん

で頂ければ良いと思います。何回か同じ項目で「顧
客に満足を与える経営」が出てきます。これは具
体的に何をしたら良いのかというとても大切な所
ですので、強調する意味で何回かスライドに挟み
込んであります。もちろん、このスライドショー
に出てくる内容以外でも、更に解説を付け加えた
り、他に話したい事などを付け加えて下されば更
に講話内容が膨らむと思いますので、どんどん
やって頂ければと思います。もう１点は、パワー
ポイントの中をご覧頂ければ分かりますが、大き
な項目で３項目に分かれております。紫色のペー
ジになっていますのですぐにお分かりになると思
います。第１項目が「職業奉仕の考え方」、第２
項目が「ロータリーの目的　意味」、第３項目が 

「職業奉仕という言葉の語法的解釈」となってお
ります。基本的には第１項目を重点的に話して下
されば、あとは卓話時間によって調整して頂けれ
ばよいと思います。概ねの卓話時間ですが、第１
項目の「職業奉仕の考え方」が15分～ 20分、第
２項目の「ロータリーの目的　意味」が５分～
10分、第３項目の「職業奉仕という言葉の語法的
解釈」がやはり５分～ 10分となっております。
一度、卓話なされる方がご自身のペースで時間を
図って頂き、卓話なされる内容を調整頂ければと
存じます。
　この様に是非このツールもご活用頂きながら、
各クラブで活発に職業奉仕を語って頂きたいと思
います。もう１点重要なのは、ロータリアン各自
がどのように職業奉仕を形にして実践なさってい
るかの発表をして頂ければ良いと思います。各々
ロータリアンの日々の実践を耳にする事で、多く
の気づきを得る事が出来ると思いますし、それを
ご自身のものにしていけば更に立派な職業人とし
て、ロータリアンの本質に迫るものでしょう。
　「入りて学び。出でて奉仕せよ」この職業奉仕
月間を活用し、さらなる発展を祈念するものです。

職業奉仕月間について思う事
職業奉仕委員長
梅　津　敏　光（酒　田）
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　杉谷卓紀国際ロータリー理事
の招集の元、平成27年12月１日
から12月４日までの日程で今年
度のロータリー研究会がホテル
グランパシフィック LE DAIBA
でK.R.ラビンドランRI会長のご
出席の元に開催された。RI2800
地区からは、酒井彰ガバナー以
下、藤川享胤、野々村政昭、武

田和夫、佐藤豊彦、新関彌一郎、池田德博と小生の
各パストガバナー、そして長谷川憲治ガバナーエレ
クト、鈴木一作ガバナーノミニーが出席した。
　ロータリー研究会とは、情報提供の場であり、国
際ロータリー、ロータリー財団等の現状報告や意見
交換がその目的である。また、本会議に先立ち付随
事業として、ロータリー財団地域セミナー、メジャー
ドナー午餐会、ガバナー会、GETS、R日本財団評
議員会そして来年４月には規定審議会が開催される
のでその研修が行われた。
　小生が出席した12月２日の規定審議会代表議員研
修会では、来年４月10日から15日までシカゴで開催
される2016年規定審議会における制定案・決議案へ
の対応について世話人（三木明PG：D2680、野口清
PG：D2740、小船井修一PG：D2500、曽我隆一PG：
D2840）から指導を受け代表議員間で意見交換が行
われた。池田ガバナー年度の地区大会で決議された

「財団奨学生制度の復活」に関する決議案は、岐阜
RC（RI2630）との折衷案として規定審議会で採用
された。地区大会で決議された決議案が規定審議会
の議題に採用されたことは喜ばしい。

　本会議では、財団補助金の実践報告、ポリオプラ
ス最新情報、未来への懸け橋となる青少年の育成、
そして３地区（大阪、名古屋、東京）のロータリー
PR事業の実践報告が主要テーマであった。特に、
財団補助金の効果的な活用のため、使い勝手を考え
て地区補助金、グローバル補助金への的確な検討と
対応が会員の浄財を集めた財団寄付金を有効に活用
するためにも当地区では今後の課題になるのではな
いかと感じた。また、米山学友５名によるロータリー
に感謝する「心に残るロータリー体験」と題するス
ピーチには感銘を受けた。米山奨学金制度は日本の
ロータリーの宝であり、未来に向けて育ててゆかな
ければならないと感じた次第である。身近にできる
貢献の一つとして地区内全てのロータリアンに米山
奨学会への関心を高める努力が必要と痛感した。今
こそ、充実したロータリー奉仕活動のためには、
Donation（寄付）からContribution（貢献）への意
識改革が求められていると思われる。
　なお、私事になるが、12月１日付で2017～2019年
度国際ロータリー理事の指名を受け研究会の席上で
紹介を頂いた。浅学非才の身としては身に余る光栄
であると共にその職責の重大さに身の引き締まる思
いである。国際ロータリー第2800地区の名誉を汚さ
ないようにその職責を務め上げたい所存であり、当
地区の皆様には格段のご理解・ご支援をお願いする
次第である。なお、小生が招集者となる2017年の第
46回ロータリー研究会は、11月19日から22日まで本
年同様ホテルグランパシフィック LE DAIBAで開
催する予定である。

第44回 ロータリー研究会に参加して

パストガバナー
石  黒  慶  一

（鶴岡西）

2016-2017年度　ガバナー・ノミニー推薦の件
　国際ロータリー細則第13.020.4頁により、2018-2019年度ガバナーに就任する2016-2017年度ガバナー・
ノミニー候補者の推薦を希望するロータリークラブは、2016年２月29日までに地区ガバナー指名会宛（国
際ロータリー第2800地区ガバナー事務所気付）に文書を以ってご推薦下さい。推薦する場合には、候補
者を推薦することをクラブ例会で決議した後に、クラブ幹事がその決議を証明する形で推薦書を提出し
てください。
　なお、ガバナー指名委員会がその採択をするにあたっては、その採択の範囲は地区内クラブによって
提案された指名に限定されるものではありません。（国際ロータリー細則第13.020.5頁）ガバナー・ノミ
ニーの資格条件は、国際ロータリー細則第15.070頁を参照ください。
　ご推薦のない場合は、指名委員会で決定された方がガバナー・ノミニーになります。
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　季節風との戦いの時期にもか
かわらず早々に、12月５日㈯、
強い風雨の中、第２ブロック 

“インターシティミーティング”
が東京第一ホテルにおいて開催
されました。
　開催にあたり、酒井彰ガバ

ナーをお迎えし、実行委員長に池田德博直前ガバ
ナー・IMリーダーに藤川享胤PG・基調講演に石黒
慶一PGと大変心強いご指導陣のもとに、第２ブロッ
ク６クラブのロータリアンの大勢の皆様のご参加に
より、ここに盛大な開催を見ました。
　酒井ガバナーには第2800地区県内50クラブの公式
訪問を全て終えられて尚お疲れも見せず、本日の第
２ブロックIMの開催にご臨席いただきましたこと
に敬意を表し、心より感謝申し上げます。
　今年度は、RI会長のテーマ『世界へのプレゼン
トになろう』、酒井ガバナーの基本理念「友情と奉
仕の再確認、スタンドからグランドへ」とのもとに
活動をしつつ友情を深めてまいったわけです。
　今年は補佐として第２ブロック６クラブを何度か
訪問させていただきましたが、ロータリアンの減少
という問題が随所で聞かれました。
このことは国家的課題でもあり、
私達ロータリアンのなすべきこと
の一つとしては、ロータリーを正
しく理解し次に伝えて行く情報の
伝達も初歩的なことながら役割が
非常に大きいのではと考えられま
す。
　本日は第２ブロック６クラブの
ロータリアンのご参集を得まして、
IMのテーマとして基調講演「ロー
タリーの原点に戻ろう」との石黒
PGによるご講演の後、テーマに
関連してパズセッションが企画さ
れ、約30分ほど参加者全員が15

テーブルに分散して、基調講演を基に自由な話し合
いが持たれました。主に『ロータリアンになって良
かったこと』についての話し合いは大変盛り上がり
ました。
　記念公演としましては、上山市より尺八制管師で
あり吹奏教授として30余年の歳月を日本文化の継承
に努めておられる永井栖鳳氏をお招きして“廃れゆ
く日本文化への警鐘”をお聞きし皆さん同感を得た
ようです。
　藤川PGより総合的にご講評を頂き、次期開催地
を余目として、余目ロータリークラブの佐々木源幸
さんを次期補佐に、余目RCをホストクラブとする
旨発表して閉会としました。
　今回IMの企画運営にご尽力くださいました実行
委員長池田直前ガバナー、藤川・石黒両PGそして
ホストクラブを務めて頂きました鶴岡西RC小野寺
佳克会長を始め運営にあたられたロータリアンの
方々に深く御礼を申し上げます。
　またIM終了の後に６クラブ合同例会が開催され、
米山奨学生・青少年交換留学生・インターアクトク
ラブ・ローターアクトクラブそれぞれのスピーチが
ありました。その後の懇親の夕べは、和気あいあい
の中で友情を深め合うことが出来たようです。アト
ラクションの“ベリーダンス”もあり、盛大な盛り
上がりでした。第２ブロックの大勢のロータリアン
が集うこの機会を、友好厚くまた有意義に終えられ
ましたことをご報告いたします。

第２ブロックIM報告
12月５日㈯　東京第一ホテル鶴岡

ガバナー補佐
木  村  有  為

（鶴岡西）
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　みなさんこんにちは、山崎奈央です。今日で台湾
に来てちょうど３カ月が経ちました。羽田～松山行
きの飛行機で泣いた日からもう３カ月経ったかと思
うと留学生活あっという間に終わってしまいそうで
す（笑）
　この前テレビでフランスのテロについてのニュー
スを見ました。そこの地区の留学生が巻き込まれた
ことや、同じ地区にいるフランス人の友達が亡く
なったことなどを聞いて他人事とは思えないし、自
分もそういう立場になることだって０％ではないと
思うとすごく怖いと思いました。Pray for Paris.
　この10月後半から11月はほんとに予定だらけで忙
しく、すごく早かったです。今月はやらかしてしま
い、バスを間違えてすごく楽しみにしていたハロ
ウィンパーティーに行けませんでした。ホストファ
ミリーも出かけていて、手段がなかったので諦めま
した。でもそのおかげ（？）で次の日に留学生のダン
スレッスンで「あれ？ハロウィンパーティーいな
かったよね？なんで？」といろんな留学生から聞か
れて新しい友達ができ、週末は遊びに誘ってくれる
ので暇な時間が減りました。
　最初はずっとひとりぼっちで、誰かに話しかけて
も英語がわからずすぐ話が終わってまたひとりに
なったりして、ほんとに留学生の活動が苦痛でした。
でも今は一緒にいる留学生もいるし、逆に英語がわ
からないことを逆手にとってみんなに教えてもらえ
るし、やっと楽しくなってきて集まるのがすごく楽
しみになりました（*^-^*）！　中国語学校の英語で
行われる授業にもついていけるようになり、３カ月
という月日はほんとに変化の月だな～と思いました。
　高校生活では、最近クラスメートが中国語だけで
話しかけてくるようになりました。毎週一枚手作り
の課題プリントをつくってくれて、そのおかげで語
学学校ではまだ習っていない日常的なマニアックな
表現などを覚えています。
　今月の26日に名古屋の高校が来ます。全校生徒の
前でのスピーチは私ではなく生徒代表がすることに
なったので今はサポートを頑張っています！スピー
チはなくなりましたが全校生徒の前でダンス部のみ
んなと“Mr.TAXI”を踊ることになりました。

　パワーポイントのレポートも２個つくらないとい
けないし、留学生のダンス練習、Mr.TAXIのダン
ス練習、来月のタレントコンテストのウクレレと歌
の練習など、やらなきゃいけないことが山ほどある
ので優先順位をつけて全部やりこなしたいです。
　学校の授業では第二言語としてスペイン語を習っ
ています。普段は中国語、留学生同士は英語、日本
語の授業では先生役として日本語なのでたまに混乱
して言語を混ぜて話してしまいます（笑）最近、日本
語が出にくくなってきました。日本人と話すときは
ルー大柴みたいになっています。でもむしろ日本語
忘れるくらいまでになって帰国したいです。
　優柔不断な性格が邪魔をして冬服をこっちで買う
ことができないのでこの前日本から服など送ってき
てもらいました。久しぶりの家のにおいと母からの
手紙で日本が恋しくなりましたが、むしろ頑張ろう
と改めて思いました。
　留学生同士が打ち解け始めた今、気が緩み始めた
のか問題がたびたび起こるようになりました。私の
地区では危険行為がロータリアンの方にばれて危う
くほとんどの留学生が強制帰国になりそうになりま
した。わたしもそのパーティーに誘われていたので、
ちゃんと見極めて安全に過ごしたいです。
　最近の台北はたまにパーカーを着ても寒い日がた
まにあるようになりました。普段は30度越の汗が止
まらない暑さなので今が何の季節なのかわかりませ
ん！（笑）でもニュースでは来週に本格的な冬がくる
といっていました。さすがに暑すぎるので冬が楽し
みです。山形はもう冬並みの寒さらしいですね。台
湾のこの急激な環境変化で風邪をひかずに元気に、
また来月も自分らしく頑張っていきたいと思いま
す！（^^）！

　台湾にきて３か月がたちました。台湾の生活、留

青少年交換学生
月次報告書

山 崎 奈 央 さん 報告日：2015年11月22日 
派遣地区：3480地区（台湾） 

ホストRC：TAIPEI METRO WEST
（鶴岡市出身）

酒 井 隆 次 さん 報告日：2015年11月30日 
派遣地区：台湾・斗南 

ホストRC：斗南ロータリークラブ
（鶴岡市出身）
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学生との生活に慣れた分今まで聴き取れもしなかっ
た難しい英語も少しだけ聞き取れるようになり、そ
の分深く考え、意味を理解し、発言するのにすごく
努力しています。そのため何回も悩んで何回も自分
にイライラしましたが、とりあえず、言いたいこと
をきちんと言えるまで、伝えたいことが伝わるまで
頑張って表現しています。同じ学校のイタリア人の
留学生もわからない単語、勉強の仕方、むずかしめ
な全部英語のテキストなど貸してくれて、助けても
らってます。３か月でこんなに言語の壁にぶつかる
とは思ってなかったのですごく留学にきていると実
感も沸く半面もっと頑張らないといけないと改めて
感じました。
　11月は留学生と集まって遊びに行くことが多かっ
たです。また、第二ホストファミリーとそのパパの
友達大勢で台中のバストリップやそのパパとパパの
友達大勢と朝６時から２時までロードバイクでト
リップもしました。また昨日は斗南ロータリークラ
ブで登山をしサルを見てきました。今月は運動もた
くさんした月でした。また、台南のアメリカ人の留
学生と４回目の遊園地にも行ってきました。また、
今月の22日は親との連絡もできました。行事も心境
もいろいろあって大変でしたが充実した月になった
と思います。
　今月仲良くしてたブラジル人の早期帰国が決まっ
てしまい、3470地区35人から34人になってしまいさ
みしいですが、これからも頑張っていきたいです。

　こんにちは。11月も終わろうとしています。私が
住んでいる西テキサスはだいぶ寒くなりました。朝
と夜は０℃を下回る日もあり、雪の匂いがするよう
になってきました。しかし、そんな中で半袖や短パ
ンを着ている人もちらほらといるのに驚きます。そ
れと、静電気がすごく強いです。私は日本であまり

静電気が起こらない体質だったのですが、アメリカ
では頻繁に起こります。ドアノブを触るたびにビク
ビクするのは、なかなか辛いです。
　さて、11月の大きなイベントとしてTHANKS-
GIVINGがありました。学校が一週間休みになり、
私は家族とNEW MEXICOにあるホストマザーの兄
の家に行きました。毎日ごちそうが並び、特に11月
26日は昼食後すぐから夕食の準備が始まり、たく
さんの料理ができました。ターキーも食べました。
ターキーは家で調理したのですが、内臓をとるとこ
ろから調理しているのを見て驚きました。すこし手
伝わせてもらいましたが、想像以上に難しかったで
す。「いっぱい食べてね！！」と言われ、お腹がぽっ
こりするほど食べました。その後は、暖炉で焼きマ
シュマロをしました。火がマシュマロに移ってし
まって、急いでフーフーした
り、上手くできるととても嬉
しくなりました。子供だけで
なく大人もかなり真剣に焼い
ていて盛り上がりました。真
剣にマシュマロの具合を調べ
ている、ホストファザーの写
真を載せておきます。
　ホストシスターから薦められてからすっかりハ
マってしまったHUNGER GAMESという映画の最
終話を観に行きました。１～３話は家でテレビで見
たのですが、最終話は映画館で観ました。アメリカ
で映画館に行くのは初めてでした。席の指定がない
ことは日本と違いましたが、映画館特有の少し怪し
げな雰囲気はおなじでした。
　また、今月末にはホストファミリーが変わりまし
た。このホストファミリーは学校で一番仲の良い友
達の家族で、お母さんが先生で、同じ教会で、何度
も会っているのであまり不安はありませんでした。
私はホストマザーをお母さんと呼んでいます。実
際、とても良くしてくださってとてもありがたく感
じます。いろいろな場面で、恩返しできるようにし
たいと思います。
　アメリカに来てから３ヶ月が無事にすぎ、家族と
の連絡がとれるようになりました。犬を飼うことに

なった、と
いう衝撃発
表もありま
したが、み
んなが元気
そうでとて
も安心しま
した。

菅 江 果 子 さん 報告日：2015年11月30日
派遣地区：5730地区（アメリカ）

ホストRC：Plainview
（酒田市出身）
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　12月12日㈯、ホテルメトロポリタン山形に於いて、多数のパストガバナー・酒井ガバナー・
池田直前ガバナー・長谷川エレクト・鈴木ノミニー・内藤地区幹事・篠田地区資金委員長・尾形統括副幹事・

古山統括副幹事・次期伊藤地区幹事・次期佐藤地区資金委員長に
ご出席いただき開催されました。
１．規定審議会地区補欠代表議員の選出について（指名委員会）
２．2016-2017年度ガバナーノミニーの件
３．2015-2016年度地区大会決算報告の件
４．2015-2016年度地区資金予算中間報告について
５．その他
　　①ローターアクトジャパン設立の動きについての地区の対応
　　②米山奨学生の期間延長の件

地区幹事　内 藤 文 博（米沢上杉）

１．弔慰規定の見直しについて
２．ロータリー財団・米山奨学会の地区表彰の見直しについて
３．固定事務所の責任体制について
４．ガバナー事務所運営引継書の件

委 員 会 報 告

歴代地区幹事・資金委員長会議の報告

第２回諮問委員会・指名委員会の報告

山形米山学友会便り

「第６回山形から世界へ  ― 多文化交流コンサート」を開催
　留学生をメインとした外国人による民族音楽・民族舞踊、歌唱などを
通じて、一般市民に異文化を体験してもらうとともに相互理解を深めて
もらい、地域における貴重な国際交流の場とした「第６回山形から世
界へ  ― 多文化交流コンサート（山形米山学友会主催、尤銘煌会長）が
2015年12月12日に山形市遊学館で開催された。
　始めに、現役留学生２名と元留学生４名が南京玉すだれを披露した。
タイの伝統舞踊、オランダ、ドイツ及び日本人学生のピアノ演奏、ロシ
アの伝統舞踊と伝統楽器ホムス演奏、台湾の歌、モンゴルの歌と笛演奏、
ニュージーランドマオリ族の伝統舞踊、中国の歌、インドネシアの伝統

舞踊、ベトナムの民謡、アフリカ、ルワンダの伝統舞踊、ネパールの歌など、全部で12グループ、約17カ国、
50名の出演者が参加した。国際色豊かなプログラムは観客を魅了した。特にラディス
米山現役奨学生のインドネシア伝統舞踊が大変好評を受けた。
　当日は、酒井彰ガバナーをはじめ、武田和夫パストガバナー、新関彌一郎パストガ
バナー、細谷伸夫パストガバナー、岩邉俊久米山記念奨学会事務局長、チンタカー福
島米山学友会長（福島グローバルRC）など多くのロータリアンも参加された。約300
名の観客が集まり、コンサートの内容は、ケーブルテレビ山形が１時間番組として、
１月18日～１月31日に午前10時と午後５時の毎日２回放送する予定である。山形市民
の国際交流及び世界の文化に関心を持つ機会を提供することができた。そして、音楽
を通じた多文化理解と世界平和の実現に向け、当事業は大きな成果を上げた。
 ［山形米山学友会 会長　尤銘煌］

ニュージーランドマオリ族の伝統舞踊

ラディス米山現役奨学生
のインドネシア伝統舞踊
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国際ロータリー第2800地区 米山奨学生選考試験報告

地区米山奨学委員会
委員長

大久保 章 宏
（山形南）

　12月６日㈰、米山奨学委員会
として最も重要な「米山奨学生
選考試験」を開催しました。今
年度の選考試験までの動きは、
５月に次年度奨学生新規採用枠
の報告を頂き、地区の寄付額が
減少する中、昨年度は２年間の
奨学生を多く採用している地区
として、次年度の採用枠は非常
に少なく、倍率の高い選考試験

が予想されました。６月には指定校選定を行い、大
学説明会に臨みました。その間、米山セミナーを開
催しました。特に大学説明会を過去実施していな
かった当地区として、初めてこちらから指定校に出
向き、説明の為に訪問して来ました。それぞれの指
定校にお邪魔して、米山奨学制度の説明、奨学生に
ロータリーが求める事、希望する奨学生について等、
時間を掛けて学校側と意見交換し、地区の要望は伝
えて来ました。特に初めての候補者が居る東北公益
文科大学に訪問し、米山奨学会制度の説明を全て行
い、ご理解を頂いたと思っています。山形大学、東
北芸術工科大学においても、基本的なロータリーが
望む奨学生像について意見交換させて頂きました。
結果今年の受験生は15名となりました。
　国籍は、中国10名、韓国２名、ベトナム１名、台
湾１名、モンゴル１名。在学学校地域別に見ますと、
山形地区９名、米沢地区４名、酒田地区１名、鶴岡
地区１名の状況です。
　選考試験には面接担当者として、酒井ガバナー、
長谷川ガバナーエレクト、鈴木ガバナーノミニー、
新関パストガバナー、武田パストガバナーと大久保、
計６名で行いました。昨年までと異なりますのは、
ガバナーノミニーに参加頂いた事です。
　最初にオリエンテーションを行い、面接試験につ
いての説明、ガバナーより小論文のテーマ
の発表が行われました。今年の小論文の
テーマは「私の母国と日本の違い」。原稿
用紙２枚の小論文の試験が行われました。
一方では面接官のオリエンテーションが行
われ、DVDを基にして注意点、質問の仕
方等色々なケースについて意見交換し、本
番に臨みました。特に公益性、公平性を重
要視しますので、面接官の重要な準備と考

えます。このオリエンテーションを受け、面接官の
手引きを熟読して頂いた方のみ面接官の資格が与え
られる非常に厳粛な担当職です。
　遠方の方から面接をスタートし、一人15分の面接
時間、緊張する応募者を和ませる場面も有り、面接
官の質問に的確にお答え頂いたと思っています。今
年は日本語レベルも高く、会話が困難な場面は無く、
皆様方が自分の主張、思いを情熱的に語られたと思
います。終了後、面接官全員の採点用紙を回収、事
前に配布していました応募用紙での採点用紙も合わ
せて回収、集計、結果について協議を行い全員同意
見で合格者の決定を行いました。そしてすべての試
験資料を回収、個人情報の問題から全て廃棄処分を
行いました。
　今年の選考試験に臨んで、本番で選考する事の難
しさが分かりました。特にレベルの高い応募者が多
く、本当に点数を付ける事の難しさを理解できたと
思います。最後の協議で、皆様方より大学に出向い
ての説明会を実施し、ロータリーが望む奨学生につ
いて色々と意見交換させて頂いた結果が、応募者の
レベルに繋がったとご意見を頂き、今後も学校説明
会はこちらから出向いて行いたいと考えています。
　今後は世話クラブ、サブ世話クラブ、カウンセラー
の決定を行います。そして奨学生のオリエンテー
ションには、担当教授、継続奨学生、サブ世話クラ
ブの会長にも参加頂き、新たな形式でのオリエン
テーションを実施する予定です。そして多くのロー
タリークラブの皆様方に、米山の素晴らしさをご理
解頂く事が、クラブ活性化、国際交流に繋がり、ひ
いては寄付増進に繋がって行けば幸いです。今回の
選考試験の準備にガバナー事務所、委員の皆様方に
お世話になりました。特に地区事務所に大変ご協力
を頂きました。感謝申し上げます。今後ともよろし
くお願いします。
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　７月15日㈬、酒井ガバナー、上林第一ブロックガバナー補佐をお迎えし公式訪問が開催されました。
　11時から会長・幹事会があるので、せめて30分前に例会場へ集合しお出迎えをしようと打ち合わせていま
したが、なんと10時にガバナーが到着。十分なお出迎えが出来ず、後々話をお伺いしたら開始が10時30分と
勘違いしていたため、会長・幹事会前に約１時間もビッシリと世間話を致しました。世間話の内容はガバナー
が大学卒業後、仕事の関係で酒田市内に２～３年間生活していて「昔は…、今は…」との話を頂戴しました。

　会長・幹事会へは、会長エレクトと副
幹事を交え自己紹介からクラブ方針につ
いて約１時間話し合いました。
　12時30分からガバナー公式訪問例会を
開会し、酒井ガバナーの卓話では基本理
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」の考え方や、または世界
100か国訪問したユーモアのある卓話を
頂戴しました。例会終了後は記念撮影を
して無事に終了する事が出来ました事に
心から感謝申し上げます。

　７月23日㈭、酒井ガバナー、木村第２ブロックガバナー補佐をお迎えして、公式訪問が行われました。10
時30分より、会長・幹事会が開催され、当鶴岡南ロータリークラブが直面している課題、活動計画の説明に
対してガバナーより活動・運営に関してとても参考となる様々なアドバイスを懇切丁寧にご指導・助言を頂
きました。早速、本年度の
活動に活かして行きたいと
思います。12時30分からの
例会ではガバナーより地区
基本理念の「ロータリーの
縁を活かそう」、地区基本
方針の「友情と奉仕の再確
認、スタンドからグランド
へ」について解りやすく卓
話を頂き、大変勉強になり
ました。新たな気持ちで、
地域に貢献できるよう活動
して行きたいと思います。

酒田ロータリークラブ

鶴岡南ロータリークラブ

会長：柴田  浩　　幹事：水口  真一
訪問日／ 2015. ７.15㈬　　場所／ベルナール酒田

会長：冨樫  充正　　幹事：佐藤  聡
訪問日／ 2015. ７.23㈭　　場所／東京第一ホテル鶴岡

こんにちは！こんにちは！ 公式訪問
あきらちゃんの
ガバナー
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　９月４日㈮、酒井彰ガバナー、小川郁夫ガバナー補佐をお迎えして、公式訪問が行われました。例会に先
立って午前11時より本年度・次年度会長・幹事会では、ロータリーへの入会動機や入って解ったこと、感じ
たこと、良かったことなどざっくばらんなお話で和やかにすすみました。又、必ずしもRIの型にはまらな
くとも、本年は会長の思いでやりたいことを進めてくださいとのお話を頂きました。
　その後、12時30分からの当クラブ例会では、金子地区副事務局長・佐藤地区副幹事にもご参加頂き、酒井
彰ガバナーの101 ヶ国訪問されての人生観や、基本理念「ロータリーの縁を活かそう」について、又ロータリー
は「友達を作る事が原点だ」と私は思うな
ど多くの講話を頂きありがとうございまし
た。
　天童ロータリークラブは、来年度創立60
周年を迎えるのを見据え更なる飛躍のため、
会員親睦と会員増強に力を入れて邁進して
参りたいと思っております。
　文末になりますが、有意義な例会に成り
ましたことに会員一同感謝申し上げ、酒井
彰ガバナーの今後益々のご活躍とご健勝を
お祈り申し上げ報告とさせて頂きます。

天童ロータリークラブ 会長：渡邊  正敏　　幹事：伊藤  秀治
訪問日／ 2015. ９. ４㈮　　場所／微笑みの宿 滝の湯

　８月21日㈮、酒井彰ガバナー、板垣喜代志ガバナー補佐、太田政往地区副事務局長、山田浩樹地区副幹事
をお迎えして公式訪問が行われました。午前10時30分より会長・幹事会が行われ、ガバナーの要望から家族、

職業、趣味、クラブ入会の
動機や経緯、ロータリーの
現状を話し合い、和気あい
あいのうちに終了しました。
12時30分からの例会では、
酒井ガバナーより、自身の
経歴や多くの国々への海外
旅行の経験などの話を交え
ながら、ロータリーの基本
理念・基本方針をわかりや
すくお話し頂きました。
　当クラブでは会員が入会
の縁を活かし、積極的な行
動参加を目指して頑張って
いきたいと思っています。

山形東ロータリークラブ 会長：志鎌  安紀良　　幹事：吉田  安伸
訪問日／ 2015. ８.21㈮　　場所／ホテルキャッスル

こんにちは！こんにちは！
公式訪問あきらちゃんの

ガバナー
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小国ロータリークラブ 会長：渡邊  重信　　幹事：貝沼  修
訪問日／ 2015.10. ７㈬　　場所／電興 社寮

　９月14日㈪、酒井彰2800
地区ガバナー・板垣喜代志
ガバナー補佐・金子尚人地
区副事務局長・佐藤雄二地
区研修協議会実行副委員長
をお迎えしてガバナー公式
訪問例会が開催されました。
33か所目の公式訪問とのこ
とでしたが、当クラブ３人
のガバナー経験者を前に緊張しているとおっしゃりながらも、ガバナーのこれまでの歩んだ道程、その時々
の考え、そしてロータリーとは何かという問いかけ、そこから今年度の基本理念・基本方針の理解へと話は
進み、「百聞は一見に如かず、百見は一考に如かず、百考は一行に如かず、百行は一果に如かず」だから一
緒にやりましょうとのお話がありました。ガバナーの優しい人柄と、ユニークで楽しい話に引き付けられた
公式訪問例会でした。山形西ロータリークラブは、来年60周年を迎えます。諸先輩方の足跡を感じつつ新た
な節目に向かって、結城和生会長の下「楽しみを知り、支えあう喜びを」を今年度クラブ方針として対外奉
仕活動でも、震災復興支援活動・山形大学若手研究者への支援・中高生英語弁論大会への協賛などにも力を
入れて取り組んでおります。今後の活動にも有意義な公式訪問になりました。 （文責：早川徹）

山形西ロータリークラブ 会長：結城  和生　　幹事：市村  清勝
訪問日／ 2015. ９.14㈪　　場所／大沼デパート7F ローズルーム

　10月７日に酒井ガバナー、芳賀ガバナー補佐、太田地区副幹事をお迎えして、11時より会長・幹事の自己
紹介から始まり、一人一人のこれまでのロータリー活動や、仕事に向き合う姿勢、地域に対する思いなどを
お話しさせて頂きました。小国ロータリークラブのメンバーは、酒井ガバナーの高校の先輩・後輩が多いこ
とから、和やかなお話、そして、小さなクラブですが30代～ 80代と幅広い年齢層のクラブ運営に、いろい
ろなアドバイスを頂きました。先輩としての役割と姿、後輩として様々なことを引き継ぐ姿勢と心構え等と
共に、ロータリークラブの縁を活かし、スタンドからグランドへ、そして「友情と奉仕」を再認識しました。

小さなクラブであるからこそ、独自性のある
繋がりを活かした活動ができること等、新た
な気づきを沢山頂きました。その後、町役場
を訪問しましたが、町長はイタリア・ミラノ
博・食の祭典へ出張でお会い出来ませんでし
たが、副町長から歴史や新たな特産品として、
PRのためのミラノ博への出展のお話などを
お聞きしました。小さなクラブだからこそ出
来る「ロータリー活動」で会員の心を一つに
頑張っていきます。これからもご指導よろし
くお願い致します。

こんにちは！こんにちは！
公式訪問あきらちゃんの

ガバナー
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　「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�№340

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

　10月14日㈬、酒井彰ガバナー・芳賀康雄ガバ
ナー補佐・佐野雅英地区副事務局長をお迎えし、
ガバナー公式訪問が行われました。例会に先立
ち、芳賀ガバナー補佐の進行で会長・幹事会が
行われ、現・次期会長・幹事の自己紹介や経歴、
クラブの特色やクラブ運営についての課題など
を聞いて頂き、和やかな中にもロータリーにつ
いての見識を深めることができました。会員数
22名と少人数クラブながら、楽しいクラブ運営
ができていることに対し、評価を頂けたのかな
と感じております。
　12時15分からの例会では、芳賀ガバナー補佐のご挨拶に続き、酒井ガバナーより卓話を頂きました。ロー
タリークラブに入会してからガバナーをお引き受けするまでの経緯や、今年度のガバナーの基本理念・基本
方針について説明をして頂きました。何れもガバナーご自身が、実際に経験された出来事を通してのお話で
したので、説得力があり分かり易く感銘を受けました。ロータリークラブに入会した『縁』を最大限に活用
するとともに、『スタンド』から眺めているのではなく、『グランド』に立って実際に活動するべきであると、
改めて認識することができた例会となりました。

長井中央ロータリークラブ 会長：手塚  隆幸　　幹事：安部  義裕
訪問日／ 2015.10.14㈬　　場所／はぎ苑

こんにちは！こんにちは！
公式訪問あきらちゃんの

ガバナー

ロータリー情報
◎「ロータリー精神・Fire-Side Meetingで学ぶ」塚原房樹　2015　1p
　（D.2510月信）
◎「ついにやって来た職業奉仕の終焉」塚原房樹　2015　3p
　（D.2510月信）
◎「倫理運動としてのロータリー」三木 明　2015　1p（D.2680月信）
◎「心を育て、人を育てるロータリー」三木 明　2015　1p（D.2680月信）
◎「国際ロータリーが期待するロータリークラブ像」松宮 剛　2015　14p
　（D.2670地区大会記録）
◎「中華民國扶輪米山會報告」林維宏　2014　1p
　（第四回台日国際扶輪親善會日台ロータリー親善会議）
◎「人間の『いのち』を考える～生命倫理学、人類遺伝学、遺伝臨床の立場から」
　千代豪昭　2015　20p（D.2670・2680RYLAセミナー報告書）
◎「いのち～つながりの中で存在する“いのち”」山口 徹　2015　20p
　（D.2670・2680RYLAセミナー報告書）
◎「リーダーの心」深川純一　2015　14p
　（D.2670・2680RYLAセミナー報告書）
 ［申込先：ロータリー文庫］
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コーディネーターニュース� １月号
第２ゾーンARC　菅　原　光　志

　ロータリーコーディネーターは戦略計画のクラブの
サポートと強化を支援、そこでここ３年間の34地区の
会員増強を分析し、私見を述べたいと思います。

第１ゾーン 第２ゾーン 第３ゾーン 計
2012. ７. １ 27,237 27,410 32,159 86,806

増　減 103 − 174 − 181 − 252
2013. ７. １ 27,340 27,236 31,978 86,554

増　減 239 122 96 457
2014. ７. １ 27,579 27,358 32,074 87,011

増　減 226 134 62 422
2015. ７. １ 27,805 27,492 32,136 87,433
３年間計 568 82 − 23 627

■３年間で増強上位５地区 ■３年間で減少６地区
D2750 248 新クラブ：７ 2015.７～10
D2780 149 新クラブ：２ D2640 130 43
D2540 111 D2620 88 76
D2770 109 D2570 74 11
D2840 105 D2680 66 45

D2660 57 90
D2600 57 56

　各クラブ・地区の努力により2015年10月30日現在、
2,036人増の89,469人。
　日本のロータリーも2013年度で下げ止まりに成り増

加傾向になってきました。３年連続増加地区は６地区
あり、逆に減少しているのは２地区であります。会員
増強の地区をみますと、新クラブを創立した地区が上
位をしめており、いかに増強に必要か、理解できます。
　そこで新クラブ創立の実例をあげると、2780地区、
相模原橋本RCが2014年６月22日にRI加盟認証状伝達
式を48名で挙行されました。相模原市は平成19年に大
合併し人口70万人、22年に政令指定都市に移行、古く
は軍都であり、おらが村、意識が強い地域でクラブは
10クラブ、ここ橋本は周辺人口10万人で、将来リニア
新幹線の駅も出来、都市再生特別措置法に指定され、
相模原市の中心的町になりつつあります。そこに新ク
ラブが誕生しました。
　ロータリー研究会が開催され会員増強についての質
問に、ラビンドランRI会長は「日本のクラブは高い会
費で昼食をとり例会がおこなわれている。今、ロータ
リーは、若い会員、女性会員を求めているのに、現在
のクラブにはなかなか入会できない、そこで新クラブ
をつくることです、Eクラブや衛生クラブ等」ロータ
リーはあくまでもクラブが主役です。クラブの細則を
見直して、楽しいクラブを作り、ロータリーの心、親
睦と奉仕活動に邁進して下さい。

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/highlight189_pdf.pdf

米山記念奨学会《今月のピックアップ》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
寄付金速報 

―今年もあと半月、ご寄付はお早目に― 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　11月までの寄付金は前年同期と比べて0.5%増（普通寄
付金0.8%増、特別寄付金0.3%増）、約330万円の増加とな
りました。７月から累計した寄付額が11月末の時点で
７億円の大台に乗るのは、昨年につづき２年連続となり
ます。皆様からのご支援に厚く御礼申し上げます。
　12月は例年、特別寄付金を最も多く納入いただいてい
る月です。今年も残すところあと半月ほどとなりました。
確定申告を予定されている方は12月30日㈬までに着金く
ださいますよう、ご送金をよろしくお願い申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
ロータリー研究会で米山奨学事業をPR! 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　12月1~4日、東京・台場で第44回ロータリー研究会が
開催され、４人のよねやま親善大使が登壇してそれぞれ
の「ロータリーモーメント（心に残るロータリー体験）」
を発表しました。３日には、楊小平さんが「大きな家族」、
スチッタ・グナセカラさんが「ロータリアンの皆さん、
もっと喜んでください」と題したスピーチを、４日には、
金福漢さんが「障害のある仲間とともに生きる」、于咏
さんが「You Raise Me Up, Rotary!!」を発表。各人のス
ピーチに会場から大きな拍手と賞賛が贈られ、フィリピ
ンのギーラー E.タマンガンRI理事から「ぜひ英訳原稿
が欲しい」との要望をいただくほどでした。
　また、３日午前の配偶者茶話会では、日本のロータリ

アンが推進する米山奨学事業をテーマとし、よねやま親
善大使２人のスピーチのほか、第2580地区現役米山奨学
生３人が日本に来て驚いたことなどのエピソードを発表、
各テーブルで配偶者の方々との交流も深めました。最後
に、東京芸術大学で学ぶ２人の奨学生による篠笛、竹笛、
三味線を使った圧巻の演奏が披露され、大変な盛り上が
りをみせました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

韓国米山学友会が総会を開催 
―学友同士の結束新たに― 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　2015年度韓国米山学友会総会が11月21日、ソウル市内
のホテルで開催されました。韓国学友57人とその家族の
ほか、第3650地区ガバナーをはじめ韓国のロータリアン
や、日本の関西学友会メンバーと第2660地区のロータリ
アンなど、多くの来賓が出席し、総勢約90人の盛会とな
りました。遠方から駆けつけた人や今回初めて参加した
という人も多く、会場は終始、再会と新しい出会いを喜
ぶ和やかな雰囲気でした。総会では、全炳台（ジョンビョ
ンテ）会長の再任が満場一致で承認され、当会の小沢一
彦理事長からは「28年ぶりにソウルで国際大会が開かれ
るこの１年を、韓国学友会にとって大事な１年にしてほ
しい」と、エールが送られました。
　全会長のリーダーシップのもと、韓国学友会では年々、
若い学友たちが運営に加わり、活動を盛り上げています。
ソウル国際大会はもちろんのこと、米山学友を中心とした
衛星クラブ設立や世界米山学友会のネットワーク立ち上
げなど、これからの韓国学友会の活躍にご期待ください！
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2015-2016年度  クラブ会員数／出席率
ブ
ロ
ッ
ク

No クラブ名 2015.7.1 2015.11.30 年初からの増減数 累　計
出席率会員数 会員数 出席率 増 減

第
１
ブ
ロ
ッ
ク

1 酒 田 31（３） 33（３） 75.76 ２（０） ０（０） 87.79
2 酒 田 東 35（５） 36（５） 72.90 １（０） ０（０） 83.16
3 酒 田 中 央 35（０） 34（０） 76.68 ０（０） １（０） 85.77
4 酒 田 ス ワ ン 16（５） 16（５） 77.08 ０（０） ０（０） 80.42
5 酒 田 湊 16（３） 16（３） 84.38 ０（０） ０（０） 85.52

第
２
ブ
ロ
ッ
ク

6 鶴 岡 33（４） 35（４） 69.47 ２（０） ０（０） 79.22
7 鶴 岡 西 33（５） 35（５） 85.06 ２（０） ０（０） 83.24
8 余 目 25（０） 26（０） 72.00 ２（０） １（０） 82.51
9 立 川 16（０） 16（０） 65.63 ０（０） ０（０） 75.50
10 鶴 岡 東 30（１） 31（１） 82.11 １（０） ０（０） 80.80
11 鶴 岡 南 21（４） 21（４） 83.75 ０（０） ０（０） 81.89

第
３
ブ
ロ
ッ
ク

12 天 童 40（３） 44（３） 94.57 ４（０） ０（０） 95.95
13 東 根 33（０） 36（０） 88.89 ３（０） ０（０） 86.49
14 天 童 東 51（０） 52（０） 73.53 １（０） ０（０） 76.90
15 天 童 西 19（２） 20（２） 76.25 ２（０） １（０） 83.97
16 東 根 中 央 39（２） 50（２） 100.00 11（０） ０（０） 90.36
17 村 山 11（０） 11（０） 100.00 ０（０） ０（０） 100.00
18 新 庄 14（２） 17（２） 86.76 ３（０） ０（０） 86.57
19 尾 花 沢 20（０） 21（０） 80.95 １（０） ０（０） 79.20
20 最 上 21（１） 21（１） 78.95 ０（０） ０（０） 58.68
21 尾 花 沢 中 央 14（０） 14（０） 90.36 ０（０） ０（０） 94.72
22 村 山 ロ ー ズ 20（５） 19（５） 84.21 ０（０） １（０） 78.42
23 新 庄 あ じ さ い 16（０） 16（０） 78.13 ０（０） ０（０） 80.63

第
４
ブ
ロ
ッ
ク

24 寒 河 江 54（１） 56（１） 83.50 ２（０） ０（０） 87.42
25 大 江 19（２） 19（２） 91.65 ０（０） ０（０） 94.44
26 河 北 27（０） 30（０） 79.27 ３（０） ０（０） 84.67
27 寒河江さくらんぼ 39（３） 39（３） 76.92 １（０） １（０） 85.36
28 西 川 月 山 15（０） 15（０） 73.08 ０（０） ０（０） 72.05

第
５
ブ
ロ
ッ
ク

29 山 形 91（１） 92（２） 100.00 ２（１） １（０） 100.00
30 山 形 北 60（０） 59（０） 88.89 ０（０） １（０） 91.54
31 山 辺 21（０） 22（０） 97.73 １（０） ０（０） 95.46
32 山 形 南 51（２） 54（２） 99.32 ３（０） ０（０） 99.65
33 中 山 16（１） 16（１） 85.41 ０（０） ０（０） 82.66
34 山 形 西 95（０） 98（０） 93.25 ４（０） １（０） 95.14
35 上 山 14（２） 14（２） 87.50 １（０） １（０） 89.05
36 山 形 東 34（１） 34（１） 89.71 ０（０） ０（０） 82.25
37 山 形 中 央 42（４） 44（４） 91.23 ２（０） ０（０） 88.98
38 山形イブニング 34（２） 36（３） 67.65 ２（１） ０（０） 69.67

第
６
ブ
ロ
ッ
ク

39 米 沢 55（６） 58（６） 87.07 ４（０） １（０） 91.64
40 米 沢 上 杉 65（３） 66（３） 100.00 １（０） ０（０） 100.00
41 高 畠 50（４） 50（４） 91.50 ０（０） ０（０） 82.90
42 米 沢 中 央 36（４） 40（５） 98.75 ４（１） ０（０） 97.46
43 米沢おしょうしな 28（２） 27（２） 86.11 ０（０） １（０） 83.62
44 長 井 31（１） 32（１） 68.89 １（０） ０（０） 77.00
45 南 陽 15（３） 15（３） 97.60 ０（０） ０（０） 94.32
46 白 鷹 19（０） 19（０） 98.68 ０（０） ０（０） 92.84
47 小 国 18（０） 19（０） 81.10 １（０） ０（０） 90.30
48 南 陽 東 33（１） 38（１） 90.54 ５（０） ０（０） 83.08
49 長 井 中 央 20（１） 22（１） 85.23 ２（０） ０（０） 85.14
50 南 陽 臨 雲 28（２） 29（２） 75.86 １（０） ０（０） 74.71

合　　　計 1,599（91） 1,663（94） 84.88 75（３） 11（０） 85.78
※（　）内は女性会員数
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米 山 功 労 者

第26回
米山功労者

メジャードナー

藤 川 享 胤
鶴岡ロータリークラブ

第９回
米山功労者
マルチプル

中 山 眞 一
山形西ロータリークラブ

第７回
米山功労者
マルチプル

本 多 信 昭
山形北ロータリークラブ

マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

PHF+2

武 田 晃 士
山形中央ロータリークラブ

柴 田 清 志
河北ロータリークラブ
職業分類／団体職員
入会日／2015.9.7

ポール・ハリス・フェロー
PHF

佐 藤 幸 蔵
山形北ロータリークラブ

髙 梨 恭 行
高畠ロータリークラブ
職業分類／新聞販売業
入会日／2015.12.3

第４回
米山功労者
マルチプル

長 澤 裕 二
山形西ロータリークラブ

マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

PHF+2

丹 野 秀 樹
山形中央ロータリークラブ

富 樫 浩 明
河北ロータリークラブ
職業分類／土木工事
入会日／2015.11.4

ポール・ハリス・フェロー
PHF

佐 藤 章 夫
山形西ロータリークラブ

第１回
米山功労者

武田幸太郎
山形北ロータリークラブ

マルチプル
ポール・ハリス・フェロー

PHF+2

飯 田 喬 之
山形西ロータリークラブ

ポール・ハリス・フェロー
PHF

芳 賀 康 雄
白鷹ロータリークラブ

ポール・ハリス・フェロー新 入 会 員 紹 介
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表紙・裏表紙写真

日 曜日 主要行事

１/１ 金 （元日）
◦ガバナー事務所　休み

２ 土
３ 日
４ 月
５ 火
６ 水
７ 木
８ 金
９ 土
10 日
11 月 （成人の日）
12 火
13 水
14 木
15 金
16 土
17 日 ◦国際協議会（サンディエゴ）
18 月
19 火
20 水

日 曜日 主要行事
21 木 　国際協議会（サンディエゴ）
22 金
23 土
24 日
25 月
26 火
27 水
28 木
29 金
30 土 ◦第５回青少年交換小委員会
31 日

２/１ 月
２ 火
３ 水
４ 木 　
５ 金
６ 土
７ 日
８ 月
９ 火
10 水

1月の地区スケジュール

　上杉景勝が亡くなった元和９年（1623年）より上杉
家の御廟所とされました。以後、歴代の藩主が埋葬され
てきました。
　明治６年の米沢城解体に伴い、米沢城に安置されてい
た上杉謙信の遺骸も、明治９年、御廟所へ移されました。
　廟屋は、上杉景勝から７代藩主・上杉宗房までが入母
屋造り、８代藩主・上杉重定（藩政を立て直した名君・
上杉鷹山の義父）から11代藩主・上杉斉定までが宝形
造りと、時代により建て方に変化があります。
　樹齢400年を越す老杉に囲まれ、厳粛な空気に満たさ
れている御廟所は、大名の墓所の代表例として国の重要
史跡に指定されています。

上杉家御廟所


