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一年を振り返って
国際ロータリー第2800地区 
2015-2016年度 ガバナー　酒　井　　　彰

（米沢上杉RC）

　一年間、いや、慌ただしかったのはエレクト時代合
わせて二年半、関係者の皆様には大変お世話になり
心から感謝申し上げます。エレクト時代はガバナー
エレクトとしても多くの勉強をさせて頂きました。
　エレクト時代に第一回地区チーム研修セミナーよ
り始まり、国際協議会、第二回地区チーム研修セミ
ナー、第三回地区チーム研修セミナー、そしてPETS、
地区研修・協議会があり、ガバナーとしての年度が
始まると、平日は各クラブの公式訪問、週末は各委
員会セミナー等への出席など多用な毎日でありまし
た。しかし多くの会員の皆様から奉仕活動や地域で
のご活躍のお話を伺うことができ、ロータリーの勉
強とともにそれ以上の、一般社会人としても多く学
ばせて頂きましたことは大変有り難く思います。特
に50ロータリークラブの訪問では、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」に基づき、私の拙
い体験から私なりの2800地区におけるRC論を下記
の様にお話しさせて頂きました。
１．�パレートの法則で80対20をロータリーに当ては
めてみますと、RCを良く理解している会員が２
割、まあまあ理解している会員が６割、よく分か
らない人が２割。そこにRCを良く理解している
会員の為の研修が多過ぎると思います。要するに
難しく、知識だけの研修なのです。大切なのは後
の８割の会員に全く初歩的な心と原点を反復連打
し、RCの楽しみ方を体験して頂く事だと思います。
２．�堺屋太一の著書「組織の衰退」を紐どきますと
『全ての組織には機能体と共同体がある。機能体
とは目的を達成する為の組織で、軍隊、企業等だ。
共同体とは構成員の幸せを追求する為の組織』と
あります。RCは共同体です。会員の幸せの為に
あるはずなのですが、機能体的な発想の人もいま
す。命令口調では反発を感じ会員が増えない理由
の一つとも考えられます。農耕民族の日本人はお

互いに信じあい助け合うDNAが脈々と流れてい
る筈です。
３．�田中角栄氏の有名な言葉に「政治は数、数は力、
力は金」に由来する数の理論にあります。近年こ
れが強まりつつあると思います。確かにどんな組
織でも、数と金とブランドが増すほど、自信と勇
気と誇りはもてます。しかしそれは自主的な行動
であり、命令的であれば反発をする気がします。
日本人の美学には陰徳があります。目立たず人の
為に尽くす事です。
など、私なりのRC論をお話させて頂きました。個
性的で少々生意気な言い方でしたが、各RCの皆様
に耳を傾けていただいた事に今さらながら感謝申し
上げます。
　その結果、集大成であります地区大会には、1,000
人を越す参加を頂いた事に私なりに驚いていました。
式典で岡部秦鑑RI会長代理に御出で頂き、講演会
では「日本の医療産業の現況の問題点」山形大学医
学部次世代型重粒子線治療装置研究開発室室長国立
がん研究センター名誉総長�嘉山孝正氏をお招きして、
我々が最も興味のありますがん治療の、最新の現状
をお話しして頂きました。そして、手作りのジャズ
や演歌のミニステージや落語、大懇親会では大いに
盛り上がった最高の楽しい思い出でありました。
　結びになりますが、ガバナーをお引受けいたしま
した時、「私はお供え餅の上に乗っているみかんの
葉っぱみたいなものです。皆様の支えが無ければ何
も出来ません」とお話致しました。正にその通り、
それ以上の絶大なるご支援を賜りました内藤文博地
区幹事始め、上杉RCの会員、諮問委員、各地区ガ
バナー補佐各委員長、スタッフの皆様には感謝の言
葉が見つからない程です。心から御礼申し上げます。
ありがとうございました。
　貴重な体験と共にRCは友情と感謝と感動である
ことを実感させて頂きました。
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　この一年を振り返ってみますと、半分は「ガバナー
見習い」としての勉強の一年であり、後の半分はガ
バナーエレクトとして次年度に向けての準備の一年
だったと思います。
　先ず「ガバナー見習い」の方ですが、この一年間
酒井ガバナーにご一緒して多くの大会や行事、セミ
ナー、委員会活動等に参加して来ました。その結果
しみじみと思う事は、ガバナーというのは何と大変
な仕事だ！という事であります。改めて歴代ガバ
ナーの皆様方に敬意を表しますと共に、「ロータリー
の事は何も分からない」と仰りながら、ロータリー
の事を良く勉強され高い識見と豊富なご経験で見事
に重責を全うされた酒井ガバナーに畏敬の念を込め
て「お疲れ様でした」とエールを送ります。多くの
難しい局面も有りましたが、持ち前の判断力・決断
力と信念を持って実行されたお姿に感服しました。

加えて、酒井ガバナーを支える内藤文博幹事を中心
とした「酒井軍団」の結束力の素晴らしさ！　酒井
ガバナーのご人徳とお人柄の賜と思います。
　又、国際協議会と国際大会にも初めて参加しまし
たが、多くの出会いと交流と感動が有り、改めてロー
タリーの素晴らしさを実感する事が出来ました。と
同時に、スマートでフレンドリーな運営には感心さ
せられました。是非見倣いたいと思っております。
　一方、次年度に向けての準備の方ですが、何しろ
素人集団の為分からない事だらけで、内藤幹事には
連日のように教えて頂きましたし、パストガバナー
皆様方からも温かいご指導を頂きました。お蔭様で、
２回の地区チーム研修セミナー・PETS・地区研修
協議会を初め予定された各種セミナー等も順調に終
了する事が出来ました。感謝申し上げます。
　しかし、申し上げる迄もなく、これからが本番で
あります。７月２日のクラブ奉仕グループセミナー
を皮切りに各種セミナーが目白押しで予定されてお
りますし、各クラブへの公式訪問も始まります。10
月には地区大会も開催致しますし、各委員会も活発
な活動計画が練られております。伊藤地区幹事を初
めとする事務局スタッフ、カウンセラーパストガバ
ナー、ガバナー補佐、委員長・委員の皆さんと一緒
に有意義な一年となりますよう頑張って参りますの
で、ご支援・ご協力を宜しくお願い申し上げます。

　ガバナーノミニーを拝命して１年余り、「その間、
おまえは何をやっていたんだ？」と言われると甚だ
心もとない限りですが、多少なりともロータリーの
勉強に精を出し、地区の運営に関する見識や心得に
ついても様々な機会を通じて修得に励んできたつも
りです。もちろん、まだまだ不足していることは自
分自身が誰よりも分かっていますので、これから更
に加速して精進してまいります。
　実は、それらの精進とは別に、この１年、じっく
り修得と涵養に努めてきたことがあります。それは、

江戸時代末期の儒学者で、陽明学者でもあった佐藤
一斎が著した『言志四録』の教えの数々です。特に、
その中にある「一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂
うること勿れ、只一燈を頼め」―、すなわち「提灯
を掲げて暗い夜道を歩む。夜道の暗さ、不安を嘆き
悲しむな。ひたすら提灯の灯りを頼りに進め」とい
う内容ですが、この一文こそ、この１年、私の心を
捉えて離れませんでした。
　「暗夜の一燈」については、色々な解釈があります。
一つは、「貴方を慈しみ育ててくれた、そして貴方
をこれからも守り支え、励まし助けてくれる親兄弟、
恩師や仲間がいるではないか（貴方は一人じゃない）」
という解釈です。だとすれば、私にとっての「暗夜
の一灯」は、まさに寒河江RCそのものです。それは、
この１年、米沢上杉RCが一丸となって酒井彰ガバ
ナーを支え続けてこられた姿を見ていて、ますます
意を強くした思いでもあります。
　「暗夜の一燈」にはもう一つ、「貴方自身の大義、
志、決意、覚悟を信じて進め」という解釈がありま

この一年を振り返って

国際ロータリー第2800地区
2015-2016年度ガバナーエレクト

 長谷川　憲　治
 （山形RC）

ガバナーノミニーとして
の一年と今後

国際ロータリー第2800地区
2015-2016年度ガバナーノミニー

 鈴　木　一　作
 （寒河江RC）
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す。いよいよ私も７月からガバナーエレクトになる
以上、それに相応しい「大義、志、決意、覚悟」を
胸にして進まなくてはならないという気持ちです。
　本年４月の規定審議会の内容を見るまでもなく、
最近のロータリーは様変わりしてきました。例えば、
「奉仕の心と実践に満ちた職業人を育てるクラブか
ら、団体で奉仕事業をするクラブへ」、「一業種一名
の会員原則が一業種数名へ」、「職業を持たない人で
も入会可能へ」等々、さらには「例会日の減少」、「会
員特典ロータリー・グローバル・リワードの導入」
などです。要するに、最近のRIが目指す所は「ロー
タリーの公共イメージ向上」と「会員増強拡大」と
いうことなのでしょうが、私は「不易流行」という
言葉を思い出してしまうのです。
　ガバナーはRIの役員である以上、RIの方針に逆

らうわけにはいきませんが、諸先輩のお智恵をお借
りしながら、温故知新、温故創新を大切にした地区
運営という「大義、志、決意、覚悟」を深めていく
ガバナーエレクト年度とするべく、長谷川憲治ガバ
ナーの元で大いに学んでいきたいと思います。
　最後になりましたが、ベテラン・ロータリアンの
方々は、1979-1980年度のRIテーマ「LET�SERVICE�
LIGHT�THE�WAY」を覚えていらっしゃるでしょ
うか？　日本語訳は、「奉仕の灯で道を照らそう」
です。１年後から始まるガバナー年度は、まさに「暗
夜の一燈」を「輝ける奉仕の灯」にして、地区内の
各クラブ・各会員へロータリー精神のさらなる高揚
と実践をもたらすようなガバナーとなるべく、精進
してまいります。お力添えのほど、宜しくお願い申
し上げます。

　今から二年半前に酒井ノミニーとなられ、それか
ら私は酒井ガバナーより全面的な信頼と酒井エアー
カーテンに守られ、この間非常に充実したロータ
リー活動をすることが出来ました。これもひとえに
酒井ガバナーの人間性によるものであると、感謝し
ております。
　同じく二年半前の2014年１月９日に酒井ガバナー
の自宅に於いて、今後主たる行動をとってもらうメ
ンバーと結団式を行いました。その時私はその場に
いた全員に「ガバナーの為に二年半の間、命を懸け
るくらいの気持ちがなければならない」「また、事
務局として上目線は絶対にだめ」「米沢上杉RC会員
とは、楽しく、感謝、感動を」「そして、時期によっ
て出来る人、出来なくなる人がいますが、それは人
生の中で色々ありますので寛容の心でやりましょ
う」と話しました。
　ガバナーノミニー時代から鶴岡に行き、ガバナー
エレクト年度でも前期は池田ガバナーの行事に参加
し、ガバナー事務所運営について勉強しました。後
期からは、ガバナーエレクト中心の各種行事が始ま

り、ガバナー年度では、ガバナーの指示の下、責任
者としてガバナー事務所の運営を任せて頂きました。
私は米沢上杉RC会員に地区幹事情報を毎月発行し
て気配りの６割をクラブに、４割は地区にと決めて
やってきました。
　諮問委員会では、内規の改正を多くさせて頂きま
した。ガバナー事務所運営については、今まで引継
書がなかった為に、毎日新しい事が発生し、大変苦
労いたしました。そこで、ガバナー事務所運営引継
書を作成し、改善が必要なものについて、歴代地区
幹事・資金委員長会議にて、ご意見を頂きました。
ガバナーエレクト、ノミニーは継続が大切です。
　これまで、特に安孫子PG、藤川PGには毎回連絡
をして様々ご指導頂き、そして地元大友PGにもア
ドバイスを頂きました。また、志田前地区幹事にも
運営について多くの事を教えて頂きました。ガバ
ナー事務所事務局員、そしてスタッフ、そして裏方
で御協力頂いた米沢上杉RC会員の皆様にも十分協
力してもらい、特に古山統括副幹事、前山統括副幹
事には最初から私の支えとなって頂きました。皆様、
本当にありがとうございました。心より感謝申し上
げます。特に地区大会までの苦労、そして成功して
全員で感動の美しい涙は今も心に残っています。
　長谷川年度では、規定審議会での改正に対しての
第2800地区の内規改訂、ローターアクトの今後の方
針について等、大変な事項が多くありますが、次年
度以降も第2800地区が益々発展していく事を心より
お祈り申し上げます。
　最後に、自分の人生に於いて、酒井ガバナーの信

御礼の御挨拶

国際ロータリー第2800地区
2015-2016年度 地区幹事

 内　藤　文　博
 （米沢上杉RC）
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　貴重な地区資金をお預りして、エレクト時代そし
てガバナー時代と２年が経過しようとしております。
　各クラブの財政とは異なり、当初地区には潤沢な
運営資金があるものと勝手に思い込んでおりました
が、エレクト時代がスタートするとともに大きな誤
解であることを思いしることとなりました。次から
次と大小の支出の伴うイベントが押しよせて、ずい
ぶん心細い思いをしたものです。ガバナー時代に入
り、地区大会が終わるとようやく余裕のある財政運
営が可能となりました。
　前資金委員長の本間さんからは、おりにふれて適

切なアドバイスや激励、お心遣いをいただき、心か
ら感謝申し上げます。
　これまでは、エレクト時代とガバナー時代の２年
間を一本で会計処理していたものを、二本に分け、
また地区固定事務所を設置するなど、大きな改革を
実施して２年目であります。今後２～３年経過すれ
ば、エレクト時代とガバナー時代に必要とする資金
の標準的なものが見えてくるものと思いますし、適
切な配分が実施されれば、その時々の資金委員長の
肩の荷も少しは軽減なるものと思います。
　「お金がない時は正直に言ってくれ。」とメールを
くれた酒井ガバナー、節約に徹してきらわれ役を分
担していただいた内藤地区幹事、限られた小予算で
セミナーや委員会を運営していただいたメンバーに、
そのほか当方の気づかないところで、ご協力とご理
解いただいた2800地区全ての会員に感謝申し上げた
いと思います。そして、次期資金委員長の佐藤さん
に皆さんの絶大なるご協力をお願い申し上げます。
　最後に事務局の加藤さん、梅津さんいつも笑顔で
ありがとう。感謝、感謝。

　今にして思い返せば、３年前古山パスト会長に呼
ばれて職場にお邪魔した所、米沢上杉RC53代会長
の依頼がありました。まだまだ自信が無くお断りを
しましたが、「天の声」に気軽に会長職を引き受け
てしまいました。ノミニーの時２か月が過ぎた頃よ
り、当クラブより「酒井さんをガバナーへ」との話
があり、当初私の次の会長が、ガバナー年度になる
予定でしたが、何の御縁か１年繰り上がって私達の
年度へとなってしまいました。
　ガバナー方針でスタンドからグランドへ、観客か
らプレーヤーになって、RCグランドで、縁に出会い、

縁を尊び、縁に従ってRCライフを豊かに謳歌して
楽しもうと、酒井ガバナーが提唱されました。
　内藤地区幹事の元、米沢上杉RC全員で、毎日毎
晩11月の地区大会を盛り上げて、大成功に向け努力
してまいりました。1,000名近い山形県内外のロー
タリアンの皆さんに最後まで喜んでいただきありが
とうございました。酒井ガバナーを御支えして、人
生最高の至福を米沢上杉RC全員頂き、最終の美酒
で一晩大盛上がった事が、今でも鮮明に思い出され
ます。多分今後は二度と出会う事が無い喜びだった
と思います。
　又公式訪問では、50クラブに、ガバナーと共に２
名～３名同席させて頂き、敬意を持って迎えて頂い
た事は、ロータリーの友情に感謝申し上げます。上
杉RCメンバーも大いに勉強になった事と思います。
内藤地区幹事始め、地区役員の皆様に引っ張って頂
きこの１年間を無事に過ごす事が出来ました。御指
導頂き熱く御礼申し上げます。本当に感謝、感謝申
し上げ会長の挨拶とします。有難うございました。

頼の下で非常に充実して地区幹事を務めさせて頂き
ました。酒井ガバナーに心より感謝申し上げます。
第2800地区の地区役員の皆様に、エレクト・ガバナー

の２年間御協力を頂きありがとうございました。た
くさんの御協力、誠に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
2015-2016年度 地区資金委員長

 篠　田　卓　洋
 （米沢上杉RC）

この一年を振り返って

2015-2016年度 
ホストRC会長

 佐　藤　洋　行
 （米沢上杉RC）



6

国際ロータリー2800地区 2015-2016年度　ガバナー補佐
一 年 を 振 り 返 っ て

すばらしい感動を味わおう！

第１ブロックガバナー補佐�
上　林　直　樹（酒田中央RC）

「ロータリーの縁を活かそう」「スタンドからグランドへ」
　酒井ガバナーのスローガンのもと、酒井マジックに
はまり、大変すばらしいロータリー活動をさせて頂き、
あっという間の楽しい一年でありました。周りのメン
バーからは、酒田から米沢までは大変だねと良く言わ
れましたが、車の運転は好きなので全然苦でもありま
せんでした。（中年暴走族…？）
　第１ブロック内５クラブを年４回訪問させて頂きま
したが、自分達の例会運営、進め方とずいぶん違う事
に最初は戸惑いました。例えば「ロータリーの目的」
の唱和、「四つのテスト」の唱和、自分達のロータリー
の歌の合唱等々、あらためて他のクラブへのメーク
アップの大切さを痛感しました。
　又、他クラブを訪問して一番感じた事は各クラブす
ばらしい社会奉仕活動を行っているにもかかわらず、
ほとんどの市民の方々は知りません。もっともっと
我々の活動をアピールすべきではないかと強く思いま
した。
　この一年間、本当に楽しい一年でした。ご協力頂き
ました第１ブロック内のそれぞれの会長、幹事そして
会員の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございま
した。
　最後に地区事務局の加藤さんにも大変お世話になり、
ありがとうございました。

この一年を振り返って

第２ブロックガバナー補佐�
木　村　有　為（鶴岡西RC）

　今年度はガバナー補佐という役目を仰せつかり、な
んとか一年を経過できましたことに、いまは感謝申し
上げる所です。
　入会以来ロータリーは楽しむことを旨にして過ごし
て参りましたが、昨年４月18日米沢市に於いての地区
協議会に出席しまして以来、心構えが出来ないうちに
ガバナー補佐としてのプログラムが慌ただしく始まり
ました。
　ガバナー公式訪問が年度当初の７月６日ということ

でしたので、それ以前のブロック６クラブへの例会出
席、ガバナー公式訪問前の準備など、私の遅い立ち上
がりの為に、酒井ガバナーとブロック６クラブの皆様
には大変ご迷惑をおかけしたものと反省しております。
　しかし、クラブ訪問を重ねるうちに、各クラブそれ
ぞれに地域の実情を持ちながらロータリーを楽しんで
いるご様子、また、ロータリーの趣旨に応えようとす
る意欲に感謝しながら私自身が励まされた思いでした。
2015-2016年度酒井ガバナーの「友情と奉仕の再確認、
スタンドからグランドへ」との基本理念を持ってクラ
ブを訪問される、真摯で闊達なガバナーとしての有り
ように、ブロックのロータリアンが一つに纏まる様子
を目にすることが出来たと思います。
　12月５日に開催されましたIMにおきましては、池
田德博直前ガバナーを実行委員長として企画され、石
黒PGの「ロータリーの原点に戻ろう」との基調講演
があり、パズセッションを通して友情と親睦の輪が遺
憾なく発揮されました。成功裏に終える事が出来まし
たことは、年度を締めくくる今をもって感謝に堪えま
せん。
　私自身は思いがけずにスタートしたガバナー補佐と
いう役目でしたが無事に務めさせていただきましたこ
とと、私自身が大変教えられることの多かったことに
深く感謝申し上げます。

この１年を振り返って

第３ブロックガバナー補佐�
小　川　郁　夫（天童RC）

　平成26年12月、酒井ガバナーエレクトよりAGに任
命されて１年半程になりますが、今思えば長かったよ
うな短かったような気持ちであります。この間６月頃
から前AG同行にて事前訪問を行ない、年度に入って
７月より担当５ロータリークラブの例会訪問を開始し
た訳ですが、各クラブの例会運営は各々のやり方（例
えば、事務局のいないクラブなら幹事が兼務するとか、
スマイルのやり方や食後のコーヒータイム設定等）は
工夫されており、他ロータリークラブ訪問経験の少な
い私にとっては大変勉強になりました。
　また、９月にはAG最大の任務といってもよい、IM
の開催を実施致しました。これは数か月前より当クラ
ブ会員の協力を頂きながら準備段階に入り、実行委員
会を立ち上げて念入りに数回の打ち合わせ会を行ない、
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当日は東京・東江戸川ロータリークラブの石橋先生を
講師に迎え『ロータリーの来た道～そしてロータリー
ライフを楽しむには』との演題にて、第３ブロックよ
り約180名の参加を頂き盛会裡に終了することができ
ました。ここに改めて関係各位の協力に感謝申し上げ
ます。
　結びに、この１年を振り返って感じることは、私は
酒井ガバナー年度のAGで幸運だったという事です。
私は公式訪問時に５回同行しましたが、その都度話の
内容がわかり易くて面白く、時にはユーモアも交えて
ですので尚更であり、ロータリーの卓話もさることな
がら人生哲学っぽい話など数々の会社経営をされてき
た経験からくるものでしょうか？　多分野の本等も読
まれて勉強されているのでしょう。知識、情報が豊富
でそれが言葉に表れるので、人間性の豊かさや厚みを
感じさせられました。
　ロータリーの原点は「友情と奉仕」であることを認
識しながら、これからも「縁」を大切にしていきたい
と思います。AGの任務を果たせたか甚だ疑問ではあ
りますが、私自身もこれまでになく「ロータリー」を
学ぶ機会になりました。そして、知人ではなく友人を
増やすことにもなりました。１年間ありがとうござい
ました。

この一年を振り返って

第３ブロックガバナー補佐�
草　刈　國　夫（新庄RC）

　任命期間の一年が過ぎました。と言っても一昨年の
11月末に米沢に招集され「辞令」を頂いてから、セミ
ナー等も続きましたので実質19カ月となり、やっぱり
長かったかなーとも思っています。でも「あっという
間の充実した一年でした」が率直な実感です。
　私の担当クラブは村山～尾花沢～新庄～最上地域の
７クラブで、なんと一周すると約300㎞と広範囲にな
ります。「井の中の蛙」で「ガバナー補佐」でもしなかっ
たらなかなか他のクラブに触れる事は有りませんでし
たので、この度の体験は自身にとってとても大きな財
産となりました。
　クラブ訪問には、事前に「クラブ細則」を送っても
らい訪問させて頂きましたが、各クラブにはこれまで
培われた歴史と伝統と、そしてそれぞれの運営方法が
有り、感心したり時にはびっくりしながらのクラブ訪
問でした。そこで体験した、いいなーと思った何点か
を参考にさせてもらい、現在当クラブのステップアッ
プに繋げている処であります。

　私は定年退職後にロータリアンになりました。動機
はこれまで育てて貰ったこの地域への恩返しと新しい
友達作りでしたが、ガバナー補佐までさせて戴いたお
かげで、更に多くの友人を得ることが出来感謝してい
る処であります。
　これからガバナー補佐をされる皆さんに一言、最初
はみんな「やりたくない」が本音だと思います。私も
初めはそうでした。でも是非体験してみて下さい。得
るものは非常に大きく素晴らしいものがあります。
　最後に酒井彰ガバナーはじめ地区役員やガバナー事
務所の皆さん、そして担当しました７クラブの皆様方
には、何時も温かく迎えて頂き有難うございました。
心から御礼を申し上げます。改めて「ロータリーはい
いなー」とつくづく感じた一年でした。

この一年間を振り返って

第４ブロックガバナー補佐�
海　野　健　治（大江RC）

　ロータリーにおいて、地区レベルの任務に従事する
ことは、新しい人との出会いを意味します。ガバナー
補佐を拝命し、この度も多くの方々と知り合うことが
出来ました。その筆頭が酒井ガバナーです。
　４月９日の2800地区の親善（慈善？）ゴルフ大会で
は、ガバナーに気を使って頂きながら一緒に楽しくラ
ウンドさせて頂きました。その時のことです。前を行
く組の人達が、かなりスロープレーでした。それを愚
痴った人に対して、「まあ、そんなにイライラしなさ
んな」と泰然自若。まさに、「会員が寛容の価値を知っ
ているからこそロータリーは存続しつづけている」と
ポールハリスが言ったことを体現しているように思い
ました。私も、そのような心の持ち方を見習いたいと
思った瞬間でした。
　他のガバナー補佐とも心を通わせることが出来まし
た。ユニークで愉快な人達です。５月26日に一泊で慰
労会（自前です）が行われました。同期の補佐には
2018－2019年度ガバナーに指名された、上林ガバナー・
ノミニー・デジグネートもおり、情報交換も含めて楽
しく意義のある一夜でした。
　補佐の任務として各クラブを４回訪問しました。４
回も訪問すると、それぞれのクラブの中が見えてきま
す。そして活動の様子と問題点も分かってきます。し
かし、問題が見えているのに、補佐の仕事である「元
気なクラブ」作りについては、思うような結果を出せ
なかったと感じています。
　今になって思うことは、「効果的なクラブの要素」
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である、会員増強、奉仕活動、財団への支援、リーダー
の育成についてのクラブ目標と、協議会の年間計画を
立てて頂き、それに沿ってクラブを訪問して進捗状況
をクラブの皆さんと共に検討することで、もっとお役
に立てたのではと反省しています。
　第４ブロックIMは、実行委員会の激論の中から生
まれた家族とロータリーをテーマに、「奥様方のロー
タリー観」を発表して頂くために藤野実行委員長に奔
走して頂き、参加者からは大変好評を得ました。
　ブロック行事の締めくくりとして行われた親善ゴル
フ大会も42歳から85歳まで幅広い年齢層の19名のご参
加を頂き、晴天に恵まれたニューブラッサムで賑やか
に開催されました。私が体調不良で参加できなかった
ことだけが心残りです。
　最後に、酒井ガバナーと内藤地区幹事をはじめ地区
のスタッフの方々、ブロック内各クラブの会長幹事と
会員の皆さん、任期中ずっと私を支えて下さいました
若月ブロック幹事、菊地ブロック会計、そして中川会長
と大江クラブの皆さんに、心から御礼を申し上げます。

この一年を振り返って

第５ブロックガバナー補佐�
水　上　　　進（山形北RC）

　平成26年秋頃、所属している山形北RCの執行部の
方々から、「2015-2016年度の第５ブロックガバナー補
佐に推薦したい」と言われ、お引き受けしました。し
かしながら、ロータリークラブの知識もあまりなく、
本当に不安なスタートでした。それでも、平成26年11
月29日の第１回地区研修セミナー、12月13日第２回研
修セミナーにおいて、いろいろな勉強をしてから、少
しずつ、責任感のようなものも芽生えてきました。
　本年度の酒井彰ガバナーは、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」を掲げられま
した。それは、K.R.ラビンドランRI会長の基本方針「世
界へのプレゼントになろう」から導かれたものだと考
えますが、各ロータリアンがロータリーに入会した
きっかけ（ルーツ）はそれぞれ異なっても、ロータリ
アンになった以上、１人１人が傍観者ではなく、現役
のプレイヤーとして、できることで良いから奉仕活動
に邁進しようというものだと理解してきました。
　とは申しましても、私が所属する第５ブロックは会
員数が100名近いクラブから15名前後のクラブもあり、
同じように奉仕活動をしていくことには、無理があり
ます。要するに、各クラブが自らの身の丈にあった奉

仕活動をしていくことが、もっとも自然で、実行性が
あるものと信じ、各クラブにおいて、毎回のようにそ
のことを力説してきました。
　私が担当した山形RC、山形北RC、山形南RC、中
山RC、山辺RCの皆様は、全力で奉仕活動に邁進して
いただきました。心から感謝申し上げます。
　その中でも、山辺RCさんが担当された第５ブロッ
クIM（平成28年２月20日㈯�パレスグランデール）は、
そのテーマを「世界へのプレゼントになろう」とされ
た上、記念講演として、山形大学准教授荒木志伸先生
から、山形県民のルーツともいえる、山寺、慈恩寺、
出羽三山について「霊場調査からみえてきた山形の歴
史」というタイトルでご講演いただきました。我々ロー
タリアンもRCに入会したルーツ（縁、きっかけ）は
異なるのですが、極めて参考になる講演でした。おか
げさまで、約280名以上の方々に出席していただき、
その後の�Sugar�Sisters�による演奏会、大懇親会とも
成功裏に終えることができました。会員数が約20名前
後の山辺RCさんが、スクラムを組んでIMを主催して
いただいたことに敬意を表したいと存じます。
　次に、酒井彰ガバナーが山形北RCを公式訪問され
た後で、山形県庁において、吉村美栄子県知事とRC
との意見交換会をもつことができました。酒井彰ガバ
ナー・ガバナー補佐�板垣喜代志氏・私の外合計６名
のロータリアンと、吉村県知事・大澤賢史商工労働観
光部長外合計６名での県側スタッフとの間で「豊かな
山形づくり」についてフリートーキングさせていただ
きました。はじめての試みでしたが、ロータリーのブ
ランディングにとっても、大きく役立ったと考えてお
ります。
　最後に、私自身、ガバナー補佐として仕事を全うで
きたかどうかは、忸怩たるものがあります。ですが、
これだけはいえます。ロータリークラブは真面目に出
席し、真面目に活動していれば、自分自身をより磨く
ことになると考えます。１年間、ご指導をしていただ
いた酒井彰ガバナー外、地区役員の方々及び関連の
あったRCの方々に心から感謝申し上げます。１年間、
本当にありがとうございました。
� 以上

１年を振り返って

第５ブロックガバナー補佐�
板　垣　喜代志（山形中央RC）

　ガバナー補佐の役目を終え、一安心したところです。
最初に我山形中央ロータリークラブの皆様より背中を
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押して頂き、多大なご協力にまず感謝申し上げたい。
そして、第５ブロックの会長、幹事の皆様をはじめ、
１年７ヶ月間に関わっていただいた多くの皆様にも、
厚く御礼申し上げます。
　おかげ様で多くの出会いがあり、ロータリアンとし
ての知識も得ることが出来ました。ロータリーは奉仕
活動を主に、いろんな奉仕について学び、酒井ガバナー
の方針でもあるように「スタンドからグランドへ」と
いうテーマのもと、友情と感謝そして感動の多くを学
ぶことが出来ました。酒井ガバナーを先頭に米沢上杉
ロータリークラブの団結力、指導力、そして行動力に
頭が下がります。
　酒井ガバナーのいつもの言葉から、「役員も１年か
ぎり。自分の思い通りに楽しく、そして自分のやりや
すいようにやればいいんじゃないですか」と言われて
いたように思われます。私も、その気になって、私流
にマイペースで行動させて頂きました事も、思い出の
１ページにさせて頂きました。また、2800地区の各ブ
ロックのガバナー補佐さんとの交流、出会いもあり、
人間的にも大いに成長させて頂きました。
　最後になりますが、酒井ガバナーを囲み、補佐の皆
さんまた交流できますようご祈念申し上げ、１年を振
り返った思い出と感謝を込めて…。

大変お世話になりました。

第６ブロックガバナー補佐�
芳　賀　康　雄（白鷹RC）

　2014年11月29日、米沢で開催された第１回地区チー
ム研修セミナーの席上、酒井彰ガバナーエレクトより
委嘱状を受けた時は身が引き締まる思いと不安で一杯
でした。その後、第６ブロックの事務引き継ぎ会を持
ち、南陽ロータリークラブ高橋敏行補佐から心構えを
学び、担当する７クラブを案内紹介していただき大変
助かりました。補佐として心がけたことは４つです。
①ガバナーの地区理念・目標の周知を図りクラブ運営
に活かして貰えるよう努める。②クラブ運営の拠り所
となるクラブ定款・細則の確認。③信頼と友情を深め
る為に最低４回以上クラブ訪問の実施。④地区で開催
されるセミナーや研修会への全出席。以上の事を目標
に務めてきました。仕事との関係でキツイ面もありま
したが職場の協力もあり何とかこの一年間を乗り切る
事ができました。
　また各クラブ訪問時には大変な好意と友情を持って
接していただき、ロータリーに入会していて良かった
と思うことがしばしばありました。更に多くの新しい

仲間と出会い楽しく友情を深めることができた事は大
きな財産であり感謝しております。しかし私の勉強不
足から訪問クラブの皆様にご迷惑をかけた事多々あっ
たかと思います。ご容赦いただきたいと思います。本
当にこの一年間のご協力に感謝申し上げます。ありが
とうございました。

この一年を振り返って

第６ブロックガバナー補佐�
髙　梨　正　章（高畠RC）

　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４クラブ・高畠クラブ）のガバナー補佐を務
めさせていただきました。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、との思いでス
タートしました。
　この一年を振り返って、一番の喜びとしたいのは�
「会員が増えたこと」であります。2800地区、第６ブ�
ロックとも純増となりました。各クラブの皆様の活動
に感謝申し上げます。
　一番感激したことは「米沢上杉RCの会員皆様の活
動」であります。内藤文博地区幹事を先頭に、質の高
い見事なチームワークを発揮されました。最大行事の
地区大会、ガバナー補佐が登壇するのは各クラブ紹介
であります。クラブ名・会長名・会員数を紹介するだ
けなのですが、間違ってはならないと少し緊張が走り
ます。担当者は、シナリオを準備され、事前の打ち合
わせも周到に成され表に見えない裏側の活動を見るこ
とができました。地区大会、あの膨大なプログラムを
極めてスムーズに運営されました。
　一番に学べたことは「言葉の力」であります。特に
酒井彰ガバナーの発する言葉は痛快でした。なぜロー
タリークラブに入ったか「義理と人情と脅しがあった
から」、頼もしい四文字熟語「内藤文博」等など。第
６ブロック内最大の行事「IM」では、基調講演の講
師にお迎えした常磐興産顧問坂本征夫氏の『人材育成
に特効薬はない、達成感の繰り返し、実感が力量を上
げていく』など。各種セミナー・研修会でRC会員や
講師の方々から浴びた「言葉」は、間違いなく私の「言
葉の力」として財産になるものです。本当にありがと
うございました。
　最後に、ガバナー事務所のスタッフの皆様、担当ク
ラブの会長幹事さん事務局の皆様、ご協力に衷心より
感謝申し上げます。誠にありがとうございました。
� 以上
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国際ロータリー2800地区 2015-2016年度　大小委員長
一 年 を 振 り 返 っ て

この１年を振り返って
クラブ管理運営委員会�
委員長　浜田　　敏（山形RC）

　特に印象に残っていることは酒井年度開始まもなく
の７月４日にクラブ奉仕グループセミナーを開催した
ことです。2830地区パストガバナー関場慶博先生から
「だからこそ、ロータリー、―最高の人生を生きる―」
という演題でご講演をしていただきました。先生は
ロータリアンとしてポリオ根絶のために世界でご活躍、
ご尽力され、演題のとおり「最高の人生を生きる」こ
とを実践されている方です。それ故に、そのお話は示
唆に富み、説得力のあるものでした。そのお話の中で
特に印象に残ったのは次のことです。
「100の議論より１つの実践」
「多様性と寛容性を認めるのがロータリー」
「�クラブ奉仕（クラブ管理運営）はロータリー
の心臓の鼓動そのものである」

　分科会で酒井ガバナーからクラブ管理運営や国際
ロータリーについて具体的なお話を伺うことができた
ことが印象に残っております。
　さて、何もないところから金を生み出すことに狂奔
するマネーゲームや強欲資本主義の現代、ロータリー
精神の実践が特に求められていると思料しております。
　１年間お世話になりまして感謝申し上げますと共に
皆様のクラブの益々のご発展を心からご祈念申し上げ
ます。
� 以上

地区ロータリー情報小委員会 報告書
クラブ管理運営委員会ロータリー情報小委員会�
委員長　鈴木　一作（寒河江RC）

　当委員会は、年度前の昨年５月に地区職業奉仕委員
会との合同宿泊研修を行い、酒井ガバナーから受けた
５つの要請「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」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」についても委員の間で検討
し合い、それらの知識と理解の充実・共有を図りまし
た。その上で、上記①～⑨について、セミナーでの講
演、各クラブへの例会訪問スピーチ、地区ホームペー
ジからの情報発信等を通じて、全委員が一丸となって

クラブ会員への周知・理解に努めることを決めました。
　地区クラブ奉仕グループセミナー（７月４日：米沢）
では、分科会で上記の②③④⑦⑧について鈴木一作が
講演。また、第１・２ブロック職業奉仕・ロータリー
情報合同セミナー（９月26日：酒田）では、⑥⑧を鈴
木悦郎が、②③④⑤⑦を鈴木一作が講演。第３・４ブ
ロック合同セミナー（11月29日：河北町）では、②③
⑥を工藤亮輔が、①⑦⑧⑨を鈴木一作が講演。第５・
６ブロック合同セミナー（12月５日：南陽市）では、
②③④を鈴木政昭が、⑦⑧⑨を鈴木一作が講演。特に、
県内３ヵ所の合同セミナーでは、「なぜ私は、ロータ
リアンであり続けるのか（ロータリーをやめないの
か）？」と「21世紀、ロータリーはどう歩むべきか？」
についてフォーラム形式のテーブルディスカッション
も行いました。ディスカッションを通じて、クラブ会
員がロータリーに対する思いを深め合う機会になった
とすれば、嬉しい限りです。
　各クラブへの例会訪問スピーチについては、各委員
が手分けして担当し、合計８クラブで実施できました。
また、ガバナー月信２月号から、酒井ガバナーのご好
意で「ロータリー情報コーナー」を設けていただき、
ロータリーの発祥、ロータリーの例会、ロータリー財
団、規定審議会、IMについて情報を発信することが
できました。さらに、Guy�Gundaker� の名著『A�
Talking�Knowledge�of�Rotary』（1916年発行）につい
て、地区ホームページの「ロータリーを学ぶ」コーナー
にクラブ運営の基盤という観点から詳しい解説を掲載
したところ、嬉しいことに、ロータリー文庫にも採り
上げていただきました。ぜひ、ご高覧ください。
　最後に、RI理事への就任が決定した石黒PGは、「ロー
タリーは岐路に立っているのではないか」とおっ
しゃっています。
それだけに、
ロータリー情報
を正しく伝えて
いくことが如何
に重要かを胸に
刻みながら、報
告と致します。
（敬称略）

この１年を振り返って
会員増強委員会�
委員長　今井　　潔（米沢RC）

　まもなく年度終了の時期がきました。
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一年を振り返って��大小委員長

　2015年秋、私の周りで変な動きがあり、何かあるな
と思いながらおりました所、地区の仕事をお願いした
いとの事…何名かの先輩諸氏に相談させていただき、
地区会員増強委員長をお引受けいたしました。その後、
即地区委員長としてまず、前年度の資料を揃え計画実
施の為の行動に入りました。
　会員増強委員会は会員増強と会員維持を柱にクラブ
の基盤強化と活性化のお手伝いをするというコンセプ
トで活動しようと考え、委員会を開催し、PETS・地
区協議会に報告し協力を求めました。
　中でもセミナー開催のPRをさせていただき、2015
年７月４日にはホテルサンルート米沢で地区クラブ奉
仕グループセミナーを開催いたしました。講師にはパ
ストガバナーで青森アップルRCの関場慶博PGにお願
いし、酒井ガバナー初め260名の参加をいただきまし
た。分科会ではロータリーを分かりやすくまとめた
DVD「ようこそロータリーへ」の上映を行い意見交
換をいたしました。
　また、2015年８月６日、米沢RCを皮切りに2016年
４月12日までに計13クラブの例会において会員増強・
維持の卓話をさせていただきました。会員基盤の強化
とクラブ活性化について話をさせていただきました。
各クラブの皆様にはお迎えいただきました事感謝を申
し上げます。
　最後に各クラブ及び2800地区の会員数の動向と出席
率はガバナー月信で報告されております。酒井ガバ
ナーの目標である各クラブ３名増には到達していませ
んが、これから2800地区をリードする新入会員の増強
は確実に達成できたのではと思います。

この１年を振り返って
職業奉仕委員会�
委員長　梅津　敏光（酒田RC）

　この１年を振り返って、まずはご協力頂きました
ロータリアンの皆様、ガバナー、ガバナー事務所の皆

様、職業奉仕委員の皆様、地区委員の皆様へ感謝の意
を伝えたいと思います。
　今年度年初に計画した事柄に関しましては、重要な
所はほぼ達成できたのではないかと思います。特に重
要視したのは各クラブにおいて職業奉仕の講話を出来
るようにしたい。より身近に職業奉仕の考え方を置い
て頂きたいという事でした。それを実現するためには
各クラブの職業奉仕委員の方やもしくは会長が講話す
るための材料の提供でした。それに関してはパワーポ
イントをガバナー事務所より配信できるようにし、依
頼のあったクラブに配信した事でした。数クラブから
しか感想を聞けてはおりませんが、概ね好評を頂いて
おります。それに伴い講話にお呼び頂いたクラブでは
このパワーポイントを使い話させて頂きましたが、感
想としては「分かりやすかった。」「職業奉仕が身近に
感じる事が出来た。」等の事でしたので、安心してお
ります。
　この年度で出来なかった事は、職業奉仕事例を地区
のホームページに載せたいと計画しておりました。や
り方としては地区職業奉仕セミナーにおいてのグルー
プ発表をMP3で録音し、地区のホームページに載せ
ようと考えてはおりましたが、グループ発表の題材が
職業奉仕の事だけでは無くなりましたので、意図を反
映できないと判断し今年度は見送りました。もし機会
がありましたら次年度以降でやることが出来れば実現
して頂きたいと思っております。
　この１年委員長の職責を全う出来たのも本当に皆様
のお陰と改めて感謝致します。

一年を振り返って
青少年奉仕委員会�
委員長　黒澤　　守（米沢中央RC）

　青少年奉仕委員長という大役を仰せつかって、早く
も一年が過ぎ去ろうとしております。
　酒井年度は、奉仕について勉強の一年になりました。
各委員長にお世話になりながら、委員会に参加する事
で、いろいろな事を勉強し、自分も成長する事が出来
た年度ではなかったかと思っております。
　一つ残念に思う事は、各クラブの委員の方々の、委
員会参加人数の事です。長谷川年度は、たくさんの会
員に参加して頂きたいと願っております。
　この一年間、力不足の私を支えて下さいました、各
委員長ならびに委員の方々に、心より感謝申し上げま
す。また地区事務所の方々にも大変お世話になりあり
がとうございました。
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この一年を振り返って
社会奉仕委員会�
委員長　斎藤　栄一（天童東RC）

　当委員会は�①東日本大震災復興支援等の事業の継
続�②地区補助金を活用した各クラブのイメージ向上
活動支援�③「ロータリー希望の風奨学金」の周知活動
の三つの事業に取り組みました。
１　東日本大震災避難者支援事業
　東日本大震災等特別支援金（特別会計）は収入が
480万円（1,600名×3,000円）、使途としては県を通
じての被災者支援寄付金100万円、各クラブの東日
本大震災避難者支援事業への補助金200～230万円、
緊急時のための準備金として150～180万円が計上
されています。このうち各クラブの東日本大震災避
難者支援事業については地区内９クラブより補助
金申請の応募をいただきました。申請応募の事業内
容としては、⑴芋煮会等を通じた避難者交流事業�
⑵被災地区への楽器寄贈、空手競技タイマーの寄贈�
⑶チャリティコンサート開催、サッカー大会開催な
ど多様な形態の事業の申請がありました。
　このうち、山形北RCは「ロータリー希望の風チャ
リティコンサート」を平成28年１月23日、山形テル
サ大ホールにて700名参加のもと開催し、コンサー
トの収益金及び当日の募金活動の募金の合計金額
1,230,330円をロータリー東日本大震災青少年支援連
絡協議会（ロータリー希望の風奨学金）へ寄付され
ました。
　また、山形西RCは「石巻復興支援　山形名物い
も煮会」を平成27年10月３日、山形市馬見ヶ崎川の
河川敷にて石巻より100名、会員50名参加のもと開
催し、この模様は「ロータリーの友」2016年２月号
に写真入りで掲載されました。

２�　地区補助金を活用した各クラブのイメージ向上活
動支援
　2015-2016年度地区補助金承認事業として27件が
承認されました。内容は、社会奉仕15件、教育10件、
人道２件となります。補助金申請額は5,085,352円で
す。

３　ロータリー希望の風奨学金の周知
　「ロータリー希望の風奨学金」は東日本大震災に
より災害遺児となった青少年たちに、少しでも学業
を継続できるような教育支援をしていきたいとい
う会員の願いから立ち上げられています。
　この制度についての地区の関わり方は「ロータ
リー希望の風奨学金」制度を紹介し、各クラブの判
断で独自に参加してもらえるよう働きかけること
でした。『１』でも紹介しましたが、山形北RCがチャ
リティコンサートの収益金を東日本大震災青少年
支援協議会に寄付されました。

この一年を振り返って
国際奉仕委員会�
委員長　遠藤　隆一（山形中央RC）

　国際奉仕委員会委員長として、この一年間の活動に
ついて思い出す事と言えば、第一に、2015年11月18日
に、天童東ロータリークラブにおいての卓話に出かけ
たことであります。その際、天童東ロータリークラブ
創立30周年記念事業である「きれいな水をタイの子供
たちへ」と銘打ったグローバル補助金を活用しての浄
水器支援事業に関して詳細な情報をご提示いただきま
した。あわせて、前期になりますが、2015年３月７日
からの新関彌一郎PG、酒井彰GE、和田實財団小委員
長そして、天童東ロータリークラブの代表３名の計６
名が参加した、タイ国アムナトージャルン県の浄水器
設置の代表校バーンポンクヒン校での贈呈式の様子を
教えていただいたことは大変に勉強になりました。
　そして、第２番目の事として、2015－2016年度ガバ
ナー月信第９号（３月号）において、第2800地区での
国際奉仕活動のアンケート調査結果についての報告が
出来たことであります。地区内の活動はまだまだ活発
ではなく、改善の余地の大きいことが示されたと思い
ます。各クラブでの海外クラブとの交流がありますか
との質問に「あり」との回答は４クラブのみにとどまっ
ておりました。
　この一年を振り返ったときに、以上の二つを思い出
しました。来年度の活動の指針にしたいと思います。

この一年を振り返って
米山奨学委員会�
委員長　大久保章宏（山形南RC）

　今年度地区米山奨学委員会委員長を引き受ける事に
なり、前年度にガバナー補佐を担当しながら、地区米
山奨学委員会委員として前委員長の委員会運営を勉強
させて頂きました。そしていよいよ今年度のスタート
時に、米山奨学生の割当枠が前年度より２名少なくな
るとの連絡を受け、愕然としました。どの様にして割
当枠が決められるのか分かりませんでしたので、米山
記念奨学会に内容を聞き納得しました。正直初めて分
かった内容で、過去地区幹事も経験しましたが割当枠
の基準までは理解していませんでした。そして前年度
に２年間の奨学生を６名採用していましたので、今年
度は３名の枠しか無く、非常に狭き門となり選考試験
では難儀しました。その中でも海外応募奨学生として、
今年度も新モンゴル学園より一人採用出来ました事は、
地区の奨学委員会としても良かった事と考えておりま
す。
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一年を振り返って��大小委員長

　急遽行動目標を変更し、一人平均寄付額のアップを
目標に活動して参りました。前年度末が平均寄付額で
9,027円、今年度５月末で、お陰様で何とか10,083円と、
10,000円台に上乗せが出来ました。これも偏に地区内
ロータリアンの米山に対するご理解の賜物と心より感
謝申し上げます。しかし地区目標であります15,000円
までは険しい道のりです。与えられた委員長３年間の
任期の中で、少しでも目標達成に近づく様努力して行
きたいと考えております。
　18年度より奨学生枠の算定基準が変更されるようで
す。今後は特別寄付者の割合が大きなポイントとなる
ようです。全国平均の半分以下の特別寄付者割合の当
地区は、非常に不利な状況が予想されます。今まで以
上一人でも多くのロータリアンに、米山奨学事業を理
解頂きその結果として特別寄付が増える事を目指して
進めて行きたいと考えています。
　今年度はクラブ卓話に訪問させて頂いた回数が20件
でした。次年度も今年度以上の卓話依頼を頂き、多く
のロータリアンに米山奨学事業について説明したいと
考えております。
　最後に米山奨学事業は、ロータリー年度と異なり４
月よりスタートする事業です。そして今年度の成果は
２年後に結果として現れます。つまり継続して行く事
が非常に大切な事業です。今後とも米山奨学事業に皆
様方のご理解とご支援を宜しくお願い申し上げ、報告
とさせて頂きます。
　一年間ありがとうございました。

この一年を振り返って
ロータリー財団�
委員長　佐藤　豊彦（天童RC）

　酒井年度も残すところ一週間となりました。６月20
日、ロータリー財団委員会で今年度の地区補助金の最
終監査を致しました。各クラブにおいて、色んな奉仕
プロジェクトを積極的に実施して頂きましたことにお
礼を申し上げます。有り難う御座いました。
　私も、2013-2014年度にロータリー財団委員長の指
名を頂き、今年で３年目を迎えます。ロータリー財団
委員会は３年委員会になっていますので、３年間、皆
様方のご協力とご支援を頂きましたことに、この場を
お借りして、厚くお礼を申し上げます。
　顧みますと、ロータリー財団は2013-2014年度から
「未来の夢計画」としてスタートした年度に当たり、
2013年１月に、全世界から、530地区のロータリー財
団委員長がサンディエゴに集められました。日本から
も34地区のロータリー財団委員長が参加しての大々的
な「未来の夢計画」のスタートになりました。第2800
地区はノンパイロット地区としてのスタートであり、

それまでの、財団プログラムが全て変わってしまった
のですから、大変な試行錯誤を強いられたことは間違
いなく、軌道に乗せることは大変な苦労を強いられた
と認識しております。でも３年間経過してみると、こ
んなものかとの、年度としての委員会活動が出来る様
になりました。これも、皆様方の温かいご支援とご協
力のおかげと感謝を申し上げます。
　地区補助金とグローバル補助金に付いては、これか
らのロータリー財団委員会の指導のもと、各クラブで
知恵を出し合い、“世のため人のため”に生かしても
らえることがロータリー財団の意図するところで御座
います。これからも皆様方の寄付を頂いてのことであ
りますので、有効に活用頂きますことをお願いして、
３年間、私に頂きました、ご支援ご協力に対してのお
礼とさせて頂きます。有り難う御座いました。

実績への感謝と今後の一考察
ロータリー財団資金推進・管理委員会�
委員長　三浦　信英（白鷹RC）

　まずもって、当年度資金目標達成に向けたご協力と
実績に深く感謝申し上げます。最初に当年の財団寄付
の実績を報告いたします。（2016. ６. ６現在）
⑴150ドル（１人）達成クラブ� ３/50
　①187� 北山形
　②154.17� 小国
　③150.43� 白鷹
⑵100ドル（１人）達成クラブ� 13/50
　（⑴を含むと16/50）
⑶年次基金に寄付したクラブ� 50/50（100％）
⑷2015-2016年度
　１人100ドルを達成した場合の寄付額は
　　　　　　　　＄160.100（1,601人×100ドル）
　当年の達成額　＄132.492.31
　一人平均　　　＄82.76
以上の実績となりました。
　この実績を達成するに当たり、委員会では事務方よ
り１人150ドル送金のお願いや、セミナー、地区協議
等において再三お願いを申し上げ、各クラブ皆さんの
ご理解とご協力にすがってまいりました。その結果に
対し心から御礼申し上げます。
　しかしながら、各年度目標を１人150ドルと設定し
て以来、一度の達成を見ることが出来ず、目標額の設
定に思慮してまいりましたが、地区補助金の活用現状
（31/50クラブ申請）や、グローバル補助金など、国際
奉仕の観点等からも、地区としては＄160.000（１人
100ドル）以上の寄付額を達成しなければと思ってい
ます。ついては、年度当初の地区送金を、50ドルから
100ドルの増額に一考を呈して報告といたします。
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　５月21日午前10時30分より、
日本料理�嘯月において「ク
ラブ事務局担当者研修会」が
開催されました。
　この研修会は、長谷川ガバ
ナーエレクトの主催となりま
すが、酒井ガバナーをはじめ
内藤地区幹事、鈴木ガバナー
ノミニーからもご出席をいた

だいて、33名の参加者となりました。
　酒井ガバナーよりご挨拶をいただ
いた後に、出席者の紹介がなされ各
事務局担当者からは担当クラブを報
告していただきました。
　引き続き、長谷川ガバナーエレクトより、自己
紹介と2016－2017年度RIテーマ及び同年度の地区方
針・目標について説明がなされ、また、ロータリー
はクラブでの活動が基本であり、地区は各クラブを
支援することが一番の役割であること。各クラブ発
展のためには事務局担当者のご努力が大変重要であ

り、長谷川年度も引き続きご協力を
お願いしたいとのお話がありました。
　研修においては、①地区の業務の
流れとガバナー事務所・ガバナーエ

レクト事務所・
地区事務所（固
定事務所）の役
割分担、②公式訪問、③ガバナー月信・ロータリー
の友、④地区資金予算・送金カレンダーの各項目に
ついてガバナーエレクト事務所のスタッフより説明
とお願いがあり、⑤国際ロータリーに関する手続き
については地区事務所事務局員の菅野さんより手続
き・報告書等につき詳細に説明をいただきました。

　最後に内藤地区幹事から、酒井年
度での協力に対する感謝のご挨拶が
あり研修会を終了しました。
　終了後の昼食会では、老舗料亭の
和食を楽しみながら意見交換や情報

交換がなされ、有意義な時間を過ごしていただけた
ものと思っております。ご参加いただきました方に
感謝申し上げ、報告といたします。

　６月25日㈯米沢市の招湯苑
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。派
遣候補学生、来日学生、そし
て、今月までの１年間アメリ
カ・台湾に留学し帰国したば

かりの、菅江果子さん、山崎奈央さんも駆けつけて
くれました。自身に満ち溢れ、きらきらした瞳で「た
だいま。いろいろありがとうございました。」と言っ
て、駆け寄ってくる彼女達を見ると、これまでの苦
労が報われるおもいでした。
　委員会報告の中、酒井ガバナー、長谷川エレクト、
池田PGカウンセラーより挨拶を頂き、派遣候補学

生の準備状況、来日学生の帰国予定・近況報告、帰
国学生２人からも、１年間の留学での感想等の報告
を行いました。次年度の募集状況報告では、今年度、
2800地区オリジナルでポスターを新たに作製し、出
来る限り委員会メンバーで直接、高校や各ロータ
リークラブに手渡ししたお陰もあったのか、現在、
２～３件の問い合わせがあったと地区事務局より報
告を頂きました。
　その後、オリエンテーションでは、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

クラブ事務局担当者研修会報告

第７回青少年交換小委員会・最終オリエンテーション
「感動・感謝の最終オリエンテーション」

次期地区幹事
伊��藤��吉��明
（山　形）

青少年交換小委員長
遠��藤��伸��一
（寒河江）
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50周年記念式典を終えて
国際ロータリー第2800地区 
鶴岡西ロータリークラブ 
50周年実行委員長 

　　　今　間　勝　見

　庄内平野が濃い緑に染まり、清々しい６月18日に
当クラブの50周年記念式典を、酒井ガバナー・榎本
鶴岡市長はじめ多くのロータリアンの御出席を頂き、
心温まるお祝いと励ましの言葉で盛会の裡に開催出
来ました。それも一重に地区内ロータリアンの皆様
の友情とスポンサークラブで有る、鶴岡ロータリー
クラブ挙げての御支援の賜と感謝致しております。
　今回、歴史ある鶴岡西ロータリークラブの50周年
実行委員長を仰せつかりましたが、私のロータリー
歴を振り返る時、誠意を以て国際奉仕、社会奉仕、
職業奉仕を実践してきたとは言い難いものでした。

しかし、図らずも池田德博GNが誕生し、地区幹事
の職責を担う事と成り、池田ガバナー年度を終える
までの三年間で、地区内ロータリアンの「寛容」と
「友情」とロータリーの目的に真摯に向き合い取り
組む多くの方の姿に触れる事が出来ました。
　そして、この度の50周年記念式典を通して酒井ガ
バナーやパストガバナー、ロータリアンの皆様の友
情を再び実感する事と成りました。その事は私のみ
に留まらず、鶴岡西ロータリークラブ全員が同じ様
に感じたのだと思います。
　この度、創立50周年と云う節目を迎え、又、新た
に次なる節目に向かい、「寛容」と「友情」が常在
する地区内ロータリアンの皆様と共に、進んで参り
たいと願っております。
　今後とも地区内ロータリークラブの一員としての
鶴岡西ロータリークラブに対して、変わらぬ叱咤激
励を頂きます様、衷心よりお願い申し上げます。
有難う御座いました。

鶴岡西RC 50周年記念式典

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、
親善大使の役目を十分果たしたあかしとして、酒井
ガバナーから、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。

　その後、派遣候補学生２名の「決意表明」でした。
ご父兄も同席頂いた中で２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も頂き、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、ガバナー・内藤地区幹事をはじめ、出席
者全員が一人ずつ留学生・派遣候補学生・帰国学生
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、皆の言葉にも
愛が満ち溢れていました。
　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。
　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。
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　この度第2800地区石黒慶一
パストガバナーが、先の国際
大会に於いてRI理事ノミ
ニーに就任されました。また
同時に、池田德博直前PGが
RRFC（第一ゾーン）に就任
されましたことは、第2800地
区に於いても、また鶴岡西
RCに於いても大きな快挙で

あり、酒井年度を締めくくる祝事であります。
　６月26日㈰、鶴岡市の東京第一ホテル鶴岡に於
いて「就任をお祝いする会」が酒井G主催のもとに、
鶴岡西RCの企画実行によって開催されました。
　当日は、RI理事エレクト斎藤直美様、元RI理事
黒田正宏様をはじめ、パストガバナー、ガバナーエ
レクトの方々が地区内外よりご出席下さり、多くの
ロータリアンと共に出席者90名による盛大で祝意に
満ちた会を催す事ができました。
　酒井ガバナーの「日本のそして世界のロータリー
の為に頑張ってほしい」との激励の挨拶に始まり、
斎藤直美RI理事エレクト、黒田正宏元RI理事から
もご祝辞をいただきました。

　続いて石黒・池田両氏の謝辞が続き、石黒RI理事
ノミニーからは「身に余る光栄です。微力ながらも
日本を代表して言うべきことはしっかりと言い、そ
の職責を果たしていきたい」と、また池田RRFCか
らは「ロータリーへの理解を一層広められることを
念頭に、持てる力を発揮していきたい」との力強い
決意とお礼の言葉がありました。
　そして、
恒久基金/
大口寄付ア
ドバイザー
（第一ゾー
ン）佐原元
様のご発声
による乾杯
の後に和やかな祝宴が続き、終始和やかな祝いムー
ドの内に長谷川憲治ガバナーエレクトの閉会のご挨
拶により、お開きとなりました事をご報告致します。
　尚、鶴岡西RCにとりましては一週間前の「50周
年記念式典」に続く大きな催しであり、しかも鶴岡
西RCにとっては前例の無い『お祝いする会』であ
りまして、戸惑いつつもなんとか、お二人を送り出
す事が出来ましたことは、関係者の皆様そして多く
のロータリアンの友情と寛容によるものと深く感謝

申し上げるところ
であります。
　今後ともご両氏
へのお力添えをよ
ろしくお願い申し
上げます。

石黒PG  RI理事ノミニー  ・  池田直前G  RRFC
『 就任をお祝いする会 』　開催の報告

　昨日でいよいよ７日間の台湾一周の旅行も終わっ
てしまいました。５月はいろいろ毎日あり大変な月

でした。今月は台湾全部の台湾のロータリーの地区
が集まる会議がありました。自分たちの地区でトル
コのダンスをみんなで踊ったりしました。また、自
分は地区で中国語の弁論大会一位だったので、千人
くらいの人の前で一人で８分間のスピーチをしまし
た。すごく緊張して足震えてましたがきちんと堂々
と話すことができました。また、遠い地区にいる日
本人とも会って話すこともできました。その後中国
語スピーチ上位者としての旅行を高雄まで行ってき
ました。その旅行でもいろいろ貴重な体験をしてき
ました。また、今月の末にはビックトリップもあり、

青少年交換学生
月次報告書

酒 井 隆 次 さん 報告日：2016年６月５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）

実行委員長
木��村��有��為
（鶴岡西）
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７日間で台湾一周してきました。最後のみんなでの
旅行ですごく充実してました。毎日夜はみんなで話
したり、国旗にメッセージ書いたりして移動中のバ
スの中でみんな寝ていました。また３,４日目はイー
ストコーストに行って川で遊んだり、最も南のリ
ゾート墾丁に行って５つ星のホテルに泊まったり、
ジープの荷台に乗ったり、ペイントボールをしたり
などすごく楽しかったです。ほんとに充実した旅行
でした。７日間は全然足りないと感じました。帰り
際数人の留学生は帰国してしまうのでみんなで泣い
てはぐしあいました。これからもっと忙しくなるの
ですが、最後の１か月楽しんで充実したものにした
いです。

　こんにちは。留学生活も残り１ヶ月をきりました。
アメリカで生活してきた中で当たり前になっていた
ものがどんどん最後を迎えて、とても特別な時間
だったのだと寂しく感じる日々です。写真の数が今
までは１ヶ月に約100枚くらい撮っていましたが、
今月はなんと400枚を超えていて自分でも驚きまし
た。
　夏休みが始まりました。学校では夏休み前には大
きなテストがありました。アメリカ史、世界史、ス
ペイン語、数学の４教科のテストを受けたのですが、
数学以外の教科がすべて同じ日にあってなかなか大
変でした。しかし、先生にたくさん質問しにいった
り、友達と教え合ったりしながらなんとか乗り越え
ることができました。点数も１回目のテストのとき
より良くなっていたので嬉しかったです。
　終業式の後に、今まであまり遊んだことのなかっ
たメンバーで遊ぶことになり、科学館に行ってきま
した。たくさんの蝶のいる部屋にはいってみたり、
大きなシャボン玉を作ってみたり、初めてフェレッ

トを触ってみたりとても楽しかったです。初めて遊
ぶメンバーだったので最初は少し緊張したりもした
けど、とても楽しかったです。もっと早くたくさん
遊んでおけば良かったなぁなんて思います。
　ロータリーのミーティングも最後になりました。
たくさんのロータリアンの方に声をかけていただき
ました。また、今年１年の体験についてのプレゼン
テーションもしました。テスト期間と重なってしま
い、かなり大変でしたがたくさんの素晴らしい思い
出と精一杯の感謝を伝えることが出来ました。ほん
とうに素敵なホストロータリークラブの皆さんに恵
まれて幸せでした。また、5730地区での活動も他の
通学生と会うのも最後になりました。皆は最初から
ほぼ完璧に英語が話せて、悔しい思いをすることも
あったけど、たくさんの場面で支えてもらいました。
同じような悩みがあったり、各国の話をしたりする
のはとても楽しかったです。色々なところに一緒に
いってたくさんの思い出を作りました。みんなと出
会えたのは本当に奇跡だと思うし、出会えてよかっ
たなと思います。またどこかで会えたらいいなと思
います。
　ずっと通っていた教会に行くのも最後になりまし
た。キリスト教徒ではない私を受け入れてくれて、
たくさんのことを教えていただきました。教会でも
たくさんの友達ができました。悩んだときは相談に
乗ってもらったし、いろいろな話をしてたくさん笑
いました。教会に通った経験やそこで学んだことは
わたしにとってとても刺激的でした。
　ホストファミリーと�New�Mexico�の�Santa�Fe�と
いうところに
行ってきました。
そこはとても古
い伝統のある町
で、住宅も少し
インディアンの
家のような外見
になっています。
博物館にいったり、ショッピングにいったりしてと
ても楽しかったです。美味しいメキシコ料理もたく
さん食べました。すごく辛い青唐辛子を間違えてそ
のまま食べてしまって、しばらく舌がなにも感じら
れず、ただただ痛くなるアクシデントもありました
が、メキシコ料理をとても楽しみました。
　いよいよ帰国が近づいています。正直、あまり帰
りたくないですが、残りの日々を楽しんで生活した
いです。

菅 江 果 子 さん 報告日：2016年５月31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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須 合  　亮
酒田東RC

職業分類／普通銀行
入会日／2016.2.18

廣 瀬 裕 一
酒田東RC

職業分類／火災予防設備
入会日／2016.5.12

渡 辺 　 清
寒河江さくらんぼRC
職業分類／ホテル業
入会日／2016.5.10

熊 坂 靖 之
寒河江さくらんぼRC
職業分類／旅行業
入会日／2016.5.24

新 入 会 員 紹 介

㈲新庄東山焼
取締役会長
涌��井��弥��瓶

（新庄RC）
2016年５月29日ご逝去

享年86歳

訃  報

第27回米山功労者
メジャードナー
藤 川 享 胤
鶴岡RC

第18回米山功労者
メジャードナー
小 松 栄 一
寒河江RC

第３回米山功労者
マルチプル

伊 藤 明 彦
山形北RC

第21回米山功労者
メジャードナー
鈴 木 一 作
寒河江RC

第10回米山功労者
メジャードナー
和 田 　 廣
南陽東RC

第３回米山功労者
マルチプル

山 口 泰 助
米沢RC

第18回米山功労者
メジャードナー
伊 藤 義 彦
山形西RC

第７回米山功労者
マルチプル

池 田 德 博
鶴岡西RC

米山功労者
加 藤 　 亨
鶴岡RC

マルチプル
ポール・ハリス・フェロー
PHF+2

菅 野 欣一郎
南陽東RC

マルチプル
ポール・ハリス・フェロー
PHF+2

平 林 敏 男
南陽東RC

ポール・ハリス・フェロー
PHF

梅 津 雄 一
村山ローズRC

ポール・ハリス・フェロー
PHF

黒 沢 信 彦
南陽東RC

メジャードナー
小 松 栄 一
寒河江RC

マルチプル
ポール・ハリス・フェロー
PHF+1

小 泉 俊 哉
山形中央RC

ポール・ハリス・フェロー
PHF

岡 崎 鹿 造
白鷹RC

米 山 功 労 者 ポール・ハリス・フェロー
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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 2016.5.31 2016.6.30 年初からの増減数 累計

出席率会員数 会員数 出席率 会員数 出席率 増 減

第
１
ブ
ロ
ッ
ク

1 酒 田 31（３） 33（３） 95.96 33（３） 92.12 ６（０） ４（０） 86.37
2 酒 田 東 35（５） 36（５） 61.10 35（５） 89.90 ３（０） ３（０） 79.28
3 酒 田 中 央 35（０） 35（０） 87.38 35（０） 85.52 １（０） １（０） 85.55
4 酒 田 ス ワ ン 16（５） 16（５） 78.13 16（５） 89.06 ０（０） ０（０） 84.12
5 酒 田 湊 16（３） 17（３） 94.12 16（３） 88.24 １（０） １（０） 88.05

第
２
ブ
ロ
ッ
ク

6 鶴 岡 33（４） 34（４） 78.33 33（４） 70.34 ２（０） ２（０） 75.64
7 鶴 岡 西 33（５） 35（５） 75.49 33（４） 82.35 ２（０） ２（１） 82.59
8 余 目 25（０） 27（０） 81.73 27（０） 96.15 ３（０） １（０） 83.86
9 立 川 16（０） 15（０） 80.95 14（０） 71.43 ０（０） ２（０） 78.20
10 鶴 岡 東 30（１） 30（１） 85.71 29（１） 79.81 １（０） ２（０） 81.95
11 鶴 岡 南 21（４） 20（４） 94.54 20（４） 80.56 ０（０） １（０） 83.82

第
３
ブ
ロ
ッ
ク

12 天 童 40（３） 44（３） 98.57 44（３）100.00 ５（０） １（０） 96.34
13 東 根 33（０） 34（０） 85.29 33（０） 82.35 ４（０） ４（０） 84.13
14 天 童 東 51（０） 51（０） 73.20 51（０） 79.50 １（０） １（０） 77.96
15 天 童 西 19（２） 20（２） 90.00 19（２） 82.50 ３（０） ３（０） 84.97
16 東 根 中 央 39（２） 54（３） 66.80 49（３） 79.25 15（１） ５（０） 86.42
17 村 山 11（０） 10（０）100.00 10（０）100.00 ０（０） １（０）100.00
18 新 庄 14（２） 17（２） 82.35 17（２） 83.82 ３（０） ０（０） 84.92
19 尾 花 沢 20（０） 20（０） 86.67 20（０） 82.00 ２（０） ２（０） 79.99
20 最 上 21（１） 23（１） 36.79 23（１） 65.11 ２（０） ０（０） 52.13
21 尾 花 沢 中 央 14（０） 16（１） 93.75 16（１） 95.00 ２（１） ０（０） 94.90
22 村 山 ロ ー ズ 20（５） 18（５） 79.46 18（５） 80.56 ０（０） ２（０） 81.24
23 新 庄 あ じ さ い 16（０） 17（０） 88.24 16（０） 86.67 １（０） １（０） 82.11

第
４
ブ
ロ
ッ
ク

24 寒 河 江 54（１） 55（１） 77.08 52（１） 83.22 ２（０） ４（０） 84.37
25 大 江 19（２） 19（２） 90.02 19（２） 90.65 ０（０） ０（０） 91.62
26 河 北 27（０） 30（０） 79.63 29（０） 81.78 ４（０） ２（０） 79.82
27 寒河江さくらんぼ 39（３） 39（３） 79.84 39（３） 83.98 ３（０） ３（０） 86.23
28 西 川 月 山 15（０） 14（０） 67.63 13（０） 66.06 ０（０） ２（０） 69.94

第
５
ブ
ロ
ッ
ク

29 山 形 91（１） 94（２）100.00 91（２）100.00 ８（１） ８（０）100.00
30 山 形 北 60（０） 58（０） 94.24 60（０） 93.37 ３（０） ３（０） 92.50
31 山 辺 21（０） 26（０） 97.33 26（０）100.00 ５（０） ０（０） 96.54
32 山 形 南 51（２） 54（２）100.00 50（２）100.00 ５（０） ６（０） 99.85
33 中 山 16（１） 15（０） 81.67 15（０） 75.00 ０（０） １（１） 78.25
34 山 形 西 95（０） 99（０） 93.77 99（０） 94.94 ９（０） ５（０） 94.85
35 上 山 14（２） 15（２） 91.11 15（２） 85.00 ３（０） ２（０） 86.81
36 山 形 東 34（１） 34（１） 85.61 35（１） 87.93 １（０） ０（０） 86.09
37 山 形 中 央 42（４） 42（４） 97.12 41（３） 97.86 ２（０） ３（１） 91.78
38 山形イブニング 34（２） 34（２） 60.94 31（２） 58.33 ２（１） ５（１） 64.71

第
６
ブ
ロ
ッ
ク

39 米 沢 55（６） 60（６） 86.67 58（６） 80.29 ９（０） ６（０） 87.95
40 米 沢 上 杉 65（３） 67（３）100.00 64（３）100.00 ２（０） ３（０）100.00
41 高 畠 50（４） 52（３） 64.10 52（３） 78.84 ３（０） １（１） 80.07
42 米 沢 中 央 36（４） 42（５） 96.03 41（５）100.00 ６（１） １（０） 97.66
43 米沢おしょうしな 28（２） 28（２） 74.11 28（２） 76.79 １（０） １（０） 83.12
44 長 井 31（１） 31（１） 80.02 30（１） 83.04 ２（０） ３（０） 77.92
45 南 陽 15（３） 14（１） 92.30 13（１） 96.20 １（０） ３（２） 93.90
46 白 鷹 19（０） 19（０） 92.98 19（０） 94.74 ０（０） ０（０） 93.47
47 小 国 18（０） 19（０）100.00 18（０）100.00 １（０） １（０） 90.09
48 南 陽 東 33（１） 38（２） 73.65 38（２） 79.17 ８（１） ３（０） 79.50
49 長 井 中 央 20（１） 22（１） 84.85 20（１） 82.73 ２（０） ２（０） 83.62
50 南 陽 臨 雲 28（２） 30（２） 70.00 28（１） 74.44 ２（０） ２（１） 75.54

合　　　計 1,599（91）1,672（92） 84.11 1,631（89） 85.73 141（６）109（８） 85.21
※（　）内は女性会員数



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
※７月20日をもちまして直前ガバナー事務所は閉鎖いたしました。

表紙・裏表紙写真

2800地区  2015-2016年度 GOVERNOR'S

　ガバナー月信の編集と言う大切な役目をお引き受けし、昨年７月号を発刊
以来この総括号で13回の月信を発行する事が出来ました。これも偏に酒井
ガバナー始め内藤地区幹事、ガバナースタッフの皆さんや常に原稿を書いて
頂いたりご指導頂いた地区役員の皆様、そして地区のロータリアンの皆様の
ご協力の賜と厚く感謝申し上げます。
　当初は酒井カバナーが地区ロータリアンに訴え続けてきた事を、どの様に
伝えるかを考え編集活動をして参りました。不慣れで上手く伝達出来なかっ
た時もありましたが、編集委員会スタッフの皆様や事務局のご協力で何とか
全巻を期日通り発刊出来、安堵しています。これで次年度にバトンタッチし
ます。一年間の感謝と次年度のご活躍を祈念し編集後記と致します。

� ガバナー月信 編集長  中村 隆志

【編集後記】 

１年間有り難う
ございました。

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

　米沢市にある米沢藩上杉氏の菩提寺である曹洞宗の寺院で、直江
兼続の菩提寺でもあります。山号は春日山（かすがさん）です。
　上杉氏の本拠地があった春日山城（現在の新潟県上越市）の山麓
に建立された林泉寺を元としています。関ヶ原の戦いの後に米沢に
移った上杉景勝の実母仙洞院（仙桃院とも呼ばれる。上杉謙信の姉、
長尾政景の妻）が元和３年（1617年）に林泉寺14世・万安大悦を
招聘して同号の寺を建立されました。
　謙信の遺骸は慶長17年（1612年）に米沢城本丸内に設けられた
堂に安置され城内に建立された真言宗寺院21か寺によって守護さ
れたため林泉寺は謙信廟所ではなくなりましたが、藩主上杉氏の菩
提寺として尊崇されました。藩主の正室や子女の墓が安置されると
ともに上杉氏代々の菩提寺であったことから米沢藩内では大きな影
響力を持ち、寛文４年（1664年）には当時米沢藩を構成していた
３郡（置賜・信夫・伊達郡）の僧録に任じられました。
　現在の林泉寺境内には直江兼続夫婦の墓をはじめ、仙洞院、武田
信玄の娘で景勝正室の菊姫をはじめとする歴代藩主の夫人、菊姫の
弟で上杉氏に仕えた武田信清などの上杉氏の子女・縁者や、分家で
ある米沢新田藩の歴代藩主、米沢藩重臣の墓があります。また上杉
治憲（鷹山）側室お豊の方の墓も林泉寺境内に設けられました。

林泉寺 （米沢市）

直江兼続夫婦の墓


