会員増強・新クラブ結成推進月間について

国際ロータリー2800地区
2016-2017年度ガバナー

８月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」であ

長谷川 憲治

たは）世界において奉仕する意欲のある成人によっ

ります。しかし、当 2800 地区の現況を考えますと「新

て構成されるものとする」と規定されておりますし、

クラブ結成推進」は目指すべきではないと判断し、

ジャーム RI 会長も「私たちが目指すのは、単にロー

「会員増強」についてのみ申し上げます。
今年度の地区目標の一つに「会員の増強と育成」

タリアンの数を増やすことではなく、ロータリーに
よる善き活動をより多く実現させ、将来にロータ

を掲げ、数値目標として「各クラブ 1 人の会員数純

リーのリーダーとなれるロータリアンを増やすこと

増、年度末で 1,700 名を目指す」を挙げました。会

です。」と述べておられます。つまり、真のロータ

員増強の重要性は今更申し上げる迄もないと思いま

リアンに相応しい候補者を選定する事の必要性・重

すが、組織の維持発展の根幹を為すポイントであ

要性は全く変わっておりません。その事を念頭にお

ります。幸い当 2800 地区は各年度末の数値を見る

いて候補者を選んで頂きたいと思います。

と、’
14.6.30 の 1,586 名 か ら ’
15.6.30 は 1,609 名（+23

候補者を選んだらいよいよ勧誘活動に入る訳であ

名）、’
16.6.30 現在では 1,631 名（+22 名）と増えて

りますが、やみくもに会員を入会させる事だけに走

おりまして、ここ 3 年は増加基調と言って良いので

らず、是非ロータリーの意義や魅力を説明して勧誘

はないかと思います。各クラブの会員増強に対する

して欲しいと願っております。

ご理解と推進に深く感謝申し上げます。しかし、そ

そして目出度く入会して頂いたら、それからが又

れでもピーク時の 2,539 名に比べれば大幅な減少で

重要であります。きめ細かいフォローが無ければ折

ありまして、今年度も会員増強が主要なテーマで有

角の新入会員も、友達も出来ずロータリー活動に魅

り続ける事は間違い有りません。

力を感じて頂けず、スリーピングや退会に繋がる危

さて、会員増強と言いますと、候補者のピックアッ

険性が有ります。新入会員はクラブにとって金の卵

プや勧誘活動に目が行きがちでありますが、その前

です。是非、会長・幹事はもとより、推薦人の方々

にもっと重要なポイントが有ります。それは、「活

に責任を持って指導・育成をして頂くようお願い致

発で楽しく有意義なクラブ作り」をする事でありま

します。そして新入会員の方がクラブメンバーと打

す。それが為されないまま新入会員を入会させても、

解け、例会へ出席するのが楽しみになり、ロータリー

ロータリー活動に魅力や意義を見出して貰えず、ス

活動の意義や魅力を感じ取って頂けるようになる事

リーピングや退会に繋がる可能性が高いと思いま

を期待しております。

す。従って会員増強のポイントの一つは先ず「活発

会員増強の目的は、単に会員数を増やす事ではな

で楽しく有意義なクラブ」を確立する事だと強調し

く、真にロータリアンとして活躍して頂ける会員を

ておきます。

増やし、活発で楽しいクラブ作りと有意義なロータ

二つ目のポイントは候補者の選定であります。今

リー活動を展開して頂く事にあります。そんな会員

回の規定審議会での改定で会員資格 6 項目が削除さ

増強活動を続けて頂き、会員増強目標を達成して頂

れ一見ハードルが低くなったかのように感じられま

くよう宜しくお願い致します。

す。しかし、
「クラブは善良さ、高潔さ、リーダーシッ
プを身をもって示し、職業上および（または）地域
社会でよい評判を受けており、地域社会および（ま
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ガバナー補佐あいさつ
り、会長、幹事さんを始めとする今年度の各クラブ

第 1 ブロック

リーダーの皆様が、一年間の活動を円滑に行えます

赤谷

典夫

（酒田スワン）

゛喜んでいる人を見るのは
楽しい゛
ジョン・ジャーム RI 会長は「人類に奉仕するロー
タリー」を RI テーマに長谷川憲治ガバナーは地区
方針・目標を「ロータリーの意義・魅力の再発見と

よう、その一助になれれば幸いと考えております。
我々第 2 ブロックからは、石黒慶一パストガバ
ナーが RI 理事、池田德博パストガバナーが、2016
‐2019 年度 RRFC（第 1 ゾーン）に就任されました。
幸い他にも、経験豊富な方が多数おられます。よき
先輩のご指導も頂きながら活動をして参りたいもの
です。
また１人でも多くの仲間を増やし、さらにはロー

奉仕・友情・自己研鑽の実践を」と定められました。

タリーを広く一般の方からも認識、理解をしてもら

担当するクラブが効果的に運営されるようサポート

うべく、行動を興し自分自身を磨く砥石を与えられ

することによって、ガバナーを補佐することと、私

たと考え、欲を言えば、「ロータリーを楽しもう」

の役割が定められています。そして地区方針の伝達

の精神でガバナー補佐の大役を果たしてまいりたい

と徹底は、最優先の責務であります。RI テーマと

と考えます。一年間宜しくお願い致します。

長谷川ガバナーの方針・目標は、ロータリーが人
類にとって果たしてきた役割とその活動の再確認
を…、そしてさらなる意義と魅力を見出しての奉仕
の実践が多くの友情を得ることができるとのメッ

第 3 ブロック

セージであると受けとりました。

斎藤

゛喜んでいる人を見るのは楽しい゛ことです。周囲
の、ブロックの、地区での、そして世界中の人の笑
顔が、私たちロータリアンの活力剤であります。ク

栄一

（天童東）

ご挨拶

ラブ例会のテーブルの周囲はそれらをなすための笑
顔でいつも一杯であることを、私は、年度４回は訪
問させていただき、ガバナーに報告できるものと確
信しております。

今年度、第３ブロックガバナー補佐を仰せつかり
ました、天童東ロータリークラブの斎藤栄一です。

一年間よろしくお願い申し上げます。

長谷川ガバナーは「世界のために良い事してきた
ロータリーは実にすばらしい団体であり、世界に誇
れる団体である」ことを再認識・再確認したと熱く
語られ、地区内ロータリアンに対し、胸をはって真
摯にロータリー活動に取り組むことを望んでおられ

第 2 ブロック

ます。

佐々木

源幸

（余目）

一年間宜しくお願い致します

そして、今年度の地区方針として「ロータリーの
意義・魅力の再発見と奉仕・友情・自己研鑽の実践
を」を掲げられました。ガバナー補佐の責務はこの
地区方針と目標を担当クラブへ伝達し徹底を図るこ
ととされています。今年度１年間ガバナー補佐とし

長谷川憲治ガバナーの元、RI テーマ「人類に奉

ての責務を常に念頭に置き、長谷川年度が輝かしい

仕するロータリー」、ガバナーの 4 重点推進項目、6

ものであることを願い微力ながら支えていきたいと

目標、我々 AG に与えられた 13 項目の達成目標、

思っております。会員の皆様のご協力ご支援をお願

指針を基本に、ガバナーと各クラブのパイプ役とな

い申し上げます。
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ガバナー補佐あいさつ

第 3 ブロック

第 5 ブロック

佐藤

勝也

長沢

（村山）

ご挨拶

一好

（山形南）

ご挨拶

今年、長谷川憲治ガバナーより第３ブロックガバ

今 年 度、 長 谷 川 憲 治 ガ バ ナ ー よ り 拝 命 を 受 け

ナー補佐として、各クラブの連絡係としての大役を

2016-2017 年度の第５ブロック担当、ガバナー補佐

与えられ、未熟な私には務まるかどうか心重くして

をさせて頂く事になりました、山形南ロータリーク

おります。

ラブの長沢一好です。

本年度、地区方針・目標「ロータリーの意義・魅
力の再発見と奉仕・友情・自己研鑽の実践を」
これらの方針・目標を良く理解し、「世界のため

入会は 1987 年であり、30 年間在籍はあるものの、
ロータリーの知識に関しましては誠に恥ずかしい限
りであります。

に良い事をしてきた」「世界のために良い事をして

一年間ご指導を宜しくお願い申し上げます。

います」と実感できる様、ガバナーとのパイプ役と

今年度、ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長のテーマ

して皆さんと一緒に勉強し、活動していきたいと考

は「人類に奉仕するロータリー」を掲げられ、1905

えております。

年発足以来、111 年間の実績を述べられましたそれ

一年間、どうぞよろしくお願い申し上げます。

らを受けて長谷川憲治ガバナーは地区方針に「ロー
タリーの意義・魅力の再発見と奉仕・友情・自己研
鑽の実践を」いかに世界的に意義活動を続けて来た
かを再発見をして頂くため具体的目標として
１、例会の充実

第 4 ブロック

２、会員の増強と育成

工藤

亮輔

（河北）

ご挨拶

３、ロータリーのイメージ向上
４、各種行事への積極的参加の推進
５、財団と米山奨学会への寄付の推進と啓蒙
６、奉仕活動の更なる充実
を掲げられました。長谷川ガバナーの方針、目標達

今年度、長谷川憲治 RI 第 2800 地区ガバナーより

成のために一年間微力ではありますがガバナー補佐

委嘱を受け、2016-2017 年度のガバナー補佐の大役

として頑張りますので、何卒ご支援ご協力よろしく

をお引き受けすることとなりました。ジョン、ジャー

おねがい申し上げます。

ム RI 会長は、
「人類に奉仕するロータリー」。RI テー
マとなりました。長谷川ガバナーの方針・目標は
「ロータリーの意義と魅力の再発見と

奉仕・友情・

自己研鑽の実践を」と定められました。価値あるロー
タリーライフが送られます様に、皆様方のクラブと
地区との連携を深め一年間ガバナー補佐として一緒
に活動を進めて参ります。素晴らしいロータリーの
時を過ごしましょう。一年間宜しくお願い申し上げ
ます。
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第 5 ブロック

中山

眞一

（山形西）

ご挨拶

ガバナー補佐あいさつ
この度、第 5 ブロックガバナー補佐をお引受けす

見と奉仕・友情・自己研鑽の実践を”を目標に掲げ、

る事になりました。ガバナー補佐は大役であります

ロータリアンメンバーともに喜びや感激を分かち合

が、精一杯努めますのでご協力とご指導をお願い申

う事を提唱なさいました。ガバナー補佐としてこの

し上げます。

精神に少しでも役立つよう、私も非力ながらお手伝

ロータリークラブ創立時のアメリカでは、類似の
社会人の親睦団体が数多く出現したようですが、現

いさせて戴きますので一年間皆様よろしくお願いい
たします。

在では数団体を除き消滅しているそうです。その中
でロータリーが存続している理由は色々あると思い
ますが、予告なしで世界中のどのロータリークラブ

第 6 ブロック

の例会にも出席することができ、地域を代表する職

今

業人が互いに啓発し合い、職場の業務から解放され、
仲間として多くの人と出会うことができる等、魅力
ある団体であるからと感じております。

（小国）

2016〜2017年度
ガバナー補佐就任挨拶

長谷川憲治ガバナーは、「ロータリーの意義・魅
力の再発見と奉仕・友情・自己研鑽の実践を」を地
区方針・目標に掲げています。

良明

私がロータリークラブに入会したのは約 11 年前

今年度、ロータリーの魅力を分かってもらい、さ
らに元気なクラブになる様、皆様と共に活動したい

です。
入会して何年か経過して、幹事・会長をした頃は、

と考えております。2016 ～ 17 年度の一年間宜しく

ロータリークラブはどういう団体なのか良く分から

お願い申し上げます。

ず、又何をしたら良いのかも分からずじまいでした。
そうこうしているうち、1 年の任期が経過していま
した。
振り返ってみれば、私の仕事は 43 年間ずっと現
場で働く事でした。時には数十メートルの高所でク

第 6 ブロック

レーンを運転したり、又時には数十メートルの地下

齋藤

栄助

（米沢中央）

ご挨拶

の狭い場所で機械を据付たり、配管をしたりと、男
だけの社会で仕事をしてきました。
昨年 10 月、ガバナー補佐に内定した時からどの
様な活動や行動を行ったら良いのか迷いました。し
かしながら、各種のセミナーやペッツ等に参加して

この度、長谷川ガバナーより委嘱を受け第６ブ

研修を受けているうち、段々と解ってきたのは、余

ロック（米沢・高畠）のガバナー補佐を拝命致しま

計なことは考えず気楽に行動をすれば良いという事

した。ロータリー歴だけは永いのですが不勉強でし

でした。そう考えると、各ロータリークラブにガバ

たので、皆様からの質問への速やかな対応は難しい

ナー補佐の引き継ぎや、クラブ協議会等と訪問して

ですが、丁寧に調べてお伝えしたいと思っています。

いるうちに、自分自身を振り返る事が出来る様に成

長谷川ガバナーは自ら話されています、「以前は

りました。

それほどまでにロータリーに強い関心を示して来な

これから約一年間、第 6 ブロックのガバナー補

かったが、内容を知れば知るほど実に素晴らしい団

佐として、インターシティミーティングや長谷川ガ

体である」。と数多くの団体で活躍されてきたガバ

バナーの各クラブ公式訪問が行われる訳ですが、出

ナーが声を大にして話されています。ロータリーに

来るだけ各クラブ会員皆様方と数多く対話をして、

は私達が気づかない魅力が数多くあります。今年は

より良いロータリー活動が出来る様に心掛けてまい

ＲＩテーマを受け“ロータリーの意義・魅力の再発

りたいと思います。
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大小委員会委員長紹介
プです。特に各クラブの社会奉仕委員会におかれて
は、年度前 3 月 31 日が「地区補助金申請」の締切り、
６月 30 日が「東日本震災避難者支援基金」の復興

職業奉仕委員会
委員長

支援事業の申請書提出日となっておりました。各ク

富樫 松夫（鶴岡）

ラブの会長・幹事・社会奉仕委員会の素早い対応を
大変ありがたく思っております。おかげ様で、前者
が 30 数クラブの申請、後者も昨年同様の申請が有

この度、職業奉仕委員長の大役を仰せつかりまし
た富樫と申します。

りました。長谷川ガバナー年度のスタートにあたり、
各クラブの審査確定事業の素晴らしい計画実行と成

今まで、地区のいくつかの役職は引き受けました

果をご祈念いたします。

が、職業奉仕委員長というロータリーの根幹である

さて、ロータリアンの個人や事業上での奉仕活動

委員長を職業奉仕委員を一度も取組んだことのない

の実践はロータリーの根幹をなすものであります。

私のような浅学菲才な者が引き受け、ロータリーア

しかしながら個人奉仕は自分の思いや生き方の自分

ンの皆さんの足を引っ張るのではないかと不安で

への評価で外部への発信は余りありません。私たち

いっぱいですが、長谷川ガバナー、和田カウンセラー

社会奉仕を推進する者にとっては、地域に必要とさ

のご指導のもと、委員に選んで頂いた皆さんはベテ

れる社会奉仕が沢山あることを、多くの人々にＰ

ラン揃いですので、安心して一生懸命努めさせて頂

Ｒ・発信することが重要と思っています。各クラブ

きますので、宜しくお願い致します。

の組織での社会奉仕が地域社会に奉仕の渦を巻き起

昨今のロータリーを取り巻く環境は厳しいものが
あると思っております。経済情勢然り、今年４月に
開催された規定審議会で採択された立法案、制定案、
その様な状況の中、ジョン・ジャーム RI 会長、長

こし、ロータリーのイメージ向上につながれば幸い
です。
地区補助金を活用した社会奉仕をこれからもクラ
ブ内で繋げてゆくことをお願いし結びとします。

谷川ガバナーの打ち出した方針等を踏まえ、当初掲
げた目標を着実に実行し、クラブ内でのロータリー
アン同士のコミニュケーションの場となり、「世の
ため人のために奉仕する心をもって職業を営む」、
職業奉仕本来の理念を皆さんと一緒に取組んで参り

国際奉仕委員会

たいと思っておりますので、皆さんのご指導ご協力
宜しくお願い致します。

委員長

遠藤 隆一（山形中央）

いよいよ、「人類に奉仕するロータリー」をテー
マに 2016-17 年度国際ロータリーの活動が始まりま
した。私たちの第 2800 地区も長谷川憲治ガバナー

社会奉仕委員会
委員長

武山

のもと、新しい年度の活動に入っております。
茂（天童東）

長谷川ガバナーよりの国際奉仕委員会に対しての
ご指示は次の二点です。
＊グローバル補助金を活用できる企画・立案等の

ロータリー財団の「未来の夢計画」のもと 2013
年７月より新しい財団プログラムが導入されて三年
が経過し、地区補助金の申請時期も固定化されまし
た。早いスタートを求められているのが奉仕グルー
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研究と奨励
＊海外クラブとの交流（姉妹クラブ締結等）・合
同事業等の研究・援助
私たちの第 2800 地区における国際奉仕活動は、

大小委員会委員長紹介
今のところそれ程活発なものとは言い難い状況にあ

の皆様方にご理解を頂き支えて頂ける様に努力して

ります。その事はガバナー月信第９号（2015-16 年

参ります。ガバナー、ガバナー補佐の皆様方にもお

度、vol.9）に掲載されたアンケート調査でも明らか

声がけをお願いします。是非米山の卓話、奨学生の

になったことだと思います。長谷川ガバナーが、今

卓話にて皆様方のクラブに訪問させて頂きたいと思

回提示された上記二つの課題がそのまま 2016-17 年

います。宜しくお願いします。

度 2800 地区ロータリークラブの国際奉仕委員会の
活動目標になります。
ロータリー財団の仕組みについて、良く勉強しな
ければなりませんし、各ロータリークラブの希望・
計画についても緊密な情報交換を行って、活発な活
動ができるように努めていきたいと考えておりま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

補助金・奉仕プロジェクト
委員会
委員長

小松 栄一（寒河江）

第６代 RI 会長アーチ・クランフの「世界で良い
ことをしよう」との提唱で創立されたロータリー財

米山奨学委員会
委員長

大久保 章宏（山形南）

団は、2017 年設立百周年にあたります。R 財団は、
この記念すべき年にポリオ撲滅を宣言する為に世界
中で活動してきました。2016 年上半期のポリオ発
生状況は、パキスタンで 11 名、アフガニスタンで
6 名でした。世界からポリオを無くすまでまさにも

昨年より引き続き地区米山奨学委員会委員長を担
当します。昨年一年間各クラブの会長・幹事・米山

う一歩のところまで来ています。地区内全会員のご
協力をお願い申し上げます。

委員長の皆様方にお世話になりました。初めての米

また、今年度は池田德博 PDG が第 1 ゾーンの R

山奨学会委員長として色々な事にチャレンジして来

財団地域コーディネーターに就任される事が決定し

ました。ご協力を頂きました全会員に心より感謝申

ており、“2800 地区をあげて支援すべき”と考えて

し上げます。全力で今年度も取り組んで行きたいと

おります。この支援とは、財団に対する理解を深め

考えております。

ること、そして財団への様々な寄付を継続すること

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

であり、それが長谷川ガバナーへの大きな協力にな
る事もご理解いただけるものと思います。

れ、ロータリークラブの活性化と国際交流の架け橋

補助金・奉仕プロジェクト委員会は、地区財団活

になって頂きたい夢を持って活動しています。昨年

動資金の有効活用のために、地区補助金へのご理解

は皆様方に少しは米山奨学事業についてご理解頂い

を深めていただくこと、グローバル補助金の対象と

たのか、一人平均寄付額で約 1,000 円の増額が出来、

なるプロジェクト発掘が役目であります。さらには、

10,000 円台に伸ばす事が出来ました。しかし特別寄

財団奨学生の派遣や職業研修の機会を設けることも

付者割合では、全国平均 40％より大きな差が有る

目的となっており、委員一丸となりこの課題に取り

16％に留まっています。米山奨学事業は日本のロー

組んでいく所存です。

タリー活動で一番の奉仕活動であります。最大の奉

私たちは、資金推進・管理委員会と協力し、ロー

仕活動を皆様方と共有し、ご理解頂き地区全体の大

タリー財団の目的や使命を地区内クラブやロータリ

きな活動になる様、今年も色々と無い知恵を出し企

アンに伝え、自ら進んで寄付をするロータリアンが

画して参ります。19 年度より受入奨学生の算定基

増えるよう努めます。地区内会員の皆様のご協力を

準が変わります。新算定方法を見据え少しでも多く

切にお願いいたします。

7

クラブ奉仕グループセミナー報告

クラブ奉仕グループセミナー挨拶
ガバナー

長谷川 憲治

本日は、お忙しい中、又ご遠方よりもこのセミ

理解頂けると思います。是非、今日のセミナーで良

ナーにご出席を頂き、誠に有難うございます。今年

く学び、討議して頂き、これからのクラブ運営に活

度の最初の行事でございますので、是非有意義なセ

かして頂ければと念願しております。

ミナーとなりますよう祈っております。

基調講演には、九里学園高等学校の遠藤英先生を

さて、今日お集まり頂いております皆さんが担当

お招きし「上杉鷹山の訓え」のタイトルでお話を頂

されるクラブ奉仕グループは、各クラブの運営・維

きます。クラブ運営にも繋がるリーダーシップの在

持発展に欠かせない委員会であります。クラブ管理

り方について示唆に富むお話がお聞き出来るのでは

運営委員会は、活発で楽しいクラブ運営の中核を担

と期待しております。

う委員会でありますし、会員増強委員会・クラブ

さて、もう一つの話題ですが、今年の規定審議会

25 小委員会は各クラブの維持発展に欠かせません。

で大幅な改定がなされました。特に、例会を月 2 回

又、ロータリー情報と広報小委員会は二つの意義が

以上開催すれば良いという点は多くの論議を呼んで

有ります。一つは、RI 等のロータリー情報を正し

おりますが、当 2800 地区では少なくとも今年度は

く地区内各クラブ・会員に伝える事でありますし、

出来れば従来同様の例会開催を続けて頂きたいと地

同時に各クラブで実施しておられる意義ある活動を

区研修協議会の席上申し上げております。秋口には

地区内外の各クラブはもとより、広く地域社会の皆

斎藤直美 RI 理事を中心に日本としての考え方を示

さんにも知らしめて、ロータリー活動やロータリー

したいとの事ですので、定款・細則の変更等はそれ

クラブへの正しい理解を得る事であります。そう考

迄お待ち頂き、当面は従来通りの例会運営をして頂

えますと、皆さんが担当される委員会の重要性がご

きたいと希望を申し上げまして挨拶を終えます。
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クラブ奉仕グループセミナー

クラブ奉仕グループセミナー講話 「上杉鷹山の訓え」
報告／会員増強委員会広報小委員会委員長

髙橋 眞己

（南陽東）

平成 28 年 7 月 2 日クラブ奉仕グループセミナー

雨乞いでは、皆が一生懸命雨乞いをやっているの

講話が開催されました。
「上杉鷹山の訓え」の題目で、

に、自分がやらないでいられないだろうと、鷹山公

遠藤英先生よりご講話をいただきました。

自ら雨乞いに参加し、農村の視察も、藩主であると
わかってしまうときっと気を遣うことだろうと、お

上杉鷹山公は、米沢藩の財政を立て直すさまざま

忍びで行ったと言われています。現場主義の鷹山公

な改革を行い、現在でも、経済情勢、社会情勢が苦

の改革により、人々は、自分たちはいつも見守られ

しい時期を迎えるたびに、鷹山公の改革、訓えがク

ているという実感を持つことができました。「この

ローズアップされ、高い評価を得ています。なぜ、

お殿様なら、何かやってくれるかもしれない、今迄

高い評価を得られているか、その理由のひとつとし

の殿様とは違うかもしれない」と人々に勇気、希望

て、上杉鷹山公の改革は、皆をひとつにまとめた点

を与えました。

が挙げられます。なぜ、皆が一丸となって取り組む

第二に、鷹山公は、改革の足並みをそろえるため、

ことができたのか、その改革は、どのようなもので

「教育」にも力を入れました。教育がなければ、い

あったか、遠藤英先生の御講話より、その改革の目

くら指示を出しても、うまくいきません。環境、ルー

的、鷹山公の強い信念を知ることができました。

ルを整え、教育をすることで、自然と人々は動くと

鷹山公は、17 歳という若さで、米沢藩第藩主と
なったわけですが、鷹山公が藩主になって最初の決
意として詠んだ詩があります。
「受けつぎて 国のつかさの身となれば、忘るまじき
は

民の父母」

説きました。
その教育の例として、身分ごと、地域ごとに設置
した備籾蔵があります。
藩の財政が、石高で表される時代だったため、米
は現金そのものであった訳ですが、その管理を人々

父母が子を想うように、人民のために尽くすという

に任せたそうです。身分ごと、地域ごとに、備籾蔵

決意を詠った歌です。

の管理を任せ、自由に使っていいですよ、その代わ

まだ 17 歳で、父にもなっていない鷹山公が、な

りどのように使うか、どういう結果になるかという

ぜ父母のような気持ちで政治をおこなっていくと詠

ことに関しては自己責任としました。このような体

んだのか。この「父母」というのは、家族がお互い

制をつくった鷹山公の目的は何だったのか。それは、

を思う「親心」のような気持ちで、政治を行ってい

自分たちで考え、行動する精神を育てることにあり

くということだそうです。家族がお互いを思う気持

ました。人民ひとりひとりが財政について考え、学

ち、これを世の中に拡大していけば、よりよい世の

ぶ、大変大きな意義をもった体制でありました。お

中になるはずだという儒学の訓えを受けています。

金の使い方を考えさせる環境をつくり、全員を巻き

細井平洲先生より、儒学の精神を徹底的に学んでい

込んで、財政の立て直しをはかろうとしたのです。

た鷹山公は、17 歳という若さで、政治には、人々

そして、第三に、鷹山公は人民ひとりひとりに、

がお互いを思いやる「親心」が大切であるというこ

責任、当事者意識をもたせる体制をつくりました。

とをわかっていたのです。

人々から、広く意見を集めることにしました。

組織の中で、適材適所という考えがありますが、

上にいる人は、全体は見えるが、現場が見えていな

親心のような気持ちで、その人の価値をわかること

いため、人々からの意見を大切にしなければなりま

ができるのが、リーダーであり、その親心が人を育

せん。この意見をもっている人が、一番問題に対す

てるのだと説いています。このような「親心」の決

る解決策を知っている人であるとして、鷹山公は、

意で取り組んでいった鷹山公の改革ですが、第一に、

彼らの声に耳を傾けました。また、意見を述べた者

現場主義であったと言われています。

は、自ら声を上げるたことで、問題に対する役割を
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クラブ奉仕グループセミナー
認識し、ひとりひとりが、当事者意識をもつように

らも、鷹山公の誠実さと、政治に対する信念の強さ

なりました。こうして、全員が改革のリーダーとな

を感じます。

る体制がつくられていきました。

現在、私達をとりまく世界を見渡すと、この伝国

この意見を集める体制づくりのためには、情報の

の辞とは、かけ離れた体制をとり、人々が苦しんで

開示が必要です。情報がなければ、アイディアも生

いる状況が、見受けられます。鷹山公が、藩主となっ

まれてきません。鷹山公は、あらゆる情報を人民に

たときに決意したように、「親心」で、組織、社会

開示することで、人民に問題解決のための材料を与

と接することでよりよい社会をつくっていくことが

え、人々は、任せられているという気持ちで、自立

できる、その精神は、これからも受け継ぐべきこと

の精神を育んでいきました。

であると考えます。

第四に、鷹山公は、「敬う」ことを大切にしたと
いいます。
今でいう子ども手当を行い、長寿のご老人の家で
は、その家のお嫁さんを表彰しました。
また、医療にも力をいれており、食べ物の面から
人々の健康を考えていました。漢方薬としても使わ

鷹山公の改革は、人民に政治に対する当事者意識
を芽生えさせ、皆を巻き込み、一丸となって進める
ことができました。一丸となるためにはどうするべ
きか、その体制づくり、環境づくりを強い信念で取
り組んだ鷹山公の姿勢は、現在でも見習うべき姿で
あると考えます。

れていた鯉を育てることを考えました。その鯉の養

後世のために、「今」というページを預かってい

殖においても、まずは、鷹山公が育ててみて、本当

る私たちは、自分が何のために此処に在るか考え、

にいいかどうか検証をしたといいます。

その立場でやるべきことをし、よりよい未来につな

このような、鷹山公の思いやりの気持ち、堅実な

げていくべきだろう。

行動が、飢饉や財政難であっても、ここで暮らして
いけば大丈夫という安心感を生みました。

貴重なお時間をいただき、ご講演いただきました

このように改革を進めてきた鷹山公ですが、家督

遠藤英先生大変ありがとうございました。今まで知

を譲る際に、藩主の心得として伝授したものとして

らなかった鷹山公のエピソードも伺いながら、鷹山

「伝国の辞」があります。
一 . 国家は先祖より子孫へ伝候国家にて、我私す
べき物にはこれ無く候。
国は、代々の先祖から受け継いでいるものであり、
今を生きる者たちは、未来に生きる人のことを考え
なければいけない。自分のものとして、好き勝手使っ
ていい時代のページではないことを心に留めておか
なければならない。未来の人々のことを考えれば、
多少の生活の倹約は行わなければいけない。
一 . 人民は国家の属したる人民にして、我私すべ
き物にはこれ無く候。
民は、国に属しているのであり、藩主のものではな
い。勘違いしてはならない。
一 . 国家人民の為に立たる君にして、君の為に立
たる国家人民にはこれ無く候。
君主は、人民のための君主であって、君主の為に人
民があるのではない。
自分は、何のためにここに在るのか考え、その立
場で、やるべきことをやりなさい。この伝国の辞か
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公の訓えについて知ることができました。大変有意
義なご講演をいただきましたことに、厚く感謝申し
上げます。

クラブ奉仕グループセミナー

クラブ奉仕グループ
セミナーご出席の御礼

遠藤栄先生の講演は
ロータリー情報小委員会委員長

鈴木 悦郎（大江）

遠藤栄先生の講演は、素晴らしかったです。
“ロータリー“と言う以前の”人を導く道“の一
つを、上杉鷹山の行き方から教えて頂きました。

地区幹事

伊藤 吉明（山形）

7 月 2 日午後 1 時 30 分より、山形ビッグウイン
グにおいて「クラブ奉仕グループセミナー」が開催
されました。

ロータリーの学びは、「親睦と奉仕の調和のなか

このセミナーは、長谷川ガバナー年度として最初

に宿る」、そして、「ロータリーは寛容である」と定

の事業であり、ガバナー補佐の皆様をはじめ地区の

義されてきました。「ロータリーの寛容論」は東洋

クラブ奉仕グループの委員長・委員、各クラブから

的発想と言われています。例えば、「禅」の神髄は

は会長・幹事・クラブ奉仕関係の会員の方ご出席を

「寛容」にあると言われています。「他人の身になっ
て感じる」慈悲とは、正に「寛容」です。

いただき、180 名を超える参加者となりました。
講演会の後の分科会は３グループに分かれて行わ

自分の神以外のものを認めないキリスト教文明が

れましたが、同一の部屋での開催となったため、お

作った現在の西洋文明の基礎にあるものは「非寛容」

聞き苦しい点等ご迷惑をおかけしたものと思いま

のロジカルな「論理」であると言われています。

す。事務局の不手際をお詫びしますとともに、今後

それに対して、東洋のコミュニケーションは、共
通の神を持っていません。神を抱かない「仁」（人
が二人居て、お互いのお陰で生きている）と言うエ
コロジカルな「生態」と言われています。

の反省とし、これからのセミナーなどに生かしてい
きたいと思います。
セミナーの準備にあたっていただきました五十
嵐・坂部委員長はじめ委員の皆様、会場設営にお手

「論理のコミュニケーション」と「生態のコミニ

伝いいただきました山形ＲＣ会員の方、そしてご参

ケーション」は、「ロータリーは寛容の中に宿る」

加いただいた各クラブのロータリアンの皆様に感謝

を文明の違いからも学ぶことが出来ます。そして、

申し上げ御礼といたします。

上杉鷹山の行き方からも学ぶことが出来ることを、
教えて頂きました。

事務局の連絡先が変わります
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地区大会のご案内
である村川千秋氏の尽力により東北地方初めてのプ
ロオーケストラとして誕生し、以来 45 年目を迎え
ております。その活動は山形県内のみならず県外に
も場を拡げ、サントリー地域文化賞など各種の表彰
を受け、日本の音楽文化を継承する担い手としてそ
の地位を揺ぎのないものとしております。今回は
ロータリーデイとして一般県民の方にもお聞き頂く
地区大会実行委員長

伊藤 修二（山形）

予定としており、ロータリー発生の地アメリカそし
てシカゴのイメージを醸し出せるような演目をとい
う事で、現在熟慮を重ねている最中とのことであり

長谷川憲治ガバナー年度がスタートいたしまし

ます。概ね二時間にわたる「山響オーケストラの調

た。前酒井彰ガバナーのご指導の下、PETS、地区

べ」に身を委ねて頂けましたら幸いであります。

研修・協議会と研鑽を重ねて、ようやく今年度の本

その後は、ホテルメトロポリタン山形にご移動頂き、

番を迎えることができました。多くの先輩ガバナー

恒例の大懇親会となります。地区内の全てのクラブ

の皆様方からも暖かいご指導をいただきました。心

メンバーが一同に会して変わらぬ友情の輪を拡げて

より深く感謝を申し上げる次第であります。

頂けますよう心より念願いたしております。

山形ロータリークラブにおきましては、先の野々

長谷川ガバナーは、会員諸兄にジャーム RI 会長

村政昭ガバナーより数えて本年で 13 年目を迎えて

の掲げる「人類に奉仕するロータリー」の実践と、

おります。当クラブの中心メンバーも世代交代が進

地区方針を念頭に日常のクラブ活動を進められるこ

んでおり、新たな感性と行動力に溢れた精鋭揃いの

とを願っております。本年の地区大会が、その一助

陣容にも恵まれております。このような中で地区大

となるよう努力して参りますのでどうぞ宜しくお願

会の実施計画の策定に鋭意検討を重ねており、ご来

い申し上げます。

訪いただく皆様方に少しでも多くのご満足を提供で
きるようにしたいと願って努力をしているところで
あります。これまでのご経験の中で、何かお気付き
の点がございましたら何なりと事務局までお申し越
しいただければ幸いでございます。
現時点で計画しております概要についてご説明申
し上げます。期日は本年 10 月 8 日（土）、9 日（日）
の開催となります。
第一日目は午後１時より RI 会長代理をお迎えし
ての第一回本会議及び指導者育成セミナーをホテル
キャッスルにて開催、その後ご移動をお願いして、
午後６時より山形グランドホテルにて RI 会長代理
歓迎晩餐会を執り行います。
第二日目が地区大会のメインとなりますが、2800
地区会員全員の登録により、第二回本会議・記念演
奏会・第三回本会議を山形市民会館において午前９
時半より午後５時まで開催することとしておりま
す。また本大会では記念講演会に変えて「山形交響
楽団」による演奏会を開催いたします。
「山形交響楽団」は、1972 年に山形出身の指揮者
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地区補助金に関するご報告

2015-2016年度 地区補助金に関するご報告
2015-16年度地区補助金使用可能額（DDF）$45,156のうち、$43,709を下記プロジェクトに使用致しましたことをご報告申し上げます。
なお、2016年6月20日に行われた監査にて、地区補助金が適正に使用されたことを確認致しました。

$45,156 （5,599,344円）
$43,709 （5,419,913円）
1$＝124円

2015-16地区補助金使用可能額（DDF）
2015-16地区補助金承認総額（DDF）
2015年7月ロータリーレート
クラブ名

活動の種類

酒田湊

教育（一般）

内 容
酒田湊RC寄贈の文庫用本棚の寄贈。本棚の購入費。

実施場所・対象
小・中特別支援学校

新庄

地域社会の発展 高齢者向け大型絵本購入・大型紙芝居製作費用。読み聞かせ会の実施。絵本の修
（ボランティア奉仕） 繕・紙芝居製作の協力。

新庄市立図書館・
老人施設・高齢者クラブ

中山

教育
豊田小学校野草観察園の管理及び観察道路の整備。小学生と共にヒメサユリ球根の
（ボランティア奉仕） 根付作業を実施。観察道路整備工事費用とヒメサユリ球根購入費用。

豊田小学校野草観察園

山辺
山形南
寒河江
上山

地域社会の発展
（一般）
地域社会の発展
（一般）
教育（一般）

マラソン大会の企画・運営。大会運営費用。

マラソン大会

災害時のバックアップ機器（ポータブル発電機・バッテリー）の寄贈。医療現場への有効
ALS協会山形県支部
な支援活動。ポータブル発電機・バッテリーの購入費用。
高校への電子図書・図書の寄贈と感想発表の実施。電子図書・図書の購入費用。

地域社会の発展 知的障がい者と中高生・大学生・一般ボランティアで市民公園の清掃活動及び交流
（ボランティア奉仕） 会。会場費・交流会開催費用。

寒河江高校・
寒河江工業高校
知的障がい者・中高生・
大学生・一般ボランティア

南陽東

教育（一般）

米沢

教育（一般）

市立図書館に大型絵本並びに整理用備品寄贈。幼児や児童を対象に、インターアクト 南陽市立図書館・幼児・
クラブと共に読み聞かせ会の実施。大型絵本並びに整理用備品購入費。
児童・インターアクトクラブ
グローバル補助金プロジェクト計画のための事前調査費。カンボジアへの奨学事業。 カンボジア

米沢おしょうしな

教育（一般）

少年剣道大会の運営。会場費・メダル・トロフィー他購入費。

山形東

天童東
余目
山形中央
村山ローズ
酒田東
寒河江

鶴岡南

剣道大会

知的障がい者を対象に開催するスペシャルオリンピックスへの支援活動。ボランティア
地域社会の発展
知的障がい者・
コーチとしてのスポーツ指導並びにボランティアコーチ講習のときに使用するプロジェク
（ボランティア奉仕）
スペシャルオリンピックス
ター購入費。
地域社会の発展
（一般）

知的障がい者施設の協力のもと、道路をプランターの花で飾り、うつくしい街づくりの一 天童市・知的障がい者施設「天
助とする。プランターの維持管理。プランター及び花苗購入費。
童ひまわり園」

地域社会の発展
サッカー大会及びフットサル大会の運営。会場費・トロフィー・保険代他運営費。
サッカー大会・フットサル大会
（一般）
地域社会の発展 障がい者を対象にサッカー教室や河川清掃活動を行なう。障害があるため参加が難し
知的障がい者
（ボランティア奉仕） い「芋煮会」を体験してもらう。清掃活動の用具代及び芋煮の材料費。
カナダバリー市を訪問する
教育（一般）
カナダバリー市へ訪問前の教育研修会開催。会場費及び運営費。
青少年
地域社会の発展 アジサイ園の環境整備。市民の方々とアジサイ苗の植樹及び園内の清掃活動。アジサ
アジサイ園
（一般）
イ苗購入費。
教育（一般）

ROTEX・海外青年協力隊経験者・山形大学在学留学生を講師に、中学・高校生に呼び
かけ異文化を知るための青少年育成プログラムを開催。講師・生徒の宿泊費及び開催 中学・高校生
運営費。

教育
知的障がい者を選手とするフロアーホッケー大会の開催。会場費・広告費・保険代他大
知的障がい者
（ボランティア奉仕） 会運営費。
Ｅ・Ｍ（Effective Microovgaisms）の蘇生力を利用して、河川と上杉公園の堀を少しづつ
浄化させ、環境保全を推進する。Ｅ・Ｍ液を使用したドロ団子を作成し、定期的に河川と 河川・上杉公園の堀
上杉公園の堀へ投入。Ｅ・Ｍ液、土、ゴム手袋他購入費。

米沢上杉

地域社会の発展
（一般）

立川

教育（一般）

学童保育所への支援活動。シースルーコンテナ整理ワゴンの寄贈。学童保育所内の
整理・周辺の清掃活動や読み聞かせなど学童保育所へ通う児童との交流会を実施。
シースルーコンテナ整理ワゴンの購入費。

長井中央

教育（一般）

市内中学校へ長井中央RCより寄贈している文庫用本棚の寄贈。生徒たちと共に、長
長井市立南中学校
井中央RC寄贈の文庫を新しい本棚へ整理し、更に使用しやすいものにする。本棚の購
・北中学校
入費用。

西川月山

教育（一般）

保育園に絵本を寄贈。絵本の読み聞かせや保育事業への参加協力。絵本の購入費
用。

新庄あじさい

保険（疾病）

地域医療崩壊を防ぐための適正受診啓発活動。啓発用クリアファイルを作成し、適正
受診への理解を深めてもらうために、乳幼児を持つ親へ配布。啓発用クリアファイル作 乳幼児を持つ親
成費用。

酒田スワン
天童西
長井
鶴岡

地域社会の発展 児童養護施設へのタオルの寄贈。ローターアクトクラブと一緒に本の読み聞かせを実
（ボランティア奉仕） 施。タオル購入費用。
地域社会の発展
（ボランティア奉仕）
地域社会の発展
（一般）
地域社会の発展
（一般）

学童保育所・学童保育所へ
通う児童

西川保育園

児童養護施設

高齢者の介護予防を推進している「NPOふれあい天童」の事業を地域住民に理解して
NPO法人ふれあい天童
もらうための、もちつき大会の開催。もちつきに使用する臼と杵の購入費。
長井市陸上競技場・多目的広場駐車場への時計台寄贈。多目的広場落葉樹の落ち葉 長井市陸上競技場・
清掃活動。時計台購入費用。
多目的広場駐車場
金峰山登山口の整備及び階段設置。整備用プラ擬木階段資材費・取付労務費。登山
道の清掃奉仕活動。

金峰山
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2016年8月号
2016
発行：
発行：Zones
1&2&3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーデネーター
今月号の担当 Zone 2 RC

ZonesÊ1Ê&Ê2Ê&Ê3Ê
■ 規定審議会

■

2016年の規定審議会ではロータリーの歴史上、革新的な内容が多く含まれて
います。各クラブの裁量が大きくなり、クラブ自体の責任の重さと選択肢が増え、
地区およびクラブのリーダーの方々は困惑されていると思います。
規定審議会に出られた日本の代議員の方は日本と世界の乖離があり、価値観、
宗教、言語も違い、一つのルールでまとめるのは困難と感じておられました。日
本と世界は流れが異なっており、日本が孤立しないよう、批判をするのではなく
世界に働きかける行動が必要であると思います。選択された立法案は高齢化し
ていくロータリーを止めるために、若い人の入会を促進するためにハードルを下
げた感があります。日本のロータリーはきちんと素晴らしい運営をしています。他
の国に示しをつける価値観を持ち続けてほしいと思います。いずれにしても各ク
ラブが主体です。各クラブの裁量権をもってルールを決めてください。

Zone １
Zone 2
Zone 3
合計

クラブ数
832
653
794
2,279

会員数
28,734
28,210
33,008
89,952

■ My ROTARY未登録者
Zone 1 23,755
82.89%
Zone 2 22,712
80.58%
Zone 3 28.793
87.26%
世界の未登録者は 71.59%
■ BOX登録件数
Zone 1
Zone 2
Zone 3

41件
15件
79件

6月末現在 合計 135件

■ 2016-17年度目標
ＲＩテーマは「人類に奉仕するロータリー」です。全体の目標はまさしく戦略

2016年6月28日現在 のClub Central
のデーターです。

計画の3つの優先項目そのものであります。特にロータリー財団１００周年の年で
もあり、財団目標も盛り込まれています。
■ 戦略計画
地区にもクラブにも戦略計画は必要です。地区とクラブの戦略計画を整合し、
ダイナミックなクラブを築きましょう。戦略計画はクラブや地区が将来こうありたい
というビジョンを描き、それに添った目標と行動計画を立てることです。そのため
には、単年度を超えた長期的視点が必要です。My ROTARYに登録して、役立
つ情報からスキルと知識を高めてください。

ロータリーの戦略計画と目標

国際大会に出席したことがあるロータリアンは早期退会はしないというジ
ンクスがあるそうです。2016年ソウルの国際大会には日本から約7,000人の
登録を得て、ロータリー史上最高となる43,000人が150カ国以上から集まり
ました。（正式な最終登録者数は後日、RI本部より発表される予定です。）
会場の規模も、アトラクションも、それに応えるものでした。多くのブースが
あり、コーディネーターも地域リーダーのブースにてお手伝いをしました。３
月シカゴ郊外のエバンストンにあるロータリー本部で研修をしてきた世界中
のコーディネーター仲間と再会できました。日本からのガバナー、ガバナー
エレクトにも会場でお会いしましたが、残念ながらブースに立ち寄られた方
は少数でした。アトランタでも設営されると思いますので、次回はぜひお立
ち寄りください。（Zone2 RC 田中正規）
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