


　今月は「基本的教育と識字率向上月間」でありま
すので、先に「識字率向上」について申し上げます。
識字率と言えば江戸の昔より日本は世界最高水準で
あったと言われておりますが、現在の日本の識字率
は 99.0% で、世界第 28 位であります。因みに第 1
位はリヒテンシュタインや北朝鮮等 8 ヶ国で、識字
率 100% です。識字率なんか今更問題にしなくとも
良いだろうと思いがちな日本人にとって、日本の識
字率が 99.0% で世界第 28 位というのは、予想外に
低い気もしますが、問題は下位の国々で、例えば今
年 1 月に開催された国際協議会晩餐会の同じテーブ
ルでご一緒したガバナーエレクトの居られるバング
ラデシュは 57.7% で第 195 位、日本にも馴染みの深
いブータンは 52.8% で第 202 位、最下位（第 217 位）
の南スーダンは 27.0% であります。識字率向上とい
う命題は今もなお世界的に重要なテーマであり、そ
の推進には、まだまだ時間や支援・援助が必要だと
改めて痛感させられる数値だと思います。幸い、当
2800 地区でも海外の小学校への支援計画を（グロー
バル補助金の活用を含めて）検討しておられるクラ
ブも有る等新しい動きも見られます。確かに海外へ
の支援・援助やグローバル補助金の活用には多くの
ハードルが存在しますが、パソコンの翻訳ソフトも
使い易くなっているようですし、是非世界中の識字
率向上の為、当 2800 地区内各クラブにおかれまし
ても、グローバル補助金の活用も含め、支援・援助
計画等をご検討頂ければ、と期待しております。
　次に「基本的教育」についてですが、学校教育は
門外漢なので専門家にお任せして、私からは家庭内
教育或いは職場内教育について申し上げます。
　私が最近気になっているのが、「大人のマナーの
悪さ」なのです。それも年齢を問わず、であります。
例を申し上げれば、駅や空港で通路に大きなバッグ
を置き大勢で集まり通行の邪魔をしている団体客、

スーパーでカートを停めておしゃべりに夢中で他の
買い物客の邪魔をしているおばさん方、レストラン
や喫茶店で周りの人達全てに聞こえる位の大声で喋
り合っている人達、きちんとした挨拶も出来ない社
会人…枚挙に暇が有りません。車の運転マナーも近
年本当に酷くなっていると思いますし、以前よりは
画期的に良くなったとは思いますが、煙草のマナー
も今もって「エッ！」と思わせられる場面に遭遇し
ます。携帯電話の取り扱いも同様で、以前あるレス
トランで、自席に座ったまま声高に携帯で話をして
いる男性の背広の襟にロータリーバッジが光ってい
るのを見た時は、寂しい気持ちになったものでした。
礼節とか躾といった言葉は死語になってしまったの
でしょうか？良く言われるように、戦後物質的豊か
さのみを追い続け、精神的な豊かさを疎かにしたツ
ケなのかもしれません。
　そして、それは学校教育の問題というよりは、家
庭教育・職場教育の問題であると思います。昔なら
当然のように、家庭で親や目上の人が教え、職場な
ら上司や先輩が教えた事が、現在では出来ていない
と思わざるを得ません。せめてロータリアンは、我
が身を正すと共に、家庭ではお子さん・お孫さん方
に、職場では部下や後輩にしっかりと教えて頂きた
いと思います。「人の振り見て、我が振り直せ」私
も気を付けたいと思いますが、ロータリアンは、グッ
ドマナーの率先垂範者であり、推進者でもあること
を目指していきたいものだと思います。そして、ロー
タリアンの企業や家族を中心に、良きマナーが地区
内に広がり、ふるさと山形県が住民皆んなが気持ち
良く住む事の出来る、そんな地域になれば嬉しいと
願っております。
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１、役割と責務について
　所属するクラブ運営が円滑になるよう、手助けす
ることであります。例会は、会員がロータリーを体
験する大切な場ですので、毎週楽しく参加して頂け
るよう、コミュニケーションを図り、創意工夫を重
ねることが大切です。
　参加者が増えることにより、会員同士の親睦が深
まり、地域社会における奉仕活動にも、関心が集ま
り、知恵も湧いてくるし、新たな課題も見えてまい
ります。絆を深めながら、各所属クラブの目指す方
向、中長期ビジョンなども見えてまいります。
２、委員会活動方針について
　クラブ奉仕グループに与えられたミッションは、

「奉仕の心」に「実」を結ばせるための、「行動、実践」
を伴う、仲間を増やすことであります。「親睦と奉仕」
を通して「ひとづくり」を行ない、「元気なクラブ
づくり」を目指すことです。
　新しいアイデア、知恵を絞り、会員さん同士、相
互理解を深め、各個性や職業を活かして、各クラブ
の特徴を活かし、実りある運営を目指すことが大切
です。
　例会運営の充実こそ、足下の実践であり、活気あ
るクラブであるかどうかのバロメーターとなりま
す。「いいクラブ」から、更なる一歩を目指して、
魅力あるクラブづくりを目指し、地域社会に貢献し
ていることを実感できるような、活力あるクラブを
目指しましょう。
３、委員会活動計画について
　　（具体的な目標、計画を策定、進捗管理）
①会の充実（目的）、講師選定、運営の工夫（方法）、
楽しく活力あるクラブ（目指す姿）
②出席目標を定める、例会出席率 70％以上、修正
出席率 90％以上（ベンチマーク）
③真のメイクアップ、他クラブ例会に参加、相互交
流親睦（目指す姿）

④験、アイデアを活かし、将来に向け、更に飛躍、
中期計画を策定する（目指す姿）
⑤クラブ 25 小委員会の役目を再認識、参加重視の
実りある活動を実施する（目指す姿）

　ロータリーの目指すもの、具体的に一言で言えば、
親睦と奉仕に集約されると言われています。
「ロータリーは親睦と奉仕との調和の中に宿る」

↓
正に“ロータリーは寛容である”

ロータリーの思考の体系としては、「ロータリーは
寛容の中に宿る」と自覚した時（1910 年）が分岐
点。それまでは無反省的な、無意識的な原理の開発
であった（ロータリーの試行錯誤の期間）と言われ
ています。
　例えば、クラブ例会では、「アイデアの交換」「発
想の交換」と言われるロータリークラブが創立当初
からもっていた本質的な機能がありました。
まだ、この時点では、ロータリーは、皆が仲良くし
て助け合う親睦だけの世界でありました。世のため
人のための奉仕などという考え方は、影も形もな
かった。
　その後、その考え方を否定されたポール・ハリス
は、「クラブの行き方を変えよう」と言って、親睦
だけでない、世のため人のためのこと、即ち、奉仕
も考えるクラブに変わって行きました。
　またこのような考え方は、広く社会に存在して然
るべきもの！と考えるようになり、これがロータ
リーの拡大の提唱となって行きました。
　相反する親睦と奉仕は、クラブに摩擦を生みまし
た。その摩擦を解消しようとして、会員の心を引き
立てるために歌を歌った。これがロータリーソング
の発祥の物語と言われています。
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　このように、ロータリーは、一つの運動体であり
ました。その目指すところは倫理運動でありました。
　ロータリー創生期の先人たちは、高々と理想を掲
げ、その理想に燃えて行動したるが故に様々な原理
を開発し、そしてその原理を実践して、ロータリー
創立後約 25 年（四半世紀）間で、素晴らしいロー
タリーを作り上げました。
　1927 年、RI 理事会は、「我々は言うべきことは
全て言い尽くした。しかし為すべきことは未だ何一
つ為されていない」として、四大奉仕部門を確立し、
原理探求のロータリーから、実践ロータリーに邁進
していったのであります。
　「ロータリーの寛容論」は東洋的発想とも言えま
す。
　例えば、「禅」の神髄は「寛容」にあると言われ
ています。慈悲とは「他者の身になって感じる」→
正に「寛容」！
　キリスト教文明が作った現在の西洋文明の基礎に
あるものは「非寛容」であると言われています。
すなわち、自分の神以外のものを認めない“ロジカ
ル”な「論理」

“それで教化して、自分の中に取り入れようとする”
↓（それに対して）

共通の神を持たない、東洋のコミュニケーション。
神を抱かない日本→「仁」の国“エコロジカル”な

「生態」
「仁」とは、“人が二人居る”という意味（お互いに
A さん B さんのお陰で生きている。）

「論理のコミュニケーション」と「生態のコミュニ
ケーション」がある。

↓（正に）
「ロータリーは寛容の中に宿る」と言えます。

　ロータリーの綱領（ロータリーの目的）を理解し
なければなりません。
　先ず、本文。
次に解釈原則（構成要素）を１～４に書いてます。
１・基本原理の確立
２・個人倫理の確立
３・実践原理の確立
４・国際奉仕の概念
現在に至った、ロータリーの全体系は、ロータリー

の先人たちが、創立後約 25 年間、四半世紀の内に
創り上げました。
　現代の我々は、もっともっと、その時代を学びか
えさなければならない、
と思います。

　本年度、再度クラブ管理運営委員会クラブ 25 小
委員長を務めさせていただく事になりました。
　クラブ 25 小委員会は、少人数で如何にクラブ運
営を規模の大きなクラブと同等に効果的で実効性の
有る管理運営が出来るかを考えのが目的の委員会で
す。
　2800 地区では、現在会員 20 名以下 50 クラブ中
18 クラブ（36％）、25 名以下 22 クラブ（44％）で
すが、小さくても活力のあるクラブが多くいるよう
です。
　目標として、クラブの活性化、退会者の防止、会
員増強に力を入れていただく。また、仲間を増やし、
仲間とともにロータリーを楽しもう。クラブの充実
を強化し「笑いと喜びと幸せの年度へ」を目標に、
活動を実践する委員会にしていきたいと思います。
　クラブの運営は、ロータリーの目的と奉仕理念を
実現するようにクラブの規模にかかわらず、情報が
伝わり易いシンプルな委員会構成と組織にして、み
んなで協力しあい、ロータリー活動が行き渡るよう
に、活発で濃密なコミュニケーションが良く取れる
クラブ運営をしていただきたいと思いますし、さら
なる女性会員の増員、活躍を期待する委員会にして
行きたいと思っています。
　皆様のご指導、ご協力をお願いいたします。
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　《財団年度目標達成に向けてのお願いとご挨拶》

　長谷川年度も、再々度当委員会の責務を預かるこ
とになりました。
　もとより、力不足を十分承知した上でお引き受け
致したと自覚しております。
　故に、各クラブのロータリアンの皆様方、特にク
ラブ会長、幹事、財団委員長の深いご理解と、御尽
力をいただかなければなりません。
　その為に当委員会は、ロータリー財団の重要性を
強調し、財団プログラムの継続的な発展の支援や、
地区補助（D,D,F）を活用した奉仕活動の理解を深
めるべく、活動を推進してまいります。
　ついては、当年度も 1 人 150 ＄の寄付を目標とし、
３年後の地区奉仕活動が有意義なものとなるよう、
ロータリアン各位の自発的寄付を賜りますよう、切
にお願い申し上げます。
　とはいえ、１人 150 ＄の寄付のお願いは、たやす
く達成できるものとは思っておりません。
　特に世界経済活動に依る、円の増落には強く心し
て置かなければなりません。
　昨年酒井年度に於ける地区補助の申請は、50 ク
ラブ中 31 クラブあり、一昨年の実績から１＄116
円のレートで、昨年は約 440 円の DDF となり、31
クラブに適正配分し、活動の支援に充てることが出
来ました。しかしながら、１＄100 円を割ることを
想定いたしますと、酒井年度の DDF を見るに、１
人 100 ＄の寄付に目標を置くわけにはいかないと心
しております。
　ついては、地区送金 1 人 150 ＄にご理解をいただ
き、更には PHF の自発的寄付そして、各クラブの
創意的寄付等をもって、1 人 150 ＄の達成にご理解
と、心からのご賛同を賜りますようお願い申し上げ、
ご挨拶といたします。

　長谷川ガバナーエレクトは、会員増強について
2800 地区の会員数を各クラブ最低 1 名純増して、
年度末には 1700 名にすると目標を設定なさいまし
た。
　また、ロータリアンにふさわしい会員の勧誘と、
推薦人は責任を持って新入会員を指導することとし
ています。そして、会員になってからのロータリー
に対する理解を、責任を持って教育することの大切
さを強調しておられます。
　さて、ロータリーの会員増強の考え方は、国際ロー
タリーのサイトに「会員増強ガイド」と題して大変
詳しく掲載されています。まずは元気なクラブづく
りです。クラブの発展には、会員の存在が欠かせま
せん。力強い会員基盤を築くために、あなたのクラ
ブは何をしていますか。
　クラブの現状を会員全員で分析してみましょう。
良い所と悪い所が見えてきます。そして、クラブの
見直しをしましょう。毎年目標を立てて、会員一人
一人の役割を決めましょう。
　元気なクラブづくりのために、「クラブ・リーダー
シップ・プラン」があります。元気なクラブづくり
を応援するリソースです。様々なヒントが紹介され
ています。それぞれのクラブで実現できるアイデア
がきっと見つかることと思います。
　元気なクラブづくりは、一人一人のクラブに対す
る思いと仲間づくりとしての会員増強が第一歩で
す。
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　今年度の地区方針・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」、国内
外、著しく変化が起こる昨今、今一度、我々の役割を
再確認すべく、長谷川ガバナーから、ご挨拶を頂いた
後、「ロータリークラブ」の紹介ビデオを放映しまし
た。ジョンＦ．ジェームス RI 会長が述べられている、
RI テーマ、「人類に奉仕するロータリー」人生の最大
の目的は人類に奉仕することであり、ロータリーを通
じて友人と出会い、地域社会とつながり、目的意識を
持ち、人々との絆を育み、キャリアを築き、111 年間、
毎週全世界のロータリアンが、語らい、笑い、アイデ
アを分かち合ってきました。
　何をどのようにしたらいいのか、これは地区が考え
るものではなく、我々ひとりひとりが意欲し、行動す
ることから始まります。固い決意と覚悟がなければ、

「人類への奉仕」という究極の目標には到達しません。
かつてケネディ大統領は、就任演説で、「政府が何を
してくれるのではなく、国民が政府にどんな貢献がで
きるかということを考える国にしよう」と言い、最も
尊敬する人物に、米沢藩を 50 年かけて再建した「上
杉鷹山」の名を挙げたのです。いまから約 250 年前、
米沢藩は日本一の貧乏藩となりました。その時、「障
子をあけて、外をみよう」の言葉を発し、必用なもの
は藩内で生産・自給して支出を削減、新たな収入源と
して高価な「米織」を奨励、この地で何が出来るか、
何をなすべきかを必死で考えた上杉鷹山。家臣団とそ
の家族の存続のために、「上杉家」という共同体の存
続のために、一丸となって熱意の全てを米沢に注ぎ込
んだ功績は実に素晴らしいものがあります。この例え
は、他地区のクラブ会長がよく引き合いにし、ロータ
リアンの資質向上、意識改革に活用している部分でも
あります。
　崇高な哲学と奉仕の実践を続けてきたロータリーク
ラブの歴史は、固い決意と実践を貫いた「上杉鷹山」
の生き方と、相通じるものがあります。そこで今回の
セミナーは、九里学園高校、遠藤英先生に、「上杉鷹

　7 月 2 日クラブ奉仕グループセミナーが開催されまし
た。会場の都合で、会員増強委員会としてのお話がしっ
かりお伝えできなかったことを、心よりお詫び申し上
げます。改めてお伝えしたかったことを要約します。
　長谷川ガバナーは、会員増強の数値目標として、年
度末 1700 名の達成を挙げました。また、ロータリア
ンにふさわしい会員の勧誘と、推薦人としての責任、
また入会後のフォローの大切さを強調しています。
　今年の会員増強のキーワードは「あなたのクラブは
元気ですか」です。人間でいえば「心」と「体」が充
実していることです。クラブとしては「理念」と「組織」
そして「クラブ運営」ではないでしょうか。
　「理念」は、ロータリークラブに集う会員一人一人が、
ロータリーの理念をしっかり理解していることです。

「組織」「クラブ運営」は、例会の運営や各委員会活動で
の一人一人の役割が明確であり、また積極的に、そし
て楽しく参加できる環境にあるかどうかだと思います。
　会員増強を担当する委員会は、クラブの現状を把握
し、元気なクラブを創ることから始めなければなりま
せん。国際ロータリーは、その取り組みにいろいろな
マニュアルを提供しています。ロータリーのウェブサ
イトよりすべての資料を見ることができます。出力を
して内容を確認し、それぞれのクラブに合った使い方
をして下さい。

山の訓え」というテーマで、基調講演をお願いしまし
た。藩や農工商が一体となって、飢饉や財政難、厳し
い現実を受け入れ、懸命に取り組んでいる中、自らの
立つ位置が問われていることに気付くのです。判らな
い、見たくない、関わりたくない、目をそらす私たち
誰もが、実は我々ロータリアンなのだと気付かされま
す。会員増強のイメージがもたらす無理解は、実は偏
見や噂も含め、一番の足かせとなっているのです。倹
約の訓えは、草木塔にも相通じ、感謝の心へと人々を
和ませ、争いごとのない平和へと繋がっていくのです。
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 クラブ奉仕グループ
　　　セミナー開催報告

クラブ管理運営委員会委員長

五十嵐 慶三（山形）

各種セミナー報告

 クラブ奉仕グループ
　　　セミナー開催報告

会員増強委員会委員長
坂部　登（山形西）



・クラブを成功に導くリーダーシップ「会員増強委員
　会編」2016-19 年度版
　会員増強委員会の具体的役割、マイロータリーとオ
　ンライン、元気なクラブづくりのための手引きなど
・会員増強のための評価ツール
　現状評価の手法、職業分類調査、会員の多様性調査、
　会員満足度アンケートなどのマニュアル
・クラブの健康チェック
・新会員のためのオリエンテーション（クラブの手引き）
　新会員への適切な対応のマニュアル

　７月９日（土）、160 名の参加を頂き「米山奨学セミ
ナー」を山形市メトロポリタン山形にて開催しました。
長谷川Ｇ、酒井直前Ｇ、武田米山 CPG、GE、GN、
PG も参加されました。
　今年も各 RC より会長エレクトの皆様方にも参加頂
き、米山奨学会の内容を理解頂き、ロータリー年度で
は来年度に跨る奨学生の活動を理解頂く事を目指して
開催しました。
　特別講演では、ロータリー米山記念奨学会から岩邊
俊久事務局長に、「特別寄付者割合と個人寄付」に重
点を置いた内容で、米山奨学事業、米山寄付について
分かり易く講演頂きました。前年度実績報告で平均寄
付額 2,000 円弱の増、19 年度より変更されます奨学生
割当者計算基準を考慮し当地区の実態を理解し、特別
寄付のお願い、米山奨学事業の理解、奨学生との交流
によるクラブ活性化等米山奨学事業についてお話し頂
きました。
　韓国ソウルでの国際大会米山報告 DVD を放映し、
米山分科会の様子や前日開催の米山学友会の合同懇親
の夕べの様子等、世界に羽ばたく米山の様子を皆様方
にご理解頂いたと思います。
　米山奨学生８名よりスピーチを頂き、初めての奨学
生としての思いや、カウンセラーに対する感謝の気持
ちや、就職が決まり喜ぶ奨学生など多くの感動を感じ

られるスピーチを頂きました。
　山形米山学友会尤銘煌会長より、学友会の報告、「多
文化交流コンサート」で披露されています「南京玉す
だれ」の実演を披露され拍手喝采を頂きました。
　準備頂きましたガバナー事務所、地区事務所のス
タッフの皆様方に感謝申し上げます。

　７月 16 日㈯開催の第１・２ブロック職業奉仕セミ
ナーについて報告させて頂きます。
　 第２ブロック在籍の３名のパストガバナーと上林
ガバナーノミニーから出席して頂き、開会セレモニー
の後、和田廣職業奉仕カウンセラー・PG より演題「わ
たしの思う職業奉仕」で基調講演をして頂き、4 つの
グループに分かれ、テーブルディスカッション、
テーマは
①基調講演を聞いて思うこと
②ロータリアン皆さんが思う職業奉仕とはについて
③クラブにおける職業奉仕フォーラムの取組みについて
と３つのテーマで、話し合い、テーブルごとに発表、講
評を地区研修リーダーの池田德博 PG より頂き、長谷川
憲治ガバナーより謝辞、閉会点鐘と無事終了しました。
　和田廣職業奉仕カウンセラーの主な講演内容として
職業奉仕ほど簡単なものはないのだと何故ならば常日
頃、色々考え行動（実践）し、商売を発展させる為の
努力をし、取組んでいる事だと。但し、最低限、理解
しなければならない事がある。それは、「ロータリー
の目的」の前文であり「奉仕の理念（理想）」どんな
時でも「利己的欲求は最小限にとどめ、最大利他の究
極を求め続ける」というロータリーの奉仕哲学、第一
標語「超我の奉仕」の哲学であり、第二標語「最もよ
く奉仕するもの最も多く報いられる」を職業奉仕の根
幹をなす標語としてお話されました。各クラブ会員よ
り、難しく考えないで、日頃取組んでいる事が、職業
奉仕と再認識したという言葉が多数の会員から聞えて
来た事は非常に良かったと思っております。
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各種セミナー報告

 米山奨学セミナー報告

地区米山奨学委員会委員長

大久保 章宏（山形南）

職業奉仕セミナー報告
【第１・２ブロック】

職業奉仕委員会委員長

富樫 松夫（鶴岡）



　７月 23 日（土）10：30 ～、鶴岡市グランドエル
サンにて、委員会＆オリエンテーションを開催しま
した。
　当委員会では、年間７回ほどオリエンテーション
を経て派遣候補学生を教育、指導しながら海外へ送
り出しているが、今回は帰国学生の報告会を中心に、
長谷川ガバナー、地区幹事、各スポンサークラブ会
長、小松 RIJEC 委員、帰国学生（酒井君、菅江さん、
山崎さん）、帰国学生ご家族、そして、佐藤孝子前
大委員長、今間元地区幹事をゲストに総勢 21 名で
行いました。
　委員会では、派遣学生・来日学生の現況から始ま
り、その後、小松 RIJYEVC 研修委員より RIJYEC
の現状・動きについて説明いただきました。
昼からのオリエンテーションは、長谷川ガバナーの
ご挨拶の後、どうしても今回出席して頂きたく、お
声がけさせて頂いた、佐藤孝子前青少年奉仕委員長、
今間勝見池田年度地区幹事のお二人から帰国学生 3
人へ、そして、青少年交換小委員会の活動に心温ま
るご挨拶を頂きました。なぜ、出席をお願いしたか
と申しますと、今回の帰国学生を選考し、派遣候補
学生として、1 年間一緒にオリエンテーションを通
して、彼女達が、だんだん逞しく成長をし、派遣先
に留学してからも、地区から離れても、子供達を陰
から応援・心配し、委員会にもアドバイスを頂き続
けた同志だからでした。また、これまで、帰国報告
は新しく選ばれた派遣候補学生の為にしておりまし
たが、一番身近で心配してきたご家族に聞かせたい
と想い、3 人のお母さんに参加して頂きました。
　3 人とも、キラキラした笑顔で、1 年間の生活や、
友達、文化の違いなど、楽しかった事、現地のホス
トファミリーへの感謝など、各 25 分では足りない

ほどの勢いでの発表でした。聞きながら、感慨深く
お母さんがたは、涙を堪えられずハンカチでぬぐい
ながら子供達の成長を実感してもらいました。ガバ
ナーからは、帰国学生に記念の盾も頂きました。
　その後、参加者全員から感想や労いの言葉をいた
だきました。私も、必死に涙をこらえていましたが、
佐藤孝子前委員長、今間元幹事の優しさに溢れたご
挨拶に、さすがに泣かされてしまいました。最後に、
お母さん方より、お礼の言葉もいただきました。
　こんなに元気がもらえ、胸いっぱいに感動する委
員会活動が出来るのも、本気で応援してくれる方々
のおかげです。委員会に係わってくれた方を、1 人、
又１人と少しずつでもプログラムの良さを知っても
らいたいという想いで活動してまいりました。少し
ずつではありますが、理解してもらえてきたという
実感もあります。
　ガバナー月誌に月次報告を掲載してもらったり、
ポスターを製作したり、卓話等にも呼んで頂いたり
してもらい、地道な広報活動のお陰もあり、今年度
は現在５名の留学応募者が来ております。過去最高
の人数です。今年度も委員会一丸となり、希望に満
ちた子供達を応援してまいります。応援よろしくお
願いいたします。
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第１回青少年交換小委員会＆帰国報告オリエンテーション

青少年交換小委員会委員長　遠藤 伸一（寒河江）
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 ガバナー公式訪問
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Zones 1 & 2 & 3
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2016-2017　クラブ会員数／出席率

出席率

1 酒田 29 (3) 29 (3) 98.21 0 (0) 0 (0) 98.21

2 酒田東 34 (5) 35 (5) 94.30 1 (0) 0 (0) 94.30

3 酒田中央 35 (0) 34 (0) 87.27 0 (0) 1 (0) 87.27

4 酒田スワン 16 (5) 15 (5) 88.33 0 (0) 1 (0) 88.33

5 酒田湊 16 (3) 16 (3) 95.31 0 (0) 0 (0) 95.31

6 鶴岡 33 (4) 33 (4) 90.48 0 (0) 0 (0) 90.48

7 鶴岡西 33 (4) 33 (4) 85.29 0 (0) 0 (0) 85.29

8 余目 27 (0) 29 (1) 93.75 2 (1) 0 (0) 93.75

9 立川 14 (0) 14 (0) 83.86 0 (0) 0 (0) 83.86

10 鶴岡東 29 (1) 29 (1) 78.21 0 (0) 0 (0) 78.21

11 鶴岡南 20 (4) 20 (4) 86.11 0 (0) 0 (0) 86.11

12 天童 43 (3) 43 (3) 97.95 0 (0) 0 (0) 97.95

13 東根 33 (0) 34 (1) 80.15 1 (1) 0 (0) 80.15

14 天童東 51 (0) 54 (0) 74.10 3 (0) 0 (0) 74.10

15 天童西 19 (2) 19 (2) 91.23 0 (0) 0 (0) 91.23

16 東根中央 49 (3) 49 (3) 83.33 0 (0) 0 (0) 83.33

17 村山 10 (0) 10 (0) 10.00 0 (0) 0 (0) 10.00

18 新庄 17 (2) 17 (2) 86.76 0 (0) 0 (0) 86.76

19 尾花沢 20 (0) 20 (0) 80.00 0 (0) 0 (0) 80.00

20 最上 23 (1) 23 (1) 47.63 0 (0) 0 (0) 47.63

21 尾花沢中央 16 (1) 16 (1) 98.44 0 (0) 0 (0) 98.44

22 村山ローズ 18 (5) 19 (5) 69.73 1 (0) 0 (0) 69.73

23 新庄あじさい 16 (0) 16 (0) 90.63 0 (0) 0 (0) 90.63

24 寒河江 52 (1) 52 (1) 89.44 1 (0) 1 (0) 89.44

25 大江 18 (2) 18 (2) 95.83 0 (0) 0 (0) 95.83

26 河北 29 (0) 30 (0) 88.09 1 (0) 0 (0) 88.09

27 寒河江さくらんぼ 39 (3) 39 (3) 94.23 0 (0) 0 (0) 94.23

28 西川月山 13 (0) 13 (0) 78.85 0 (0) 0 (0) 78.85
29 山形 91 (2) 91 (2) 98.64 0 (0) 0 (0) 98.64

30 山形北 60 (0) 63 (0) 94.06 3 (0) 0 (0) 94.06

31 山辺 26 (0) 26 (0) 98.00 0 (0) 0 (0) 98.00

32 山形南 50 (2) 51 (2) 98.54 1 (0) 0 (0) 98.54

33 中山 12 (0) 12 (0) 89.60 0 (0) 0 (0) 89.60

34 山形西 99 (0) 103 (0) 98.13 4 (0) 0 (0) 98.13

35 上山 15 (2) 16 (2) 85.94 1 (0) 0 (0) 85.94

36 山形東 35 (1) 35 (1) 83.40 0 (0) 0 (0) 83.40

37 山形中央 41 (3) 41 (3) 95.04 0 (0) 0 (0) 95.04

38 山形イブニング 31 (2) 33 (2) 72.92 2 (0) 0 (0) 72.92

39 米沢 58 (6) 60 (7) 98.31 2 (1) 0 (0) 98.31

40 米沢上杉 64 (3) 65 (3) 98.08 1 (0) 0 (0) 98.08

41 高畠 52 (3) 52 (3) 66.34 0 (0) 0 (0) 66.34

42 米沢中央 41 (5) 42 (5) 98.81 1 (0) 0 (0) 98.81

43 米沢おしょうしな 28 (2) 28 (2) 89.29 0 (0) 0 (0) 89.29

44 長井 30 (1) 30 (1) 82.20 0 (0) 0 (0) 82.20

45 南陽 13 (1) 13 (1) 82.50 0 (0) 0 (0) 82.50

46 白鷹 19 (0) 19 (0) 100.00 0 (0) 0 (0) 100.00

47 小国 18 (0) 18 (0) 78.82 0 (0) 0 (0) 78.82

48 南陽東 35 (2) 36 (2) 70.00 1 (0) 0 (0) 70.00

49 長井中央 20 (1) 20 (1) 88.80 0 (0) 0 (0) 88.80

50 南陽臨雲 28 (1) 28 (1) 73.40 0 (0) 0 (0) 73.40

1618 (89) 1641 (92) 85.57 26 (3) 3 (0) 85.57

ブロック No クラブ名
2016.7.1

合　計

　2016.7.31

第
�
ブ
ロ
�
ク

会員数
（女性会員数）

会員数
（女性会員数）

年初からの増減数
増

（女性会員数）
減

（女性会員数）

累計出席率

第
�
ブ
ロ
�
ク

第
�
ブ
ロ
�
ク

第
�
ブ
ロ
�
ク

第
�
ブ
ロ
�
ク

第
�
ブ
ロ
�
ク
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2016-2017 年度　クラブ会員・出席率
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