


　7 月 12 日の米沢上杉 RC を皮切りに公式訪問が
始まり、この原稿執筆の 9 月 16 日現在 34 クラブへ
の訪問が終了しました。地区内 50 クラブでありま
すから、全クラブの 2/3 以上を終了した事になりま
す。実は、公式訪問が始まる前に酒井直前ガバナー
からは「公式訪問は楽しいよ」とお聞きしていたの
ですが、県内全域 50 ものクラブを訪問する事は大
変な苦労だと思い、何故楽しいのか良く理解出来ず
におりました。しかし、実際に 34 クラブの訪問を
終えた今となっては、酒井直前ガバナーの仰った意
味が良く分かります。
　まず、公式訪問例会前の「会長・幹事会」がとて
も有意義です。各クラブ会長の今年度の方針や抱負、
又クラブの長所や課題等をお聞きした後、突っ込ん
だ話し合いを続けて来ましたが、各クラブ共悩みや
課題等を抱えながらも、活発で意義あるクラブ運営
を目指し前向きに真剣に取り組んでおられる姿勢が
強く感じられ、とても嬉しく思いました。更に、今
年度のＲＩテーマや地区方針を良くご理解頂き、自
クラブの方針等に反映して頂いている事にも感謝申
し上げます。会長・幹事会では、私も腹蔵の無い意
見を申し上げましたが、お役に立てれば幸いです。
又、訪問前は「少人数クラブは運営に苦慮しておら
れるのでは？」と勝手な推測をしておりましたが、
全くの杞憂でした。むしろ少人数ならではの纏まり
の良さが感じられ、例会の雰囲気も良く、事業活動
も活発で嬉しい見込み違いでした。そして、各クラ
ブで会長・幹事、次年度会長・幹事と真剣な話し合
いを終えてみると、共に重責を背負ってこの１年を
過ごす同士か戦友のように感じられて、格別の親し
みや友情・仲間意識を感じております。このご縁を
大切に、是非この 1 年、より有意義なクラブ運営・
ロータリーライフを送る事が出来ますよう共に頑
張っていきたいと思っております。

　そして、公式訪問例会では、どのクラブでも例外
なく温かくお迎え頂いております。歓迎の看板や横
断幕を準備して頂いたクラブ、全員から拍手でお出
迎え頂いたクラブ、大勢の方々から歓迎のニコニ
コ（スマイル）を頂いたクラブ、花束や記念品まで
頂戴したクラブまで有り、恐縮しております。大変
有難く厚くお礼申し上げます。それにつけても、反
省？しておりますのは、私の所属する山形クラブで
は、伝統的にそのような歓迎の姿を表に出さないス
タイルを続けておりまして、公式訪問にお出でにな
られた歴代ガバナーの方々は「何と愛想の無いクラ
ブだ！」とお思いになられたかもしれません。しか
し、心では大歓迎申し上げておりますので、ご賢察
の上ご理解賜ればと存じます。
　又、他クラブへの訪問を殆どした事の無い私に
とっては、色々な事が新鮮でした。例会の進行がク
ラブや地域によって違う事も興味深い事でしたし、
何よりも久し振りに旧知のメンバーとお会い出来た
り、反対に初めてお会いするメンバーとの新しい出
会いが有ったり、ロータリーの素晴らしさを実感し
ております。
　そして、卓話では RI テーマや地区方針等につい
てお話申し上げ、最後に数値目標の必達をお願いし
ておりますが、有難い事にどのクラブでも熱心にお
聞き頂き、感謝しております。是非真摯にロータリー
活動に取り組んで頂き、地区方針・目標を実現して
頂ければ本当に嬉しく思います。そして、その実現
を心から期待しております！
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「公式訪問に思う」

国際ロータリー2800地区
2016-2017年度ガバナー 長谷川  憲治



　昨年度に引き続きロータアクト小委員長を仰せつ
かっております大竹一晴と申します。昨年度就任以
来一年があっという間に過ぎてしまいました。アク
ターの皆さんともいろいろな機会に接してまいりま
した。昨年は「アクターのみんなは残された時間は
我々の何倍も残されている」というお話を引用させ
てもらいました。しかし 30 歳までの年齢制限のな
かでの活動は思ったほど時間がない、というのが実
感です。一年が瞬く間に過ぎて感じることは、はっ
きりとした目的を持たないと達成感が得られないと
いうことです。幸い委員長の甘い考えとは違い現在
のアクターは非常にしっかりとした考えの基に行動
していると思います。
　あとはその会員数です。現在第 2800 地区は 45、
6 名の会員で行動しています。実に少ないと思いま
す。会員を増やすためにはまずその目的意識を新ア
クターに理解してもらうことが大事なのではないか
と思います。しっかりとした目的意識を持ち活動す
ることが重要である、と考えております。

　２年前迄、ロータリー財団委員会の中にロータリー
財団・学友小委員会というカテゴリーから地区学友
委員会として独立しました。2013 年度から「未来の
夢計画」がスタートして財団プログラムの変更によ
り、財団親善奨学生の派遣をしていません。過去を
さかのぼれば当地区から 120 数名の学生を世界の大学
に派遣し、素晴らしい実績を上げていました。その
奨学生の現況の把握、そして地区学友会の再構築が
最大のゴール、ロータリー事業に携わっていただく
ことが目標の委員会です。大変な事業とは思います
が、少しずつ奨学生の掌握、学友会の再開に向け地
道に委員会活動を行ってまいります
　全国学友会の総会にも出席し、見聞を広めて地区
活動のヒントとなる事も一つの手段と考えています。
　各ロータリークラブが携わった奨学生の把握・情
報が委員会活動の大きな一歩と考えています。どう
ぞよろしくお願い致します。

　RYLA（Rotary Youth Leadership Awards）とは、ロー
タリー青少年指導者養成プログラムの頭文字です。
　1959 年オーストラリアのクイーンズランド州が
自治権獲得 100 周年の式典に、イギリスの女王の名
代としてアレキサンドラ王女が派遣されたその時、
ブリスベーン RC がホストになり、王女と同世代の
青年たちをこの式典に招待して参加させ、王女と会

わせるプログラムを作成しました。これらの青少年
たちの資質の良さに感心したロータリアンたちは、
この催しを毎年行うことを決め、各クラブから２名
の青少年をブリスベーンに招待し、文化、社会、教
育のプログラムに参加させることを決めた。これ
が RYLA の誕生です。1976 年に日本でスタートし、
第2800地区では20回のセミナーが開かれています。
　今年度は各委員会にご協力を仰ぎ是非 RYLA を
開催したいと考えています。参加者には日常生活で
は体験できない充実感が持て、為になったと同時に
楽しかったと言われるように、そして主催するロー
タリアンも斬新な思いが浮かぶ RYLA を皆さんと
一緒に創りたいと思います。是非、皆さんの多大な
るご協力をお願い申し上げます。
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大小委員会委員長紹介

ロータアクト小委員会

委員長　大竹 一晴（南陽東）

地区学友委員会

委員長　沼澤 岩夫（長井中央）

RYLA小委員会

委員長　前田 昌信（長井）



4

ガバナー公式訪問
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　8 月 27 日午前 11 時より、山形グランドホテルに
おいて今年度第 1 回の諮問委員会が開催されまし
た。
　酒井直前ガバナーはじめ 11 名のパストガバナー、
鈴木ガバナーエレクト、上林ガバナーノミニー、酒
井年度の内藤地区幹事・篠田地区資金委員長・古山
統括副幹事からもご出席をいただき、事務局スタッ
フを合わせて 24 名の参加者となりました。
　長谷川ガバナーよりご挨拶をいただいた後に、以
下の諮問事項について協議が行われました。
　1.　2015-2016 年度決算報告
　　　（地区資金、地区基金、東日本大震災等地区
　　　災害特別支援金、地区大会決算、地区事務所
　　　決算）
　2.　2015-2016 年度ガバナーエレクト事務所決算
　　　報告
　3.　2016-2017 年度ガバナーエレクト事務所予算
　　　（案）について
　4.　2016 － 2017 年度地区大会について
　　　（地区大会日程・運営（案）、地区大会予算（案） 他）
　5.　①地区補助金の審査基準改訂（案）について
　　　②東日本大震災等地区災害特別支援金から山
　　　　形県への寄付について
　　　③「ロータリー財団 100 周年記念シンポジウ
　　　　ム公共イメージ向上協力金のお願い」に対
　　　　する取り組みについて
　　　④「日本のロータリー 100 周年委員会」の発
　　　　足に伴うお願いに対する取り組みについて

　8 月 27 日午後 1 時より、山形グランドホテルに
おいて今年度第 1 回の東日本大震災等復興支援特別
委員会が開催されました。
　出席者は、委員長の新関パストガバナー、池田パ
ストガバナー、酒井直前ガバナー、武山地区社会奉
仕委員長、事務局として伊藤地区幹事と佐藤地区資
金委員長の 6 名でした。
　協議内容は以下のとおりです。
　1.　 地区内 5 クラブより申請のあった、今年度東
　　　日本大震災避難者支援等事業計画に対する補
　　　助金の支給決定の件
　2.　 山形県に対する寄附金については、昨年度と
　　　同様に実施すること
　3.　 地区内外での災害発生に際しては、この委員
　　　会の協議により「東日本大震災等地区災害特
　　　別支援金」から支援金を支払うこと
　上記の３件につきご協議いただき、決定されまし
た。
　なお、補助金の支払いについては、事業実施時期
が迫っているものもあるため、速やかに手続きを進
めるよう新関委員長より指示がなされ、閉会となり
ました。

　諮問委員の方々からご質問や貴重なご意見をいた
だき、活発な討議が行われましたが、いずれの諮問
事項も原案のとおりご承認をいただきました。
　最後に内藤直前地区幹事より酒井年度での協力に
対する感謝のご挨拶があり諮問委員会を終了いたし
ました。
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各種セミナー・委員会報告

 第1回東日本大震災等復興支援
　　　　　　　　　　特別委員会

 第1回諮問委員会

地区幹事　伊藤 吉明（山形）



　8 月 28 日（日）午前 10 時より、山形県青年の家
において 2016-2017 年度　国際ロータリー第 2800
地区ローターアクトクラブ第 1 回会長幹事会が開催
されました。2800 地区からは、長谷川憲治ガバナー、
鈴木一作ガバナーエレクト、米沢上杉 RC　依田 聡
青少年奉仕委員長、山形 RC　RA 委員長永井 淳が
参加しました。2800 地区ローターアクトクラブか
らは、阿部祐一郎地区 RA 代表をはじめとする 9 名。
総勢 13 名での会長幹事会でした。
　阿部 RA 代表から、2016-2017 年度の地区ターゲッ
トは、「無限大 28 ∞の力　山形の地から。」という事、
2016-2017 年度の年次大会テーマも同じく「無限大
28 ∞の力　山形の地から。」である事、年次大会の
日時は、平成 29 年 5 月 27 日（土）酒田市のル・ポッ
トフーである事もあわせて報告されました。その後
各地区の活動がそれぞれ報告されました。年次大会
では、インターアクトとの合同開催をしたいとの案
も出されました。その他、諸事連絡においては、しっ
かりとした年間計画を作成しよう、代表や幹事が大

量の案件を抱え込むのではなく、どんどん各地区に
振って、皆で分担してやっていこう等の青年らしい
活発な意見交換がされました。
　長谷川ガバナーからは、10 月 9 日に行われる地
区大会において、プロジェクター等を使用して、ど
んどん PR して貰いたい。ポリオ撲滅キャンペーン
演奏会等において、積極的な支援をお願いしたい、
いろんな活動によって、自分を高めていって頂けた
ら嬉しい等のお話がありました。
　鈴木一作ガバナーエレクトからは、活動を通して、
沢山の人に出会える事は素晴らしい財産である等の
お話がありました。
　この会議を通して思ったことは、各地区 RA が、
会員不足に悩んでいるようでしたが、一人でも多く
の賛同者を得られる事を心より祈念し、この青年達
が各地で街づくりや、奉仕活動に一生懸命になって
いる事を誇りに思い、心を熱くした一日でした。

報告／永井　淳（山形）

　平成 28 年 8 月に発生しました台風 10 号等災害に対し、東日本大震
災・復興支援特別委員会の了承をいただき、東日本震災等災害特別支
援金より義援金 50 万円を寄付いたしました。

　以上についてご報告させていただきますとともに、何卒ご理解いた
だきたくお願い申し上げます。

地区幹事　伊藤 吉明
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平成28年台風10号等災害に対する義援金について

 ローターアクトクラブ
 第1回会長幹事会に参加して
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2016年10月号 
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 1 RPIC 
 

2016
発行：Zones 1
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

2016
発行：
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

■   クラブ数     会員数 

Zone 1  830    28,484 
Zone 2  651    27,925 
Zone 3  793    32,629 

合計   2,274   89,038 

（2016年8月19日現在 のClub Central 

のデーターです）  

               

■ BOX登録件数 

Zone 1          53 件           
Zone 2           27 件            
Zone 3           79 件 

8月19日現在  合計 159 件 

 

表面：汎用パターン 

■  ロータリーの公共イメージ向上のために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  2016-17年度ロータリー公共イメージコーディネーターの目標 

 ◎以下のトピック（１つまたは複数）に関する無料メディア掲載（ロータリーが費
用を支払わずに外部メディアにより掲載される記事）を、各地区で少なくとも10
件確保する。 

 a. 特筆すべきクラブのプロジェクト 

 b. 地元ロータリークラブの支援を受けた人または団体 

 c. 学友 

 d. ロータリークラブ会員とそのボランティア活動の紹介 

 e. 地元のイベント/募金活動 

 f. ポリオ撲滅または6つの重点分野 

 g. 人びとの交流/ネットワークを広げる機会 

 h. 世界ポリオデー 

 i. ロータリーデー 

 j. ロータリーのイベント/財団100周年イベント 

  

ZonesÊ1Ê&Ê2Ê&Ê3Ê

公共イメージ向上作戦 

 上記右側囲み欄に、「BOX登録件数」とありますが、これは昨年の10
月よりRPIC（公共イメージコーディネーター）が始めた「クラウド
BOX」の事です。 

 クラブや地区が奉仕事業やロータリー活動を行って新聞記事になった
場合、その記事を地区経由で「クラウドBOX」に投稿して下さい。それ
をお互い閲覧することで、情報共有し、その後のロータリーの広報活動
のヒント・参考にして頂きたいと思います。又、アンケート形式での
フォーマットがありますので、プロジェクトの概要報告をお願い致しま
す。<rpicjapan@gmail.com>に「詳細希望」という件名で空メールをお
送りいだくと投稿および、閲覧方法が自動返信で届きます。 

 この活動を「公共イメージ向上作戦」と名付けております。今年度も
継続していますので、各地区・クラブのご協力をお願い致します。  

                     (Zone1 RPIC 渡辺敏彦） 

 

 

ロータリーとは何かを説明する
には、この３つのフレーズを使
うと一貫性があり、明確に表現
する事が出来ます。 

様々な「リーダーが集まり」 

「アイディアを広げ」 

社会のために「行動する」 

 

 

クラウドストレージの「Box」
は、個人向けの無料サービスも
あるが、主軸は企業向けの有料
サービス。すでに世界4万7000
の企業・組織がアカウントを持
ち、「フォーチュン500」企業
の51％で利用されている。 

       DIAMOND online より 

ガバナーエレクトとして ガバナーとして 

地区広報委員会の委員長と委員を任
命する。 

地区とロータリーのスポークスパーソ
ンとなる。 

地区広報のために予算を組む。 広報計画を立てるようクラブに奨励す
る。 

クラブを対象とした広報の研修が実
施されるよう手配する。 

地区のウェブサイトとソーシャルネット
ワーキングサイトが定期的に更新され
るよう手配する。 

ロータリークラブ・セントラルでクラブ
が広報目標を立てるよう、ガバナー補
佐と協力して確認する。 
 

奉仕プロジェクトの広報を効果的に行
う。また、ロータリーショーケースや
ロータリークラブ・セントラルでプロ
ジェクトの成果を紹介するようクラブに
奨励する。 
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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) 79.46 0 (0) 0 (0) 88.84

2 酒田東 34 (5) 35 (5) 79.00 1 (0) 0 (0) 86.65

3 酒田中央 35 (0) 34 (0) 92.01 0 (0) 1 (0) 89.64

4 酒田スワン 16 (5) 16 (6) 89.06 1 (1) 1 (0) 88.70

5 酒田湊 16 (3) 16 (3) 96.25 0 (0) 0 (0) 95.78

6 鶴岡 33 (4) 33 (4) 83.04 0 (0) 0 (0) 86.76

7 鶴岡西 33 (4) 33 (4) 81.82 0 (0) 0 (0) 83.56

8 余目 27 (0) 29 (1) 65.00 2 (1) 0 (0) 79.38

9 立川 14 (0) 14 (0) 85.00 0 (0) 0 (0) 84.43

10 鶴岡東 29 (1) 29 (1) 78.10 0 (0) 0 (0) 78.16

11 鶴岡南 20 (4) 20 (4) 79.63 0 (0) 0 (0) 82.87

12 天童 43 (3) 43 (3) 100.00 0 (0) 0 (0) 98.98

13 東根 33 (0) 34 (1) 73.53 1 (1) 0 (0) 76.84

14 天童東 51 (0) 54 (0) 78.30 3 (0) 0 (0) 76.20

15 天童西 19 (2) 19 (2) 88.16 0 (0) 0 (0) 89.70

16 東根中央 49 (3) 49 (3) 70.84 0 (0) 0 (0) 77.09

17 村山 10 (0) 10 (0) 100.00 0 (0) 0 (0) 55.00

18 新庄 17 (2) 17 (2) 85.29 0 (0) 0 (0) 86.03

19 尾花沢 20 (0) 20 (0) 78.33 0 (0) 0 (0) 79.17

20 最上 23 (1) 23 (1) 51.24 0 (0) 0 (0) 49.44

21 尾花沢中央 16 (1) 17 (1) 90.19 1 (0) 0 (0) 94.32

22 村山ローズ 18 (5) 19 (5) 61.40 1 (0) 0 (0) 65.57

23 新庄あじさい 16 (0) 16 (0) 87.50 0 (0) 0 (0) 89.07

24 寒河江 52 (1) 52 (1) 86.42 1 (0) 1 (0) 87.93

25 大江 18 (2) 18 (2) 98.15 0 (0) 0 (0) 96.99

26 河北 29 (0) 31 (0) 73.40 2 (0) 0 (0) 80.75

27 寒河江さくらんぼ 39 (3) 39 (3) 97.43 0 (0) 0 (0) 95.83

28 西川月山 13 (0) 13 (0) 81.54 0 (0) 0 (0) 80.20
29 山形 91 (2) 94 (2) 99.36 3 (0) 0 (0) 99.00

30 山形北 60 (0) 63 (0) 98.74 3 (0) 0 (0) 96.40

31 山辺 26 (0) 26 (0) 93.00 0 (0) 0 (0) 95.50

32 山形南 50 (2) 52 (2) 100.00 2 (0) 0 (0) 99.27

33 中山 12 (0) 12 (0) 86.11 0 (0) 0 (0) 87.86

34 山形西 99 (0) 103 (0) 96.11 4 (0) 0 (0) 97.12

35 上山 15 (2) 16 (2) 76.56 1 (0) 0 (0) 81.25

36 山形東 35 (1) 35 (1) 80.65 0 (0) 0 (0) 82.03

37 山形中央 41 (3) 41 (3) 89.84 0 (0) 0 (0) 92.44

38 山形イブニング 31 (2) 32 (2) 69.12 2 (0) 1 (0) 71.02

39 米沢 58 (6) 60 (7) 81.11 2 (1) 0 (0) 89.71

40 米沢上杉 64 (3) 65 (3) 97.31 1 (0) 0 (0) 97.70

41 高畠 52 (3) 52 (3) 78.84 0 (0) 0 (0) 72.59

42 米沢中央 41 (5) 42 (5) 97.62 1 (0) 0 (0) 98.22

43 米沢おしょうしな 28 (2) 28 (2) 69.05 0 (0) 0 (0) 79.17

44 長井 30 (1) 30 (1) 83.55 0 (0) 0 (0) 82.88

45 南陽 13 (1) 13 (1) 87.45 0 (0) 0 (0) 84.98

46 白鷹 19 (0) 19 (0) 92.14 0 (0) 0 (0) 96.07

47 小国 18 (0) 18 (0) 95.31 0 (0) 0 (0) 87.07

48 南陽東 35 (2) 36 (2) 62.86 1 (0) 0 (0) 66.43

49 長井中央 20 (1) 20 (1) 88.75 0 (0) 0 (0) 88.78

50 南陽臨雲 28 (1) 28 (1) 76.87 0 (0) 0 (0) 75.14

1618 (89) 1647 (93) 84.21 33 (4) 4 (0) 84.89合　計
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