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　明けましておめでとうございます。ご家族お揃い
で穏やかな新年を迎えられたことと存じます。この
一年が皆様にとって素晴らしい一年となりますよう
にお祈り申し上げます。
　昨年を振り返りますと、私にとりましては疾風怒
濤のような一年でありました。１月には米サンディ
エゴでの国際協議会、２月には第２回地区チーム研
修セミナー、３月には PETS、４月には地区研修・
協議会、6 月にはソウルでの国際大会…、あっとい
う間にスタートの７月となってしまいました。そし
て、６月までの「ガバナーエレクト」から「ガバナー」
へと、単に「エレクト」が外れただけで肩の荷の重
さがこんなにも違う！と実感しながらスタートした
新年度でしたが、公式訪問、地区大会、予定されて
いた各委員会活動やセミナー等も無事終了する事が
出来ました。ここ迄来る事が出来ましたのも、偏に
支えて下さった皆様のお蔭であります。改めて深く
感謝申し上げます。後半である今年も青少年奉仕グ
ループを中心に大きな行事も控えております。少し
でも意義ある１年となりますよう頑張って参ります
ので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上
げます。
　それにつけても痛感しますのは、ガバナー職の大
変さであります。幸い私は現役をリタイアしてから
でしたが、パストガバナーの皆様はお仕事と両立さ
れた訳でありまして、改めて感服しております。是
非、鈴木 GE、上林 GN におかれましては、万全な
スケジュール管理と体調管理に努められ、重責を全
うされますようお祈りしております。
　さて、私は昨年の暮れに久し振りにベートーヴェ
ンの交響曲第９番「合唱付き」を全曲通して聴きま
したが、聴きながらベートーヴェンがこの曲を作曲
中のエピソードを思い出しておりました。それは、
当時耳が聞こえなかったベートーヴェンは、ピアノ

に噛り付き歯から伝わる音感で確認しながら作曲を
進めていたという逸話であります。その姿を想像し
ますと鬼気迫る感じが致しますが、人類愛をテーマ
とするこの大曲を、何としても完成させたいという
崇高な使命感が為さしめた事だと思います。そして、
その使命感が有ればこそ、あれだけ高く深い音楽が
創られたのだと思います。
　翻って昨今の国内外を見ますと、崇高な使命感を
感じさせてくれるリーダーが政官財を問わず殆んど
見当たらないように感じているのは私だけでしょう
か？使命感どころか、権力欲・癒着・カネ・私利私
欲・権謀術数・保身・無責任…等の言葉を思い付い
てしまいます。
　しかし逆に、そんな時代であるからこそ、高潔で
高い倫理性を持つ職業人の集まりであり、人類への
奉仕を旨とするロータリーは、今こそ必要な組織で
あり、これ迄以上に存在価値が高まるのではないで
しょうか。110 年もの間世界のために良い事をしてき
たロータリーの良き伝統を引き継ぎ、高い志を持つ
仲間の集うロータリーで人格を磨き、人類に奉仕し、
地域・日本・世界の平和と発展に貢献する。そのよ
うな夢を実現出来れば何と素晴らしい事でしょう。
　そして今年は、第 2800 地区として初めて石黒慶
一 PG が RI 理事に就任されるという記念すべき年
でもあります。ご活躍をお祈り申し上げますととも
に、RI 理事を輩出する地区に恥じない活動をしな
ければと決意を新たにしております。
　今年 2017 年が、世界と日本、そして皆様にとっ
て良い年となりますよう心からお祈り申し上げ、年
頭の挨拶と致します。今年も宜しくお願い申し上げ
ます。
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「年頭に想う」

国際ロータリー2800地区
2016-2017年度ガバナー 長谷川  憲治
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　10 月 25 日（火）夕方５時 30 分より、長谷川ガ
バナーを迎えてホストクラブ酒田スワンロータリー
クラブ例会場のル・ポットフーにて開催された。
　第１ブロックの IM は、これまで同時にブロック
内クラブの合同例会も同時に開催されてきた経緯が
あります。ガバナー主催ということでパンフレット
からは合同例会の文字を消させていただき、新たに
購入した５クラブ名入りの第一ブロック旗を披露し
ながらホストクラブ菅原勝安会長の歓迎のあいさつ
により開会された。本年度は RI 第 2650 地区宇治鳳
凰ロータリークラブ第 10 代会長の堀井長太郎ロー
タリアンによる「宇治は茶処、縁どころ」として記
念講話をいただいた。友好クラブ締結と 20 年以上
の友好の経緯、ロータリーへの想い，そして足利時
代より続く宇治最古の茶園（株）堀井七茗園の代表
として、京都府茶業関係諸団体の要職に就かれてお
るお立場での貴重なお話を頂いた。歴史に想いを馳
せ、茶の文化の源を知り、育種、茶を守り育てる人
を知り、栄西禅師の 茶゙十徳 に゙暫しの日常の雑念を
忘れさせる何かを感じたのは私だけではないと聞き
入った次第です。
　ブロック内メンバー多数の出席にはガバナーのお
褒めの言葉を賜り、そして思いもよらず京都より大
勢の宇治鳳凰ロータリークラブメンバーにも出席を
いただきました。ブロックからの２年後の上林直樹
ガバナー誕生もあり、116 名の登録は懇親会にて大
いなる盛り上がりとなりました。

　開催するにあたり IM 来訪の歓迎に呈茶の席を設
けるなど、広瀬明 IM実行委員長はじめ酒田スワン
ロータリークラブメンバー、ご尽力の皆々様に改め
まして深く感謝申し上げます。

　10 月 30 日羽黒山 三光院（鶴岡市）にて、第３
回青少年交換小委員会 オリエンテーションが開催
されました。当日は、長谷川憲治ガバナーをはじめ
鈴木一作ガバナーエレクト、黒澤青少年奉仕委員長、
遠藤青少年交換小委員会委員長、青少年交換委員の
メンバー、スポンサークラブ、ROTEX、来日学生、
そして派遣候補学生として 4 名の学生と保護者の
方、30 名の参加で開催されました。
　初めに全体会議として長谷川ガバナーの挨拶の
後、遠藤青少年交換小委員長のプログラム説明があ
り参加者全員の自己紹介、2016-17 年度活動計画そ
して来日学生（パウロ（ブラジル 余目 RC）呂 俊
毅（台湾 寒河江 RC）の 2 名）派遣学生（国井修人

（ブラジル ）志田峻平（台湾））について説明があ
りその後オリエンテーションとして 3 名の ROTEX
の帰国報告会がありました。
　報告会の内容を紹介します。
●菅江果子 2015-16 USA テキサス
  交換留学中（10 カ月）3 ホストファミリーにお世
話になりました。初め母国語でない言語で授業を受
けるのは大変でしたがホストファミリーの方から教
わったり、クラスの友達から助けていただきました。
特に他国の留学生からは勉学や留学の悩みの相談相
手になってもらい大変助かりました。留学生同士の
交流を通じて他の国の文化や言語に触れる事ができ
大変貴重な経験をしたと言えます。
●山崎奈央 2015-16 台湾  台北
  菅江さんと同じく交換留学中（10 カ月）3 ホスト
ファミリーにお世話になりました。台湾は日本に近
いのですが文化や食べ物そして学校生活など違う事

5

各種セミナー・委員会報告

第１ブロックＩＭ報告

第１ブロックガバナー補佐

赤谷 典夫（酒田スワン）

青少年奉仕委員会委員

星川 拡一（山形）

 第３回青少年交換小委員会
オリエンテーション 報告



が多く初め驚きました。ホストファミリーの方には
大変親切にしていただきました。また中国語も学校
のクラスメイトが交代で教えてくれるので今では日
常生活に困らない位になりました。留学生同士の交
流も多くあり留学の悩みについて相談相手になって
もらい他国の留学生との交流大変素晴らしい経験を
したと思います。
●酒井隆次 2015-16 台湾  斗南
  留学先のスポンサー RC について話します。月 1
回の例会出席や家族での旅行への参加など大変お世
話になりました。また、地区の留学生スピーチ大会

（中国語、内容は震災時の台湾からの援助について）
で優勝するなど貴重な体験をしました。
　以上帰国報告でしたがこの交換留学で視野が広が
りこれからの自分の将来について具体的に、明確に
考える様になったと全員が話していました。また、
派遣候補学生（保護者の方）にとっても大変参考に
なった報告会でした。
　報告会の後は御祈祷して頂き昼食（芋煮、精進料
理）を頂き 3 チームに分かれ午後のセミナーに移り
ました。（私は留学生２名と日本語講座（日本語、
英語、中国語）をしながら羽黒山参詣を。）
　今回このセミナーに参加して、留学生が習得した
もの、留学中の問題などまた、来日留学生について
も地区内での人数が少ないなど、この事業の大切さ
難しさが解りました。

　会場に着くと、宿坊はとても印象的でした。神社
のような鳥居をくぐって中に入ると大きな神棚のあ
る部屋がありました。お昼の休憩の前に、その場所
に行って神主さんが参加者全員をお祓いしてくださ
いました。私たち留学生候補者たちは、一番前の列
に座ってお祓いを受けました。留学して帰国するま
で安全にね、と言っていただいているようでうれし
くなりました。　
　ロータリアンの皆さんはどうしてこの場所を選ん
だんだろう。きっと純和風の雰囲気の中で、外国に
行ったときに日本の伝統を伝えてほしいという気持
ちを私たちに伝えているのかなと感じました。日本
に住んでいても日本のことをあまり知らないので出
発までに日本のことをもっと知っておかなきゃと思
いました。
　午前中の報告会では３人の先輩たちが留学中の生
活について詳しく話してくれました。楽しく苦しい
経験を乗り越えて自分が成長するように経験を生か
していました。苦しい時間を乗り越えるには周りで
支えてくれる人が必要です。ホストファミリーや学
校の友達に支えられて先輩たちは困難なことを乗り
切れたんだと感じました。大切なのは自分一人で頑
張っていないで、人に頼れるようになることが時に
は大事だということです。
　先輩たちは留学をして自分の夢を具体的に決めた
り、視野を広げたりしました。私は今国際看護師に
なる夢があります。留学での経験を通じてもっと
もっと夢に近づきたいと思います。
　午後は、ロータリー交換留学生の心得と、出発ま
でのオリエンテーションのことについて話がありま
した。ロータリー留学生には多くの厳しい掟があり
ました。また、４月の合宿はとても辛い経験をする
と聞き少し怯んでしましました。これもすべて大き
な夢を叶えるために乗り越えること。出発まで頑張
ります。みなさん宜しくお願いします。
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「Rotary Culture day　五感で感じるグローバル」
　11 月３日（木）、「米山奨学生カウンセラー研修会」
を山形市中央公民館にて開催しました。米山奨学生、
学友参加の「Rotary Culture day　五感で感じるグ
ローバル」も同時開催しました。講師に米山記念奨
学会より武本泰子さんに参加頂き、鈴木 GE、新関
PG、尤銘煌山形米山学友会会長、米山奨学生、学友、
カウンセラー、委員会メンバーも参加されました。
　今年度よりカウンセラー研修会は、地区セミナー
とは別に単独で開催し、カウンセラー皆様方より日
頃の苦労話や感動の話等発表頂き、座談会形式で行
いました。武本さんよりアドバイスを頂きながら、
奨学会の情報などをお聞きし、現在の奨学生の状況
など意見交換が活発に行われ、参加頂きましたカウ
ンセラーの皆様方より良い研修が出来たと感想を頂
きました。今後とも奨学生支援に協力をお願いし終
了しました。
　同時開催しました「Rotary Culture day　五感で
感じるグローバル」、奨学生交流会の目的で企画し
奨学生が中心となり準備、調理を熱心に行って頂き
ました。企画内容は奨学生林イランさんの企画立案
で、奨学生、学友の皆様方に参加を呼びかけ出身国
の郷土料理を調理し、ロータリアンも含め全員で各
国の料理を味わいながら交流を深める事を目的に開
催しました。奨学生よりそれぞれの料理の説明を頂
きました。各国の料理は　モンゴルは「バンタン」
韓国は「キムチチヂミ、プルコギ」中国は「鶏もも
肉の黒こしょう炒め、春雨サラダ、甘酸っぱいヒレ
肉、骨付き豚肉のスープ」台湾は「エビマヨ、鶏肉
の甘酢あんかけ（酢鶏 ??）（糖醋鶏肉）」で、それ
ぞれ奨学生が思いを込めて調理して頂き、皆様方よ
り「美味しい」「非常に料理が上手だね」等のお褒
めの言葉を頂きました。特に男子奨学生が熱心に調
理される姿を見て参加者は感心していました。

　地区では初の企画でしたが、参加頂きました全員
より評価を頂きました。今後地区のイベントとして
定着できればと思っています。来年は寒河江で開催
を予定しています。
　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、奨学生、学友のメンバーに感謝申
し上げます。
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米山奨学生カウンセラー研修会＆奨学生交流会 報告

地区米山奨学委員会委員長
大久保 章宏（山形南）



　ロータリー財団地域セミナーは、平成 28 年 11 月 28
日、ジョン F ジャーム RI 会長をお迎えして、ウェス
ティンナゴヤキャッスルホテルで、開催されました。
　まずは、ロータリー 100 周年を祝うと題し、ロータ
リー財団管理委員長代理の北清治氏より、同月 27 日、
東京の JP ビルで行われた学友会総会での、全世界で
活躍する学友の５人の皆さまの感動的な体験談が披露
されました。ロータリーは、このような世界平和のた
めに危険を顧みず活躍する、素晴らしい人材を多数育
てているのだという、「いいこと」の典型的な事例に
触れ、ロータリー活動の偉大な実績を感じとることが
できました。加えて、名古屋でのフードフェアの様子
も披露されました。また、ポリオ撲滅のために各地区
が、DDF を寄贈していることに対し、一定額以上の
寄付のあった地区が表彰されました。
　次に、斎藤直美 RI 理事から、RI の規定審議会での
規定の改定につき、報告がなされ、各クラブの自主性
と柔軟性が求められている旨が協調されました。
　さらに、国際ロータリー日本財団理事の千玄室氏か
ら、同財団の現状について、お話がありました。日本
の寄付額が相対的に低下し、長年、第２位を維持して
いたところ、今年度は、第３位となったとの報告があ
り、第２位の地位を奪還しようとの決意が示されま
した。このためには、会員数の増大が必須でしょう。
８万 9000 名の会員を、10 万名にしたいものです。
　さらに、ポリオ撲滅プログラムの現状の報告がなさ
れ、「あと一歩」の実状をしっかりと把握しました。
本当に、あと少しです。
　平和フェローセンターの活動内容、フェローの活躍
状況の説明があり、人材の発掘、育成への取組みが要
請されました。素晴らしい人材育成プログラムである
ことが、再認識されました。
　また、ロータリーのイメージの向上、認識度の広が
りの不足が指摘され、さまざまな工夫の必要性が訴え
られました。公共イメージが上がることにより、会員
数の増加、寄付額の増額、人道的奉仕活動の活発化が

見込まれることになります。
　第２部に移り、実践活動の報告がなされました。世
界各地で活躍する、財団学友の生き生きとした、また、
情熱あふれる報告がなされ、会場が感動の波に包まれ
ました。財団学友の献心的な活動に頭が下がりました。
我々が出来ない活動です。そうであれば、資金的援助
をもって、彼らを支援する必要を強く感じました。
　さらにグローバル補助金を使っての VTT プロジェ
クトでの、医療チームによる、人道的支援活動の紹介
がありました。ロータリーは本当にさまざまな活動を
しています。我々は、もっともっと、これらの活動を、
広く、深く進めて行かなければなりません。
　コーヒーブレイクの後、大口寄付の説明と推進のお
願いがあるとともに、ロータリーカードの普及、特
にロータリープログラムへのカードの使用の奨励があ
り、新たにダイナースカードが開発されたことの報告
がなされました。各クラブ、地区において、同カード
での決済がなされた場合、年間、１億数千万円の寄付
が財団に、自動的になされることになります。是非、
このカードを従来のカードとともに、ご活用いただき
たいと思います。
　最後に、「ロータリー財団 100 周年を祝おう」との
テーマのもと、各地でのイベント紹介が、シンポジウ
ムの形でなされました。地区大会、ロータリーデーと
いった場面で、ロータリー財団の素晴らしい功績を、
ひとりひとりのロータリアンに認識していただき、明
日からの飛躍へと結びつけて行こうではないかとの、
力強い呼びかけがなされました。
　このセミナーを終え、素晴らしい感動とともに、
2017 ～ 2019 年度国際ロータリー第 2800 地区から輩出
される、石黒 RI 理事エレクトのもとでの、次年度の
ロータリー研究会＆財団セミナーの成功を期したいと
の決意を強くしました。
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ロータリー財団地域セミナー 報告

パストガバナー
池田 德博（鶴岡西）



　2016 年 11 月 28 日から 12 月１日まで名古屋で開
催された第４５回ロータリー研究会に長谷川ガバ
ナーご夫妻、５名の PG、鈴木 GE、上林 GN と共
に参加してきた。４セション（日本のロータリー
100 年に向けて、これからのロータリーを考える－
規定審議会より見えるもの－、－あれから５年－東
日本大震災の支援活動と今後、「地域と共に」34 地
区実践報告）に加えて、ノーベル物理学賞受賞の天
野浩氏の特別講演や前日に行われたその他の付随事
業等盛りだくさんの内容であった。John F. Germ 
RI 会長の基調講演では、ロータリーは今転換期を
迎えているが、ロータリーの基本理念は変わっては
いないし、2016 年規定審議会での決議は、クラブ
に柔軟性や自主性をもたせるための決定であったこ
とを強調しておられた。従って、各クラブは会員総
意のもと生き残るための長期計画を立てなければ、
クラブ間の格差は広がって行くであろうと感じた。
　本研究会に先立って 11 月 27 日に東京で開催され
た「日本ロータリー学友会：財団 100 周年シンポジ
ウム」にも参加したが、財団奨学生、国際平和フェ
ロー出身者で現在、国際機関で世界平和のために第
一線で活躍している６名の女性の講演は素晴らしい
ものであった。なお、世界人道奉仕賞の緒方貞子氏

（元財団奨学生）への伝達式も行われた。このよう
な方々の活躍をみるに、ロータリーは世界平和のた
めに大きな役割を果たしていることを実感した次第
である。
　さて、次回の第 46 回ロータリー研究会は小生が
招集者として、イアン ライズリー RI 会長をお迎え
して、来年 11 月 20 日（月）から 11 月 23 日（木・祭）
までの期間で、グランドニッコー東京 LE DAIBA

（旧名称：ホテルグランパシフィック　LE DAIBA）
で開催する予定である。例年通り、第１日目（11/20）
はロータリー財団セミナー、第２日目（11/21）は

ガバナー会、メジャードナー午餐会、GETS、ロー
タリー日本財団評議員会、RI 会長ご夫妻歓迎晩餐
会　等を開催。第３日目（11/22）と第４日目（11/23）
にロータリー研究会を開催する。理念としては「日
本の心をどう世界に発信するか」で、日本のロータ
リーの現況を考えてみたいと考えている。現在、池
田徳博 P.G.（鶴岡西、第１ゾーン RRFC）を実行委
員長として中心に準備を進めており、本研究会に鶴
岡西 RC の５名の会員も視察に参加した。第 46 回
ロータリー研究会は、RI 第 2800 地区の皆様には多
大なご負担をおかけするかもしれないが、ご支援・
ご協力を最後にお願い申し上げ、研究会報告とする。
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第45回ロータリー研究会 報告

RI理事エレクト
パストガバナー

石黒 慶一（鶴岡西）
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　東根ロータリークラブ創立 50 周年記念式典を、
秋たけなわの 10 月 22 日（土）に花の湯ホテルにて
開催致しました。1966 年 10 月 21 日、村山ロータ
リークラブをスポンサークラブとして発足して以
来、先輩会員諸氏のご尽力により、多くの実績と成
果を残し、50 周年を迎えることができました。特に、
菅繁三ガバナーを輩出し、地区大会を陸上自衛隊第
６師団のご協力で実施したことが、思い出深いもの
となりました。今日まで、25 名に上る交換留学生
を受け入れ、そしてまた 22 名の留学生を派遣して
まいりました。さらに、財団奨学生の派遣・米山奨
学生の受け入れと多くの実績を残すことができまし
た。チャーターメンバーの古瀬会員はじめベテラン
会員と若手会員からなるバランスとれた当クラブで
は、東根ロータリークラブならではの伝統ある気風
が今も脈々と生きております。
　50 周年記念式典には、長谷川憲治ガバナー始め
多数のパストガバナーと県内各クラブの会員に多数
ご出席頂きました。また、土田東根市長はじめご来
賓の方々にもご参列賜り、記念式典に花を添えて頂
きました。
　創立 50 周年に当たり、記念事業として

　１．東根市中央運動公園に電波時計２基
　２．青少年育成事業のために金一封
を贈呈致しました。
　また、陸上自衛隊第６師団副師団長（神町駐屯地
司令）鳥海誠司・陸将補による記念講演を開催致し
ました。演題は「激変する安全保障環境と自衛隊」
という時宜を得た内容の講演が行われました。
　祝賀会は、県内各ロータリークラブの会員および
ご来賓の方々はじめ多数の参加を賜り、盛大かつ格
調高く執り行われました。オープニング・アトラク
ションとして、津軽三味線「正徳会」約 30 名による
三味線と民謡が披露されました。「正徳会」には当ク
ラブの会員２名と他に１名のロータリアンが参加致
しました。格調高い演奏に感激致しました。第３ブ
ロック・ガバナー補佐斉藤栄一氏の乾杯で、にぎや
かに祝宴が行われました。最後は、「手に手つないで」
の参加者全員の合唱で無事終了致しました。
　これを契機に、これまでの 50 年の歴史に更なる
歴史を積み重ねるべき、新たな一歩を踏み出したい

と思います。また、「会員一人ひとりがロータリー
の精神を学び、自己研鑚に励み、より良い社会の創
造に役立ちたい。」という本年度の石垣会長の言葉
を胸に今後のクラブ活動に邁進してゆく所存です。
　最後に、ご参列いただきました皆様には心より感
謝致しますと伴に御礼申し上げ、報告といたします。
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東根ロータリークラブ創立50周年記念式典 報告



2017年1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 3RC 
 

2017
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

2017
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 ２８,７７７              
Zone 2 ６５１ ２８,２０４          
Zone 3 ７９３ ３３,０１９         
合計 ２,２７４ ９０,０００     

■ BOX登録件数 

  １８２件          

2016年12月6日現在 のClub Central
のデーターです。                

 

 

 

表面：汎用パターン 

 

■ 2016年規定審議会とロータリーの戦略計画 

 2016年の規定審議会では、今までになくロータリークラブの自主性と責任が問

われることになりました。各クラブの運営方法、特に例会のあり方を真剣に協議し

なければなりません。それこそがクラブの戦略計画です。今の自分のクラブの良

い点、悪い点をしっかり検証し、3年後、5年後、10年後のクラブの姿を描いて計

画します。それに従って毎年の計画がなされ実行され、毎年の検証も必要です。

この戦略計画は、クラブ協議会を通じて、会員全員が共有しなければなりません。

また、今回改正されたことを地区や分区・班・グループで統一見解を出して欲しい

との意見もあります。しかし、今度の規定審議会で決まったことは、各クラブの自

主性と責任です。横並びの方が楽ではありますが、会員全員で考え話し合うこと

を選びたいものです。当然、今までのクラブの運営方法を必ず変えなければなら

ないと言うわけではありません。 

 

■ クラブの細則の改正 

 いうまでもなく、規定審議会が開催された次の年度には、決まったことをクラブ

の細則に反映させなければなりません。推奨ロータリークラブ細則を採用している

クラブにおかれましては、クラブの細則は、クラブの例会で改正します。10日前に

会員に書面で通知し、定足数を満たした例会で3分の2が賛成することが必要で

す。また、国際ロータリー定款・細則、ロータリー章典と矛盾してはいけません。 

 

 

 

 

 

 

      第3ゾーンセミナー 

ZonesÊ1Ê&Ê2Ê&Ê3Ê

 ２０１６年7月9日(土)大阪にて、第3ゾーンロータリー戦略

計画推進セミナーを開催し、105名の登録をいただきました。

開会式では、斎藤理事のご挨拶をいただき、第3ゾーンの3

部門、ロータリーコーディネーターとロータリー公共イメージ

コーディネーターとロータリー財団地域コーディネーターが

それぞれ趣旨説明し、杉谷直前理事の講演をいただきまし

た。そして、部門ごとのグループ討議で地区の情報交換が

あり、財団部門では、第2730地区のグローバル補助金の事

例発表がありました。グローバル補助金の使い方が難しく、

それぞれの地区のロータリー財団委員会には、参考事例

になったようです。その後の、杉谷直前理事ご逝去は、残

念でありました。                                                   

第3ゾーン ロータリーコーディネーター   安満 良明 

 

ジョン・F・ジャームRI会長ご夫妻Ê
斎藤直美RI理事ご夫妻Ê
名古屋ロータリー研究会Ê

       ２０１６年１１月２９日Ê

ロータリー研究会とは、ゾーンÊ
単位で開催され(日本は３つのÊ
ゾーン合同)国際ロータリーのÊ
現、次期、元役員に国際Ê
ロータリーとロータリー財団のÊ
最新の情報を提供し、親睦とÊ
研修の機会を提供する会です。Ê
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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) 97.32 1 (0) 1 (0) 88.57

2 酒田東 34 (5) 35 (5) 81.90 1 (0) 0 (0) 82.52

3 酒田中央 35 (0) 34 (0) 83.34 0 (0) 1 (0) 86.58

4 酒田スワン 15 (5) 16 (6) 89.06 1 (1) 0 (0) 87.67

5 酒田湊 16 (3) 16 (3) 92.19 0 (0) 0 (0) 92.06

6 鶴岡 33 (4) 33 (4) 74.11 0 (0) 0 (0) 85.05

7 鶴岡西 33 (4) 33 (4) 80.71 1 (0) 1 (0) 81.10

8 余目 27 (0) 29 (1) 88.57 2 (1) 0 (0) 82.14

9 立川 14 (0) 14 (0) 83.08 0 (0) 0 (0) 85.75

10 鶴岡東 29 (1) 28 (1) 82.65 0 (0) 1 (0) 81.28

11 鶴岡南 20 (4) 20 (4) 90.74 2 (0) 2 (0) 85.93

12 天童 43 (3) 43 (3) 96.48 0 (0) 0 (0) 97.81

13 東根 33 (0) 35 (1) 69.52 2 (1) 0 (0) 74.05

14 天童東 51 (0) 54 (0) 64.62 3 (0) 0 (0) 70.48

15 天童西 19 (2) 19 (2) 78.95 1 (0) 1 (0) 84.93

16 東根中央 49 (3) 48 (3) 81.56 1 (0) 2 (0) 81.13

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

18 新庄 17 (2) 16 (2) 86.03 0 (0) 1 (0) 86.62

19 尾花沢 20 (0) 20 (0) 75.00 0 (0) 0 (0) 80.17

20 最上 23 (1) 23 (1) 45.47 0 (0) 0 (0) 50.41

21 尾花沢中央 16 (1) 16 (1) 92.19 1 (0) 1 (0) 91.48

22 村山ローズ 18 (5) 18 (5) 72.21 1 (0) 1 (0) 66.98

23 新庄あじさい 16 (0) 15 (0) 91.11 0 (0) 1 (0) 90.04

24 寒河江 52 (1) 52 (1) 96.60 1 (0) 1 (0) 88.50

25 大江 18 (2) 18 (2) 86.57 0 (0) 0 (0) 91.64

26 河北 29 (0) 31 (0) 92.61 2 (0) 0 (0) 86.39

27 寒河江さくらんぼ 39 (3) 39 (3) 82.05 0 (0) 0 (0) 90.18

28 西川月山 13 (0) 13 (0) 46.15 0 (0) 0 (0) 69.00
29 山形 91 (2) 94 (2) 100.00 3 (0) 0 (0) 99.60

30 山形北 60 (0) 62 (0) 90.60 3 (0) 1 (0) 93.07

31 山辺 26 (0) 26 (0) 100.00 0 (0) 0 (0) 97.40

32 山形南 50 (2) 53 (2) 100.00 3 (0) 0 (0) 99.71

33 中山 12 (0) 12 (0) 66.67 0 (0) 0 (0) 75.70

34 山形西 99 (0) 103 (0) 94.62 4 (0) 0 (0) 95.40

35 上山 15 (2) 16 (2) 68.75 1 (0) 0 (0) 76.88

36 山形東 35 (1) 35 (1) 82.55 0 (0) 0 (0) 81.83

37 山形中央 41 (3) 41 (3) 95.35 0 (0) 0 (0) 93.99

38 山形イブニング 31 (2) 32 (2) 60.00 2 (0) 1 (0) 71.97

39 米沢 58 (6) 60 (8) 71.11 3 (2) 1 (0) 83.77

40 米沢上杉 64 (3) 66 (3) 98.86 2 (0) 0 (0) 97.93

41 高畠 52 (3) 52 (3) 62.53 0 (0) 0 (0) 74.66

42 米沢中央 41 (5) 42 (5) 98.21 1 (0) 0 (0) 98.45

43 米沢おしょうしな 28 (2) 29 (3) 77.59 1 (1) 0 (0) 75.78

44 長井 30 (1) 30 (1) 65.60 0 (0) 0 (0) 72.54

45 南陽 13 (1) 13 (1) 90.00 0 (0) 0 (0) 91.38

46 白鷹 19 (0) 19 (0) 100.00 0 (0) 0 (0) 93.43

47 小国 18 (0) 18 (0) 100.00 0 (0) 0 (0) 94.83

48 南陽東 35 (2) 35 (2) 75.71 1 (0) 1 (0) 72.30

49 長井中央 20 (1) 20 (1) 87.50 0 (0) 0 (0) 86.51

50 南陽臨雲 28 (1) 28 (1) 74.80 0 (0) 0 (0) 75.66

1617 (89) 1643 (95) 83.22 44 (6) 18 (0) 84.82

※村山RCの2016年7月の例会出席率並びに累計出席率に誤りがございましたので、お詫びして訂正申し上げます。

ブロック No クラブ名
2016.7.1

合　計

　2016.11.30

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



15



1


