


　先月は「職業奉仕月間」でしたが、年頭の挨拶を
申し上げたので、職業奉仕には触れられずにおりま
した。それでひと月遅れになりますが、職業奉仕に
ついて申し上げます。
　「職業奉仕」と言えば、昔から「ロータリーの根
幹だ、金看板だ、金科玉条だ…」と言われ、教えら
れてきました。又、当 2800 地区でも毎年職業奉仕
セミナーが開催され、各クラブでも職業奉仕例会や
クラブフォーラム等を実施してこられたと思いま
す。しかし、それにも拘わらず「職業奉仕は難しい、
良く分からない」という声が聞こえる事も又事実で
あります。理由は色々有りましょうが、一つには「金
看板の職業奉仕」と考えるあまり肩に力が入り過ぎ、
新入会員レベルのロータリアンに対してまで「職業
奉仕は大連宣言まで遡らないと分からない」云々の
高度な講義が多く、消化不良を起こし理解に至らな
い事もあったのかもしれません（勿論、大連宣言が
格調高い素晴らしい宣言であることは理解をしてお
りますが）。又、国際ロータリーと日本とでは職業
奉仕に対する捉え方や姿勢が違う事（この事に関し
ては、「ロータリーの友」１月号の 14 頁に「『職業
奉仕』はロータリーの根幹か？」という投稿が載っ
ていますので、未だ読んでおられない方は一読され
る事をお勧めします）も分かりにくくしている原因
の一つかもしれません。
　私は一般的にはシンプルに、「職業奉仕とは、高
潔で高い倫理感を持って仕事に従事し、職業を通じ
てお客様や地域社会に貢献する事」と考えて良いの
ではないかと思っております。今は現役を退いてお
りますが、以前は金融機関に席を置いておりました
ので、職業奉仕の観点から銀行・信金・信組等の金
融機関と、所謂高利貸しやサラ金との違いについて
申し上げ、ご参考に供したいと思います。両者とも
お金を貸し出して利息を頂き収益の源とするという

点では共通点が有りますが、実は根本的な相違点が
有ります。それは、高利貸しやサラ金は貸し出した
金額に利息を上乗せした金額を回収する事のみが目
的で、回収さえ出来れば後は貸出先が破綻しようが
どうなろうが関係無い訳であります。ところが、銀
行を初めとする金融機関は違います。勿論、貸出金
と利息を回収する事は重要ですが、それと同時に融
資先である事業者や個人が破綻しない事はもとよ
り、その融資を通じてどう発展し、どう幸せな生活
を営めるか、その事が回収と同様に重要なポイント
になります。そして、ご融資する事により事業者が
成長・発展され、個人も順調に幸せな生活を送られ
れば、それに伴い金融機関との取引も拡大し、お互
いの発展に繋がると考えて事業活動をしている訳で
あります。そう考えますと、金融機関の理念はロー
タリーの職業奉仕の思想にも繋がると考えるのは、
些か我田引水でしょうか？それは兎も角、職業奉仕
は理論も大切ですが、実行は更に重要です。是非意
義ある職業奉仕の実行者になって頂くよう期待して
おります。
　最後に、職業奉仕に関する素晴らしい言葉を二つ
紹介し、拙文を閉じます。

「高い倫理基準を保持している職業奉仕を失うなら
ば、ロータリーは地域の単なる奉仕団体になり下が
る」
　　　―1991-'92 RI 会長 ラジェンドラ・K・サブー

「職業奉仕に取り組む事は、ロータリーの高い倫理
水準を保持し、他の団体の模範になる事だ。それを
他の団体に示せ、それがロータリーの職業奉仕だ」
　　　　　　　　―2009-'10 RI 会長 ジョン・ケニー
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「改めて『職業奉仕月間について』」

国際ロータリー2800地区
2016-2017年度ガバナー 長谷川  憲治



　日々財団に向けたご理解と、貴重な活動に敬意を
表します。
　長谷川年度もほぼ半年。財団では当年の寄付目標
額１人 150 ＄達成に向けて、更なる活動とご協力を
お願いするため、11 月５日山形グランドホテルに
於いてセミナーを開催いたしました。
セミナーには 125 名の出席をいただき、午前 10 時
点鐘、12 時まで貴重な時間に耳を傾けていただき
ました。
　プログラムは、長谷川ガバナーの挨拶、そして新
関財団委員長から財団チャートをもとに、わかり易
くお話があり、財団委員長として達成に向けた強意
決意を示されました。
　つづいて、資金推進担当より 150 ＄達成の諸対策
例を参考事例として紹介し、各クラブの取り組みを
推進するように促しました。
◎事例
　① PHF を会員 10 人に１人をモットーに進めて
　　はどうか。
　②〝250 運動〟例会毎に 250 円を。
　③〝500 円例会〟食事代を月一回 500 円とし、他
　　を寄付。
　④財団例会を月一回設定。その例会で 1000 円を。
　　※事例のどれか一つ、また各クラブ独自の対策
　　　をもって実現することを進める。
　つづいて、地区補助金（DDF）活用クラブ（2015
～ 2016）27 クラブ中、代表して６クラブ（新庄、
寒河江、南陽東、新庄あじさい、村山ローズ、中山）
から、貴重な活動報告をいただきました。お蔭様に
て、他クラブの良き参考となり感謝申し上げます。
　最後に、小松奉仕プロジェクト委員長の補助金活
用に絞った端的な説明があり、「わかり易く参考に
なった」との出席者からの一言をもって閉会となり
ました。

日時：平成 28 年 11 月 12 日（土）
ホストクラブ：河北ロータリークラブ
場所：どんがホール

　国際ロータリー第 2800 地区第４ブロックのイン
ターシティミーティングが「随所に主となって、ロー
タリーの発展に取り組もう」をテーマに開催されま
した。
　鈴木一作ガバナーエレクト、田宮町長のご来賓、
講師に元メガバンク支店長不動産投資家の菅井敏之
様（田園調布在住・朝日町出身）にお願いし、各ク
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各種セミナー・委員会報告

ロータリー財団
セミナー開催報告

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）

第４ブロックIM 報告

第４ブロックガバナー補佐

工藤 亮輔（河北）



ラブの会長、幹事、多数のロータリアンの皆様方を
お迎えしての IM 開催でした。
　IM の目的である、会員相互の親睦と面識を広め、
ロータリー情報を伝えることを達成できたかは疑問
が残りますが、懇親会まで無事に終了することがで
きました。
　IM 開催に当たり、ご協力をいただきました各ク
ラブの会長、会員の皆様、実行委員会の皆様に、心
より御礼申し上げます。

　去る11月20日（日）に余目クラブがホストとなり、
第２ブロック内６クラブの IM が、余目の梵天（城
のような建物）に於いて行われました。IM リーダー
を、石黒慶一 RI 理事エレクトにお願いし、講師に
不動産開発・運営会社、YAMAGATA DESIGN 株
式会社を立ち上げ、代表取締役となり、鶴岡に家族
で移住し、「サイエンスパーク」開発で社会を活性
化、庄内を世界から最も尊敬される都市へ、を理念
に社会のために生きたいとの思いで、最近地元では
注目されるベンチャー企業を立ち上げた、山中大
介氏（東京都出身 元三井不動産勤務）をお招きし、
会社の仕事内容、それと氏の思い、これからの庄内
の在り方を一時間に渡ってお話をしていただき、そ
の後パネルディスカッションを、同じ YAMAGATA 
DESIGN 株式会社の広報担当の長岡太郎氏（寒河江
市出身、元 NHK 記者）のコーディネートでパネラー
に山中氏、山形県議会議員の田沢伸一氏、庄内町社
会福祉協議会事務局長の佐藤幸基氏、（一社）庄内
中央青年会議所理事長の渡会修氏、庄内総合高校前
生徒会長で３年の宮田桃果氏、それに庄内町商工会
会長で、ロータリアンの大滝正博君の６名より登壇
いただき、U ターンで地元に戻られた方の理由、きっ
かけを発表してもらう事に始まり、どの様な街づく
りをすれば多くの若者達に U ターンしてもらえる
か、大学、専門学校を卒業してからどんな魅力があ
れば地元に帰ってくる事に繋がるのか、をそれぞれ
の立場で体験を通じて話をしてもらい、また山中氏
からは、鶴岡には、風景、歴史、それに人的な魅力
が多くあり、東京からＩターンしてきた話があり、
宮田さんからは、家族のそばにいたい、良い就職先
もあり、地元に残る決意をした事を聞く事ができま
した。また山中氏からは、U ターンをしてもらうと
いう考え、受け身の姿勢ではなく、U ターン、Ｉター
ンをしたくなる地域、街づくりを図るべきではない
かとの助言をいただき、フロアーからも賛同意見が
あり、ロータリーのメンバーも日頃思っている事や、
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　12 月４日（日）、13：00 ～東京八重洲会議室で表
題の会議に出席してまいりました。この会議は年間
２～３回程開催されます。日本 34 地区の青少年交
換委員長が集まり、各地区の情報、日本統一保険、
多地区合同（マルチ）、RI からの指針等、様々な問
題や、報告、提案などを話し合います。
　最初に RIJYEC舟木いさ子理事長、続いて今年
度ガバナー会議長上山昭治 D2580DG より挨拶があ
り、お二人共、多地区合同委員会の立ち上げのお話
がありました。
　当 2800 地区では、来日学生が少なく、多くの来
日学生と触れ合う機会が中々なく、この全国 34 地
区をマルチにして、いろんな多地区合同奉仕活動を
してもらいたいと、常々提案してきた案件がやっと
動き出すようで、今後に大きな期待をし、是非当地
区も協力していきたいと思って来ました。
その後、D2770PDG 渡邉和良様より基調講演「RYE
プログラム拡大について」話がございました。20
年前 300 名超の交換を行っていた時、このように素
晴らしいプログラムは目標を高くし、600 名を目指
して活動していた話しをお聞きし、今年度 170 名の
現状を何とか打破し、もっと頑張ってほしいとの事
でした。この会議に出席した委員長は誰一人、減る
事など望んでいません。日々、もっと多くの学生に
参加してもらえる様活動している方ばかりです。各
地区、様々な理由もあり、最大限努力し、この 170
名という数字になっている事を、PDG なら理解し
て頂かなければ、時代錯誤を感じさせる講演でした。
ただ、応援し、背中を押してくれる PDG も多くい
ることを知り、勇気を頂けた事もまた事実でした。
　休憩を挟み、RIJYEC 委員より、アプリケーショ
ン策定委員会の立ち上げ、RI からの新しい情報、
ガバナー会・RIJYEC提出書類の確認、RYE 支援
システム運用状況報告、その他提出書類関係の説明
等がありました。また、各地区での嬉しい報告や、
問題提起もあり。活発な意見交換ができました。

感じている事の内容であった事で、聞き手にも盛り
上がりが感じられる、パネルディスカッションとな
り時間が、少なかったかと反省しているところです。
　その後、石黒リーダーより感想をいただき、内容
の濃い IM であったとの評価をいただき安堵してい
るところです。
　さらには、好意と友情を深めるべく、６クラブ合
同例会に始まる懇親会が行われ、青春時代を彷彿と
させるエレキバンドの演奏もあり、ブロック内で一
年一回の６クラブ全体の交流ができたのではと、自
負しているところです。それぞれ、忙しい時期に参
加をしていただけた皆様、準備をしてもらった、我、
余目クラブの皆さんに感謝を申し上げます。ありが
とうございました。
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第２回全国青少年交換
委員長会議 報告

青少年交換小委員会委員長
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　この会議に出席する度、自身の薄学無知を痛感さ
せられます。集まっている委員長・RIJYEC の方々
は 15 年、20 年ものベテランばかりで、マニュアル
では語れない体験・経験が必要な委員会だと感じる
ばかりです。

　12 月 10 日、第 1 回地区チーム研修セミナー・ガ
バナーエレクトご夫妻国際協議会出発歓送会に先
立って、午前 10 時 30 分よりグランデール寒河江に
おいて今年度第 2 回諮問委員会が開催されました。
　遠藤パストガバナーはじめ 9 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、鈴木年度の奥山地区幹事・小野地区資金委員
長・佐藤事務局長、上林年度の池田地区幹事・本間
事務局長・加藤地区顧問からもご出席をいただき、
事務局スタッフを合わせて 23 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. 2016 － 2017 年度地区大会中間決算報告
　2. 2016 － 2017 年度地区資金中間報告
　3. 2017 － 2018 年度地区方針（案） ・決議事項（案）・
　　申し合わせ事項（案）・地区資金予算（案）・地
　　区大会予算（案）・地区組織（案）について
　4. その他
　　①ポリオ撲滅募金活動報告について
　　②ＮＰＯ法人国際ロータリー日本青少年交換委
　　　員会が他地区合同奉仕活動であることを承認
　　　する件について
　　③次年度ロータリー研究会の件について
　　④今年度のロータリー研究会の報告について
　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。
　なお、安孫子 PG より、特別会計の「東日本震災
復興等支援金」の名称について、東日本大震災から
5 年経過したこともあり「地区災害等救援特別基金」

としては如何かとの提案があり、了承されましたこ
とを申し添えます。

　昨年 12 月 10 日（土）、次年度に向けての第 1 回
地区チーム研修セミナーが、寒河江市のグランデー
ル寒河江で開催されました。研修対象は、次期のガ
バナー補佐と地区大小委員長です。
　長谷川憲治ガバナーの開会点鐘で始まり、酒井彰
地区研修リーダーによる本日の趣旨説明の後、私か
ら次年度の地区運営について、みっちり 3 時間かけ
て説明させていただきました。
　先ず、研修目的は「次年度の地区指導者の各々が、
ガバナーエレクト（GE）の考えや人柄を理解する
とともに、自分自身の役割を正しく学び、かつ強く
認識した上で、GE を中心としたチームとしての一
体感を共有し、皆で奮起する場」とすることである
旨を述べた後、私の自己紹介として「粗にして野だ
が卑ではない男」であることを伝えました。
　その上で、ロータリアンとして何よりも大切に
思っていることとして、①決議 23-34 の 2（ロータ
リークラブの定義と役割、ロータリアンの責務）、
② Arther F Sheldon の「幸福の三角形」、③ Paul 
P Harris の３つの言葉「我慢し合うという寛容、友
情（寂しかったからだ）、美しい心（動機は純たるか？
＝その発言や行動は、純粋に善良な思いからか？）」
について説明し、GE の考えと人柄を理解してもら
うことに努めました。
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地区幹事

伊藤 吉明（山形）

第１回 地区チーム
研修セミナー 報告

ガバナーエレクト

鈴木 一作（寒河江）



　去る 12 月 17 日（土）～ 18 日（日）に、寒河江チェ
リーパークホテルにて、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
り出していますが、今回はクリスマス会も企画し、
交流会を行いました。長谷川ガバナー、鈴木ガバナー
エレクト、スポンサークラブ会長、菅野地区事務委
員、来日学生、派遣候補学生、ROTEX、委員会委
員の総勢 21 名で行いました。
　委員会では、派遣学生・来日学生の近況報告から
始まり、今年度派遣候補学生４名の派遣候補地をほ

＜８つの地区重点事業＞
　①会員増強・拡大　　　　　　　　　
　②奉仕プロジェクトの充実・推進 
　③公共イメージと認知度の向上　　　
　④ロータリー財団の支援
　⑤米山奨学会の支援　　　　　　　　
　⑥青少年交換事業の推進
　⑦リーダー育成
　⑧ロータリーの親睦
＜３つの重点目標＞
　①ロータリーを学び、好きになり、活かし、広め
　　るリーダーを
　②自由討論で友情と敬愛の念を深め合う「フォー
　　ラム例会」と「IM」を
　③（飲食を伴う）夜の例会で、ガバナーのクラブ
　　公式訪問を
　次に、次年度の地区運営の要として、「８つの地
区重点事業」と「３つの重点目標」を説明し、協力
を求めました。また、そのために分かっておいて欲
しいことととして、次の三つを強調しました。　
　一つは、私が考えるロータリーです。すなわち、

「ロータリーは、事業、専門職務、地域社会のリーダー
らによって構成され、親睦と寛容、個人の資質向上、
事業の維持・発展に努めるとともに、家庭や仲間、
職場、地域、国際社会における幸福の達成に寄与す
る“奉仕の心と実践”に満ちた立派な人を育てる世
界的な団体である」であり、Guy Gundaker の考え
に近いものです。
　二つ目は、ロータリーの奉仕哲学（奉仕理念、奉
仕の理想、奉仕の理論）とは「超我の奉仕という人
生哲学」のことを指すということです。具体的には、

「実生活上、実に道理にかなった『最もよく奉仕す
る者、最も多く報いられる』という言葉を原理・原
則とした、利己と利他の心を上手く調和させる）『超
我の奉仕』という人生哲学」（決議 23-34 の１）です。
　三つ目は、RI も、RI 会長も、RI 理事会も、地区
も、ガバナーも、ガバナー補佐も、地区委員会も、
そしてクラブも「ロータリーの目的」の推進・達成
こそが最大の目的であるということです。それだけ
に、「ロータリーの目的」が意味するところを、右
図で十分に理解してもらうようにお願いしました。
　その後、2 月 25 日（土）、26 日（日）の会長エレ
クト研修セミナー（PETS）および 4 月 16 日（日）

の地区研修・協議会の目的と内容について説明しま
した。特に地区研修・協議会は、次年度地区事業計
画の発表会ではなく、あくまで研修と協議の場とな
るように配慮を求めたところです。
　最後に、次期のガバナー補佐と地区大小委員長に
具体的な要望を提示し、調査や準備に着手していた
だくようお願いして、第 1 回地区チーム研修セミ
ナーを終えました。（あっという間の 3 時間でした。）
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第４回青少年交換小委員
会＆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）

各種セミナー・委員会報告



ぼ決定させて頂きました。アメリカ、イギリス、ハ
ンガリー、ブラジル、台湾等とこれから本格的に交
渉に入ります。その後、小松RIJYEC研修委員より
全国の青少年交換の現状について説明いただきました。
　オリエンテーションでは、派遣候補学生にプログ
ラムをより理解してもらう為に、小松RIJYEC委員
より、ロータリーの活動や概略など解り易くお話頂
き、あわせて青少年交換学生としての心構えや目的
などについて卓話をいただきました。
　その後、派遣候補学生に申請書の書き方を ROTEX
と指導し、来日学生には学校での生活、また異文化
での戸惑い、想いなどいろいろカウンセリングさせ
て頂きました。申請書は早急に書き上げ派遣候補地
に提出しなければならない為、皆真剣に質問しなが
らも留学をいよいよ実感してきたようでした。
　オリエンテーションが終わり、さあお楽しみのク
リスマスパーティのはじまりです。みんなで「メリー
クリスマス」の大きな声で乾杯。その後、長谷川ガ
バナーより学生９名にそれぞれクリスマスプレゼン
ト。皆、一足早いサンタクロースからのプレゼント
に全員で声を合わせて「ありがとうございます」。
笑い声の絶えない素敵なクリスマスとなりました。
　まだまだ盛り上がりたいと、場所をカラオケボッ
クスに。言うまでも無く、オリエンテーションの時
の緊張した顔はそこには微塵もなく、大盛り上がり。
エレクトも参加いただき、時間を忘れて盛り上がり
ました。
　この交流こそが青少年交換プログラムの良さであ
り、必要な事であります。1 年間の留学は決して楽
しい事ばかりではありません。少しずつロータリー
の事や先輩留学生の経験談などを聞きながら、留学
までの物心両方の準備をしなければなりません。
　私達は留学までのお手伝いしか出来ません。後は
彼らが自分の力で乗り越えなければなりません。今
年度同期４名そろって来年の 8 月、元気に出発し、
成長して帰ることを願っております。２日間ご指導
いただいた関係各位にお礼申し上げます。

　平成 28 年 12 月 17 日から 18 日にかけて、「第四
回 YEO 会議」に参加させて頂きました。
　オリエンテーションでは、親善大使として派遣さ
せて下さる予定の国を教えて頂きました。台湾だと
知り、私が第一に希望していた国でしたので派遣中
の生活はどのようなものか、台湾にはどのようなも
のがあるのか楽しみな気持ちでいっぱいでした。
　同時により一層派遣をさせて頂くことに対しての
現実味が湧き、身が引き締まりました。
　今回のオリエンテーションの中で私はたくさんの
事を学ばせて頂きました。
　鈴木ガバナーエレクトは、「話をするときは主催
している人は何を言って欲しいのか、聞きたいのか、
話を聞く人たちは何を聞きたいのか。そこに自分の
言いたいことを上手く織り交ぜて伝える。この三つ
が大切だ。」と、おっしゃっていました。
　私は将来、派遣先での体験を通じ成長・前進できた
こと、行動して良かったこと、体験を将来にどう活か
して行くかを意識してお伝えしようと思いました。
　オリエンテーションでは他に ROTEX の皆さんに
申請書の書き方を教えて頂いたり、ロータリークラ
ブとはどのような機関なのか等をお聞きしました。
　オリエンテーションの後にはクリスマスパーティ
に参加させて頂きました。ロータリアンや ROTEX
の皆さんと交流を深め、派遣に行かれた時の事など
を話して下さいました。現地では楽しいことばかり
ではなく、大変なこともあると教えて頂きました。
　今回のオリエンテーションでは、様々な事を知る
ことが出来ました。派遣では大変なこともあると思
いますが私は、行きたい！と強く思いました。
　出発の日まで、これからのオリエンテーションで
もしっかりと学んで行きたいと思います。２日間あ
りがとうございました。
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「第４回YEO会議・オリエンテーションを終えて」
青少年交換派遣候補学生　菊地 真穂さん



　紅葉もえる 11 月 12 日（土）山形市中央公民館に
おいて国際ロータリー第 2800 地区長谷川憲治ガバ
ナー、佐藤孝弘山形市長、清野伸昭商工会議所会頭、
スポンサークラブ仙台 RC 高坂知節パスト会長及び
山形 RC 矢野秀弥会長はじめご来賓の皆様、酒井彰
直前ガバナー、第５ブロック内パストガバナー、ガ
バナー補佐、第 2800 地区内 36 クラブより 84 名、
友好クラブの高知南、金沢西、大津東 RC より 58
名の皆様方に当山形西 RC 会員 103 名を加え 270 名
の参加のもと挙行されました。
　式典は 10 年間の物故者 18 名の方へ黙祷、鈴木隆
一会長の式辞に続き、記念事業目録の贈呈、豊田義
一実行委員長の挨拶、スポンサークラブへの感謝状、
当クラブパストガバナー遠藤栄次郎、豊田義一、細
谷伸夫各氏に花束、そして 51 代から 60 代の会長・
幹事に記念品が贈られました。
　また長谷川憲治ガバナー、佐藤孝弘山形市長より
格調高いご激励、丁重なご祝辞を賜りました。
　会場を山形グランドホテルに移動しての懇親会で
は、仙台 RC 高坂パスト会長よりご祝辞をいただき、
清野山形商工会議所会頭のご発声で乾杯、ご歓談、

山形舞子・芸妓が華をそえ、宴たけなわの中、会場
いっぱいの大きな輪のもと「手に手つないで」の大
合唱、山形 RC 矢野会長の中締めでおめでたくお開
きとなりました。
記念事業

（１）最上義光像の建立
　最上義光歴史館前広場に烏帽子に直

ひたたれ

垂姿、高さ
60 センチの台座の上に 150 センチの立像。武将姿
ではなく、和歌や連歌の才能に秀でた「文化人の一
面」をにじむ立像は、彫刻家「雨宮　透」氏の作。

（２）山形交響楽協会に 100 万円の贈呈
　記念講演会と演奏会を開催（市民の皆さんに開
放）。音楽ジャーナリスト岩野裕一氏（実業之日本
社社長）による「山響から考える、地方文化の未来」
と題した講演並びに山形交響楽団員によるバイオリ
ンとピアノのコンサート（約 600 名の方々が楽しま
れました）。
　山形西 RC 会員一同、皆様方から大きなパワーを
賜り、70 年、100 年にむかって精進いたしますこと
を決意新たにお誓いし、心より感謝申し上げます。

報告／尾形　亨（山形西）

　11 月 27 日に東京で開催の「ロータリー財団 100
周年記念シンポジウム」は、お陰様で 800 名にのぼ
るロータリアン、ご家族、学友、来日奨学生などの
皆様にご出席をいただき盛大に開催することができ
ました。（添付プログラム参照）当日は RI ジョン・
ジャーム会長にもご臨席頂き、国際人道支援の第一
線で活躍するロータリー財団学友を集めてのシンポ
ジウムでしたが、北は北海道から南は沖縄まで広く
全国からのご参加で、ロータリアンの関心の高さを
感じました。
　唯一、残念ながら「ロータリー財団 100 周年学友

世界人道奉仕賞」授賞の緒方貞子さんが急遽、来日
中のグランデイ国連難民高等弁務官との打合わせ、
会食が予定に入ってしまい、シンポジウムを欠席さ
れることになり、中満泉国連事務総長補佐の代役で
授賞して頂き、緒方さんからのメッセージを代読い
ただきました。
　シンポジウムでは、全員学友であるシンポジスト
の報告、討議で厳しい難民、紛争の地域から帰国し
た生の声が伝えられ、1951 年国際親善奨学生第２
期生として日本から留学された緒方貞子さん以来
続々と、学友たちが国際貢献、人道支援の道を歩ん
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各種セミナー・委員会報告山形西ロータリークラブ　創立60周年記念式典 挙行

ロータリー財団100周年記念シンポジウムの御礼



　12 月 10 日午後 6 時より、グランデール寒河江に
おいて、鈴木一作ガバナーエレクトご夫妻の国際協
議会出発歓送会が開催されました。ご来賓に佐藤寒
河江市長、安藤商工会会長（寒河江ＲＣ会員）をお
迎えし、パストガバナーの方々や次年度地区役員・
委員長そしてホストクラブでもある寒河江ロータ
リークラブからも多数の会員の出席を頂き 110 名を
超える参加者となりました。
　歓送会式典では、長谷川ガバナーから、能力・資質・
知識等 2800 地区を代表する人物であり、世界 534
地区のガバナーエレクトに日本の鈴木此処に有りと
存在感を示して欲しいとの歓送の言葉を、佐藤寒河
江市長からも温かい激励の言葉を頂いた後に、長谷
川ガバナーから記念品が送られました。この後、鈴
木ガバナーエレクトからは、出席者への感謝の気持
ちと浜田パストガバナーの言葉「今まさに福音の時
云々」を引用し、志を実現して行こうとする確固た
る決意の表明をされ、米国サンディエゴでの国際協
議会に向けた熱い想いを込めた謝辞がありました。
　酒井直前ガバナーからは、鈴木ガバナーエレクト
は豊富な知識に加え心配りの出来る「ウォーキング
　ロータリー　ディクショナリー」である。昔、ペ
リー再渡来時、吉田松陰は日本の将来に強い思いを
込め下田で密航しようとして失敗したが、鈴木ガバ
ナーエレクトはその実力をいかんなく発揮し、2800

地区に鈴木有りと皆に言わせて欲しいとの激励の言
葉を頂いた後、安藤商工会会長の乾杯のご発声によ
り歓送の宴が始まりました。各テーブルを廻られた
鈴木ご夫妻に対し、参加者の皆さんからは温かい励
ましの言葉を頂き、終始和やかな歓送会となりまし
た。鈴木ガバナーエレクトご夫妻が、一月の国際協
議会で有意義な研修を受けられ、帰国後、皆様の期
待に応えるご活躍をする事を楽しみにしているとこ
ろです。
　ご参加頂きました皆様、お手伝い頂きました寒河
江ロータリークラブの会員の皆様に感謝を申し上
げ、ご報告と致します。

報告／次期地区幹事　奥山 吉一（寒河江）

でいて、日本のロータリアンの財団への支援がこの
ように結実していることを実感した３時間でした。
お陰様でかくも成功裏にシンポジウムが終わること
ができたのも、ガバナーの皆様から寄せられたご協
力、ご支援のたまものと、ここに厚く御礼申し上げ
ます。
　この有意義なシンポジウムを記事として全国紙に
掲載し、ロータリー財団の活動を広告として掲載す
ることで、さらに「ロータリーの公共イメージの向
上」をはかるべく、国際ロータリーから 15,000 ドル

の補助を得て、各地区に協力金拠出のお願いをいた
しておりましたが、お蔭様で、大多数の地区よりご
協力を賜りました。あわせて厚く御礼申し上げます。
　このシンポジウムの報告記事とロータリー財団を
カバーした全国紙全面広告は、朝日新聞より年内に
発行される予定です。ご期待ください。

日本ロータリー学友会長兼　
ロータリー財団 100 周年記念事業実行委員長

田中　栄次郎
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2017年2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 
今月号の担当 Zone2 RC/ARC 
 

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
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
今月号の担当

■   クラブ数     会員数 

Zone １ 829 28,587 

Zone 2 652 28,071  

Zone 3 791 32,775 

   合計   2,272 89,433 

  2017年1月9日現在の Rotary 
Club Centralのデーターによります 

■ BOX登録件数 

１８３件（１．２．３ゾーン合計） 

 

 

 

表面：汎用パターン 

■ 新クラブ設立 

・名古屋宮の杜ロータリークラブ 第2760地区                                        
承認年月日2016年12月5日    創立会員数  ：30名（男性30名）                                                                 
〒460-0008愛知県名古屋市中区栄1-22-16ミナミ栄ビル402号             
TEL / FAX：052-253-7821 / 052-253-7820                                             
例会：第1&3木曜日 12:20～13:30 ウェスティンナゴヤキャッスル 

・古河東ゆきはなロータリー衛星クラブ 第2820地区                 
認可年月日2016年12月13日 創立会員数：10名（男性7名 女性3名）                
〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木2408                  
TEL / FAX：0280-55-0208 / 0280-55-0208                          
例会：第2第4金曜日 19:00～ 美容室ルピナス古河西口店 

 

■ 脱会クラブ 

・第2640地区  堺利晶RC RI理事会承認日：2016年11月30日 

・第2830地区  青森東RC     RI理事会承認日：2016年12月31日 

・第2680地区  神戸ハーバーRC RI理事会承認日：2016年12月31日 

 

■ クラブの柔軟性について 

第45回ロータリー研究会においても2016年度規定審議会で制定案と
して可決されたクラブの柔軟性に関わる事項が取り上げられました。 
クラブ例会の柔軟性に関しては①制定案 16-21 クラブ例会と出席に
柔軟性を認める件 ②制定案 16-26 例会取消の規定を改正する件 
③制定案 16-30 直接あるいはオンラインの両方による例会出席を認
めるよう、出席規定を改正する件 などがあります。この度の２クラブ設
立においても例会回数を月２回として、早速新制度を取り入れておりま
す。 

ZonesÊ1Ê&Ê2Ê&Ê3Ê

第45回ロータリー研究会に出席して 

 2016年11月30日から12月1日まで、名古屋のウェスティンナゴヤ
キャッスルにて678名の参加で開催されました。前々日の28日には
ロータリー財団セミナー、前日29日はガバナー会、GETSそしてジョ
ン・Ｆ・ジャームＲＩ会長をお迎えしてご夫婦歓迎晩餐会が盛大に行
われました。研究会の最大の関心は「これからのロータリーを考え
るー規定審議会より見えるものー」。ＲＩの最大目標はポリオ撲滅。そ
の為、又クラブの活性化の為、会員増強が大事になってきます。故
に例会の柔軟性、会員身分の柔軟性等が規定審議会で決定したも
のと思われます。ロータリーはあくまでもクラブが基本です。クラブ例
会が楽しく癒しの場でなければなりません、そしてクラブ全員が参加
できる奉仕活動があるのです。ぜひ戦略計画を理解し、クラブは皆
でクラブ目標を話し合い決定することが大事になり、楽しく意義あるク
ラブ活動が出来るのです。 

 （第2ゾーン ロータリーコーディネーター補佐 菅原光志 鎌倉RC） 

 

公共イメージ向上作戦 

BOXは公共イメージコー
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
ロータリー活動の新聞記事
を投稿して下さい。
<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。 

ロータリー研究会セッション２
で使用されたスライドから 

ÊÊ
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2016-2017　クラブ会員数／出席率

出席率

1 酒田 29 (3) 28 (3) 78.57 1 (0) 2 (0) 86.90

2 酒田東 34 (5) 35 (5) 77.20 1 (0) 0 (0) 81.63

3 酒田中央 35 (0) 34 (0) 85.52 0 (0) 1 (0) 86.40

4 酒田スワン 15 (5) 16 (6) 95.83 1 (1) 0 (0) 89.03

5 酒田湊 16 (3) 16 (3) 81.25 0 (0) 0 (0) 90.26

6 鶴岡 33 (4) 33 (4) 80.95 0 (0) 0 (0) 84.36

7 鶴岡西 33 (4) 33 (4) 88.28 1 (0) 1 (0) 82.30

8 余目 27 (0) 28 (1) 88.39 2 (1) 1 (0) 83.18

9 立川 14 (0) 14 (0) 85.42 0 (0) 0 (0) 85.70

10 鶴岡東 29 (1) 28 (1) 80.82 0 (0) 1 (0) 81.21

11 鶴岡南 20 (4) 20 (2) 81.58 5 (0) 5 (2) 85.20

12 天童 43 (3) 43 (3) 99.12 0 (0) 0 (0) 98.03

13 東根 33 (0) 35 (1) 76.43 2 (1) 0 (0) 74.44

14 天童東 51 (0) 51 (0) 78.16 3 (0) 3 (0) 71.76

15 天童西 19 (2) 19 (2) 85.53 1 (0) 1 (0) 85.03

16 東根中央 49 (3) 47 (3) 70.74 1 (0) 3 (0) 79.40

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

18 新庄 17 (2) 16 (2) 85.94 0 (0) 1 (0) 86.50

19 尾花沢 20 (0) 20 (0) 85.00 0 (0) 0 (0) 80.97

20 最上 23 (1) 23 (1) 43.87 0 (0) 0 (0) 49.32

21 尾花沢中央 16 (1) 16 (1) 75.00 1 (0) 1 (0) 88.73

22 村山ローズ 18 (5) 18 (5) 72.21 1 (0) 1 (0) 67.85

23 新庄あじさい 16 (0) 15 (0) 91.11 0 (0) 1 (0) 90.22

24 寒河江 52 (1) 52 (1) 85.84 1 (0) 1 (0) 88.06

25 大江 18 (2) 18 (2) 92.25 0 (0) 0 (0) 91.75

26 河北 29 (0) 31 (0) 90.52 2 (0) 0 (0) 87.08

27 寒河江さくらんぼ 39 (3) 39 (3) 86.32 0 (0) 0 (0) 89.53

28 西川月山 13 (0) 13 (0) 76.90 0 (0) 0 (0) 70.32
29 山形 91 (2) 94 (2) 100.00 3 (0) 0 (0) 99.67

30 山形北 60 (0) 62 (0) 89.39 3 (0) 1 (0) 92.46

31 山辺 26 (0) 26 (0) 96.00 0 (0) 0 (0) 97.17

32 山形南 50 (2) 53 (2) 100.00 4 (0) 1 (0) 99.76

33 中山 12 (0) 12 (0) 80.56 0 (0) 0 (0) 76.51

34 山形西 99 (0) 103 (0) 95.88 4 (0) 0 (0) 95.48

35 上山 15 (2) 16 (2) 81.25 1 (0) 0 (0) 77.61

36 山形東 35 (1) 35 (1) 82.39 0 (0) 0 (0) 81.92

37 山形中央 41 (3) 41 (3) 96.99 0 (0) 0 (0) 94.49

38 山形イブニング 31 (2) 31 (2) 63.34 2 (0) 2 (0) 70.53

39 米沢 58 (6) 60 (8) 91.67 3 (2) 1 (0) 85.09

40 米沢上杉 64 (3) 66 (3) 99.49 2 (0) 0 (0) 98.19

41 高畠 52 (3) 52 (3) 73.07 0 (0) 0 (0) 74.39

42 米沢中央 41 (5) 42 (5) 98.41 1 (0) 0 (0) 98.45

43 米沢おしょうしな 28 (2) 29 (3) 87.36 1 (1) 0 (0) 77.71

44 長井 30 (1) 30 (1) 80.37 0 (0) 0 (0) 73.84

45 南陽 13 (1) 12 (1) 95.50 0 (0) 1 (0) 92.07

46 白鷹 19 (0) 19 (0) 94.11 0 (0) 0 (0) 93.54

47 小国 18 (0) 18 (0) 80.03 0 (0) 0 (0) 92.36

48 南陽東 35 (2) 34 (2) 80.95 1 (0) 2 (0) 73.74

49 長井中央 20 (1) 20 (1) 87.50 0 (0) 0 (0) 86.68

50 南陽臨雲 28 (1) 28 (1) 77.80 0 (0) 0 (0) 76.02

1617 (89) 1634 (93) 85.02 48 (6) 31 (2) 84.86

　2016.12.31
累計出席率会員数

（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）
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