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　今月は「水と衛生月間」です。「湯水の如く…」と
いう言葉に象徴されるように、昔から日本人には水
は安価で幾らでも当り前のように手に入る物という
認識が有ったと思います。又、「日本人は水と安全は
タダで手に入ると思っている」などと他国の人々か
ら揶揄された事もありました。しかし、申し上げる
までもなく今や水は貴重品です。「水を制する者は世
界を制する」とまで言われておりますし（その可能
性も否定出来ませんが）、残念ながら今もって安全な
水を飲めない国や地域は未だ世界中に沢山有ります。
昨年の国際協議会の冒頭、当時のジョン・Ｆ・ジャー
ムRI会長エレクト（現会長）は、「今も重い水汲み
用の容器を頭に載せて 1時間もかかる汚染された川
まで水汲みに歩かなければならない母親達…」と切
り出し、そういう国々へロータリーは水道設備や浄
水器を設置する等 110 年もの間世界の為に良い事を
してきた実績を強調した最後に、全てのガバナーエ
レクトに向けて「…水汲みに歩かなければならない
母親達、学校にトイレが無い為に学校教育を諦めな
ければならない少女達、ポリオの恐怖に怯えながら
生きている子供達にとって、来年がより良い所とな
るように『人類に奉仕するロータリー』、これを実現
出来るようにする事が皆さんの役割です」とRIテー
マの発表を締めくくりました。感動的な発表であり
ましたが、幸い当 2800 地区でも、例えば山形西RC
がネパールの国立病院に井戸を掘った事例や、天童
東RCがバンコックの小学校に浄水器を設置した「き
れいな水をタイの子供たちへ運動」等のような素晴
らしい実践例も有ります。安全な水を飲めない国・
地域はまだまだ有ります。是非、今後とも支援の活
動が続き、広まって欲しいと願っております。
　それにつけても思いますのは、山形の自然環境の
素晴らしさであります。空気は澄み、四季の変化に
富み景色は美しく、食べ物は四季折々安全で美味し

い上に、肝心の水は水道の蛇口をひねっただけで浄
水器も要らない程の安全で美味しい水が飲めます。
改めて実に恵まれた環境だと痛感します。そう申し
上げると「雪さえ降らなければねえ」という声も聞
こえてきそうでありますが、その雪が豊富な水資源
の源でもあります。結婚して東京へ行った娘は「水
と野菜が美味しくない」とこぼしておりました。又、
山形からシンガポールに移住した方は「浄水器を付
けないと水も飲めないし、1年中同じ気候と同じ食
材でつまらない」と嘆いておられましたが、どちら
も納得出来ます。
　衛生面でも「うがい・手洗いの励行」等良き習慣
が定着していると思いますし、何より街中が清潔で
綺麗です。私はそんなに海外へ行っていないので、
世界 100 ヶ国以上を廻られた酒井直前ガバナーにお
聞きしたい処ですが、山形の街中の清潔さ・綺麗さ
は世界トップレベルではないでしょうか？例えば、
美しい都市の象徴のように言われている「花の都パ
リ」や、ゴミを捨てれば罰金を取られるシンガポー
ルよりも山形の方が清潔で綺麗だと思います。幸い、
当 2800地区内でも環境整備や街並みの美化運動に取
り組んでおられるクラブが多い事は誠に心強く、こ
れからも是非継続して頂きたいと願っております。
　私達は、この素晴らしい山形の自然環境と美しく
清潔な街並みを守り、より良くしていく義務が有ろ
うと思います。クラブとして、又個人として取り組
んで頂けたら嬉しく思います。加えて、今月の月間
テーマとは外れますが、山形県民には素晴らしい人
情味が有ります。世界最高レベルの自然環境と清潔
で綺麗な街並み、そして人情味溢れる県民性を兼ね
備えた山形。私達は、その事をもっと誇って良いと
思います。改めてその素晴らしさを自覚するととも
に、是非その継続・発展の為に、各クラブ・各ロー
タリアンの更なる取り組みを期待しております。
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「山形の自然環境に感謝」

国際ロータリー2800地区
2016-2017年度ガバナー 長谷川  憲治



　2月 5 日、第 2回地区チーム研修セミナー「次期
地区 ガバナー補佐・委員長・委員研修会」に先立っ
て、午前 10 時 30 分より寒河江市の『こころの宿 
一龍』において今年度第 3回諮問委員会が開催され
ました。
　酒井直前ガバナーはじめ 8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、上林
年度の高橋地区資金委員長・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 20 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 年度地区資金中間報告・地区大会中
　　間決算報告
　2. ガバナーエレクト国際協議会報告
　・次年度 RI 会長はオーストラリアの公認会計士
　　イアンH.S. ライズリー氏
　・次年度 RI テーマは「ロータリー：変化をもた
　　らす」
　3. 2017-2018 年度地区方針、決議事項・申し合わ
　せ事項・地区資金予算（案）、地区大会予算（案）、
　地区組織図（案）について
　・次年度地区目標は「美しい心、ロータリアンの
　矜持 ～修養、友情、情熱奉仕、平和、感動 ～ 」
　4. 2017-2018 年度ガバナーエレクト地区資金予算
　（案）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。

　２月５日（土）第２回地区チーム研修セミナーが
寒河江市のホテルサンチェリーに於いて開催されま
した。今年度は地区役員、パストガバナー、次期ガ
バナー補佐、次期大小委員長はじめ、委員の方々ま
で一同にご出席いただき、次年度に向けた会議を行
いました。
　はじめに、長谷川ガバナーの挨拶、次期地区研修
リーダー酒井 PGの次年度に期待する挨拶があり、
鈴木一作ガバナーエレクトの国際協議会報告があり
ました。国際協議会報告の中では、2017-2018 年度
RI テーマ「ロータリー：変化をもたらす」の発表
があり、そして、鈴木年度の次年度地区目標、「美
しい心、ロータリアンの矜持～修養、友情、情熱、
奉仕、平和、感動～」の発表がありました。そして
8つの地区重点事業についての説明がありました。
　その後、委員会ごとにテーブルを持ち、各委員長
を座長にガバナーエレクトの指針に基づき次年度事
業について協議をしていただきました。ロータリー
財団委員会は新関ＰＧを座長に協議を行い、ガバ
ナー補佐グループは別会場でガバナーエレクトを座
長に、次年の IMのあり方や公式訪問などについて
協議をもちました。
　従来の研修との違いがあり、最初は戸惑う方もい
らっしゃいましたが活発なご意見が出され、熱心な
討議があったかと思います。最後に酒井パストガバ
ナーから総括をいただきました。ご参加いただいた
皆様に感謝いたします。ありがとうございました。
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第３回諮問委員会 報告 第２回 地区チーム
研修セミナー 報告

地区幹事

伊藤 吉明（山形）
次期地区幹事

奥山 吉一（寒河江）



　２月 12 日に寒河江で開催された第５回青少年交
換小委員会＆オリエンテーションに参加させていた
だきました。派遣予定国も決まり、現在交渉してい
ただいているところです。次回のオリエンテーショ
ンはいよいよ３地区合同スプリングキャンプ！こう
して振り返ってみると、派遣候補学生となってから
あっという間に時間が過ぎているのだと感じます。
「スプリングキャンプが鍵となる」
　交換留学を成功させる為にも、気を引き締めて臨
みたいと思います。
｠今回は、今までのどの回よりも過去の事例を深く
聞くことが出来たと思います。私たちの先輩には、
残念ながら途中帰国という形になってしまった時も
あったそうです。約１年という長い期間、異国の地
に滞在するのです。楽しいことだけでなく、辛いこ
とももちろん経験するでしょう。しかし、そこから
どうやって立ち直り、残りの期間を過ごすかが大事
だと聞きました。日本を離れているとはいえ、現地
の方々やクラブ、日本のクラブ…たくさんの人が私
たちをサポートして下さっています。派遣後だけで
なく、準備期間である今の時期でも、この事を忘れ

　2017 年２月 12 日（日）栄寿司（寒河江市）にお
いて、第５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。前日からの低気圧通過による
大雪で天候が心配され道路も良くない中、月山道を
越えて池田德博青少年奉仕カウンセラー・パストガ
バナー、今間勝見次期青少年交換小委員会委員長そ
して羽黒高等学校の派遣候補学生を乗せて佐藤聡青
少年交換小委員会委員が参加してくださいました。
またお忙しい中、鈴木一作ガバナーエレクト、小松
栄一RIJYEC研修委員、ROTEXの馬場さんと酒井
君、地区事務所・事務局の菅野さんが参加して下さ
り総勢 12 名での開催となりました。
　委員会では、遠藤青少年交換小委員会委員長より
本日のプログラム説明と、派遣学生国井修人君（ブ
ラジル）・志田峻平君（台湾）、来日学生 Paulo パウ
ロ（ブラジル）・呂 俊毅（台湾）の近況報告が行わ
れた後に、今後の予定について話し合いの場が持た
れました。
　今年度派遣候補学生４名の派遣候補地がアメリ
カ・イギリス・ハンガリー・台湾に決定し、派遣ま
で約６ヶ月となり、オリエンテーションでは、派遣
プログラムの申請書のチェックと各種予防接種の受
診についてなど、渡航に向けての準備について指導
が行われました。まだまだ実感が掴めていない派遣
候補学生へ、派遣先での自分の行動全てがイコール
日本人の性質として見られてしまうこと、親善大使
としての役割について等、アドバイスと質疑応答の
時間を設けました。

　長いようであっという間の６ヶ月です。派遣候補
学生の皆さんには時に少々厳しい話をすることもあ
りますが、約１年間の異国での生活を実のあるもの
にしてもらいたいと願っています。来月には福島に
おいて東北多地区合同スプリングキャンプが開催さ
れます。これから益々忙しくなってきますが、健康
に留意して目標に向かって頑張っていってほしいと
思います。
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『第５回青少年交換小委員会＆
　　　　　オリエンテーションを終えて』

青少年交換派遣候補学生　佐藤 ひかりさん

青少年奉仕委員会青少年交換小委員会委員

大泉 みどり（大江）

 第５回青少年交換小委員会
オリエンテーション 報告



ずにいたいと思いました。
　現在派遣されている２人の学生の報告書を読むと、
２人とも現地の生活に慣れ、楽しんでいるような印象
を抱きます。私たちも数ヶ月後、このように充実した交
換期間を送るとこができればと思います。
　本来、今年度の交換留学は２人の予定だったと聞
きました。しかし、私たち４人全員を選んでくださ
りました。支えてくださっている方々への感謝の気
持ちと派遣候補学生という自覚と責任を持ち、派遣
に向かって前進して行きたいです。

　例年１月下旬から２月上旬に開催されるウィン
ターキャンプ、昨年に続き高校受験を控える派遣候
補生がおりスキー、スノボでの交流がメインのキャ
ンプに同行させるのはどうかとの意見が昨年の反省
とともに出されました。
　今年からはインバウンドのスキー、スノボに
ROTEXの方々より世話役をして頂き派遣候補生は
別会場にて渡航の心得アプリケーションフォームの
作成、今後のスケジュール等についてオリエンテー
ションを開催いたしました。
　当オリエンテーションのメインはインバウンド
の皆様方よりウィンタースポーツを楽しんで頂き、
ROTEX、ロータリアンとの交流を通じて東北の冬
を楽しんで頂く事です。他の国に派遣されますと１、
２週間から長いと１ヶ月くらいの国を周遊する旅行
が留学の終わりにロータリー主催で行っています。
2800 地区でも数十年前までは東北の 3地区～４地
区合同で関西、四国、広島方面への 1週間位の旅行
がありました（1980 年に ROTEX 代表として添乗

してまいりました。）が、現在東北地区にきたイン
バウンドの学生には機会を与えれず寂しい思いをさ
せているのが現状です。このウィンターキャンプは
それに代わる楽しみの一つとして益々盛り上げたい
と考えます。
　今回お世話になりました株式会社ユアテックさん
所有の安比高原保養所は土日を外せばほぼ貸切出来
るということで、次年度からは例年どおり派遣候補
を交え、また他地区からのインバウンドの参加も募
りさらに盛大に開催していきたいと思います。
　一昨年前までは数年続けて蔵王、昨年は福島県猪
苗代、今年は岩手県安比高原での開催と試行錯誤し
ながら会場を探してきましたが、今回ユアテックさ
んのご好意で実現しました安比高原の保養所は少し
遠いほかは、広くて綺麗で、料理もよくゲレンデま
でのアクセスも便利で、料金も安くして頂き最高の
施設でした。

《参加者》
■インバウンド
　Paulo　Borges（ブラジル）
　呂　俊毅（台湾）
■ROTEX 
　山崎　奈央（2015-16 ／台湾）　　　　　　　　　
　菅江　果子（2015-16 ／アメリカ）
■青少年交換委員
　大滝　正博（余目RC　1978-79 ／アメリカ）
■ロータリアン
　後藤　桂司（寒河江RC）
　庄司　武晴（余目RC会長、パウロホストファミ
　リー）
■ホストファミリー
　庄司　真裕美（余目RC）
　大滝　美香（余目RC）
　大滝　唯斗（余目RC）
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Rotary Youth Exchange 
Program 2017 winter camp 報告

青少年交換小委員会委員

大滝 正博（余目）



●国際協議会は疲労と多忙？
　2017 年１月 15 ～ 21 日にかけて、我ら夫婦、米
国カリフォルニア州サンディエゴの国際協議会に参
加してきました。午前も午後も、本会議と分科会の
繰り返し。ばっちり研修、みっちり協議の毎日でし
た。時差ボケと疲労困憊の中、気候と食生活の違い、
ストレスなどで倒れる方もいて、ガバナーは見識や
人柄はもちろんですが、なるべくなら若くて頑丈な
ことも大切だと思いました。幸いなことに、こんな
私でも頑丈さだけは自信があるのです。
　分科会は、奥様方も別会場で毎日研修です。その
履修プログラムの内容を見たら、ガバナー補佐に求
めるようなレベルのものだったので、それにも驚き
ました。それでも奥様達は、実にけなげに頑張りま
した。妻には、敬意と感謝です。
　観光は、歩いて５分ほどにある軍艦ミッドウェイ
の見学と、日本のGE夫妻と皆で連れ立って行った
寿司屋とスーパーマーケットくらいでした。

●RI からの要請
　さて、今回の国際協議会は、「ガバナーとしての
リーダーシップ、ロータリー財団への支援（財団
100 周年、ポリオ撲滅、人道的奉仕、グローバル補
助金）、ロータリーの世界的なインパクト、そして
ロータリーの未来」がトピックの中心でした。
　もう一つ、重要なトピックとして挙げなくてはな
らないのは、各クラブに 2016 年の規定審議会での
決定を重視するようにと求められたことでしょう。
すなわち、「ロータリーゆえの独特なクラブの在り
よう、これに多様性を認めること。そして、ロータ
リーゆえの独特な会員資格、これに柔軟性を持たせ
ること」―、これら２つを大いに活用し、ガバナー
は多様性と柔軟性に富む強いクラブへの変革を進め
るようにという要請です。

●２つの共通要素で繋がるロータリー？
　世界に目を向けると、ロータリーが盛んな韓国や
台湾では、日本人のロータリー観とは異なることは
ご承知だと思います。それでも、日本、韓国、台湾
のロータリアンは、それなりに仲良くやっています。
ところが、最近ではブラジルやインドなどの発展途
上国で、ロータリークラブが急増しています。こう
なると、ロータリーの仲間として彼らと一緒に仲良
くやっていくためには、全世界におけるロータリー
の最大公約数、すなわち「親睦と友情」、「奉仕によ
る地域や世界への貢献」という２つの共通要素で繋
がるしかないー。言い換えれば、それ以外のことは
寛容の精神で、多様性を認め合い、柔軟性を発揮し、
「ロータリーの発展を目指そう」ということではな
いでしょうか。しかし、そうなってしまうとロータ
リアンの矜持を見失いはしないかと、少なからず不
安を覚えたことも確かです。
●RI 会長エレクトからのテーマ、要請、提唱
　さて、イアン・ライズリー会長エレクトから
出された 2017-18 年 RI テーマは、「ROTARY ：
MAKING A DIFFERENCE」で、日本語訳は「ロー
タリー：変化をもたらす」でした。個人的には、「差
をつける、区別化する（転じて、ブランド化する）」
という意味合いを感じるのですが、講演を聞く限り、
「変化をもたらす」という日本語訳でよいと思いま
した。なぜなら、「ロータリーの意義ある活動は、
世界に対して、地域に対して、クラブに対して、そ
してロータリアンに対して、変化をもたらす」とい
う説明だったからです。イアン・ライズリー会長エ
レクトからは、それらの「変化をもたらす」ための
方策として、全クラブに RI 会長賞をとって欲しい
という要請がありました。その上で、世界に変化を
もたらす一環として、「会員が一人一本の木を植え
る」運動が提唱されました、
●ロータリーに対する評価と期待
　民間のシンクタンクによる評価では、ロータリー
の特徴は、「①職業分類がある。② 31 年間、ポリオ
撲滅に取り組んでいる。③全世界に約 3500 のクラ
ブから成る世界的ネットワークがある。④世界規模
で社会奉仕活動をしている。⑤社会のニーズに応え
るだけでなく、そのためのリソースも提供している」
ということだそうです。さらに、奉仕を通して集い、
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信頼できる、誠実である、そして利己的でないとい
う特徴も、高く評価されています。国際協議会の最
終日、「2017-18 年 RI テーマには、これらの特徴を
駆使すれば、ロータリーは世界をもっと良い方向に
変えることができるという期待が込められている」
という、イアン・ライズリー会長エレクトの情熱的
なスピーチがありました。
●私の使命
　以上のことを十分に踏まえながら、2800 地区に
相応しい地区目標と地区運営を熟慮し、充実した次
年度となるように努めます。先ずは目前の PETS、
地区研修・修協会について、「変化をもたらす」企
画運営に努めたく存じます。皆様のご理解とご協力
を、心からお願い申し上げます。

　国際ロータリー細則第 14.020.4. により、2019-2020 年度ガバナーに就任する 2017-2018 年度ガバナーノミ
ニー候補者の推薦を希望するロータリークラブは、2017 年２月 28 日までに地区ガバナー指名委員会宛（国
際ロータリー第 2800 地区ガバナー事務所気付）に文書を以って推薦するよう求めた結果、山形南ロータリー
クラブより大久保章宏会員の推薦があり、指名委員会にて承認されましたのでここにお知らせいたします。
　「ガバナーノミニー・デジグネート」はガバナーに就任する２年前の７月１日に「ガバナーノミニー」の
肩書を担います。ガバナーノミニーは、就任する前々年度の国際大会で選挙され、「ガバナーエレクト」に
なります。そして、国際協議会で研修を経た後、自分が国際協議会に参加した年の７月１日にガバナーとし
て就任します。

7

国際協議会報告

2016-17年度 ガバナーノミニー・デジグネート決定のお知らせ



8

ガバナー公式訪問



9

ガバナー公式訪問



10

ガバナー公式訪問



11



12



13



14

2016-2017 年度　クラブ会員・出席率
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表紙・裏表紙写真

時代雛の展示
《山形まるごと館紅の蔵》

　山形市十日町に紅花商人として財を成した　長谷川家の蔵屋敷
があり、そこを歴史、文化、食を通して「山形の魅力」を発信・堪能で
きる場所としたのが「山形まるごと館紅の蔵」である。
　紅の蔵で、シーズン毎開催されているいろいろなイベントの中
に、享保雛をはじめとした「時代雛の企画展示」（例年２月下旬頃か
ら開催）がある。
　今なお色褪せることのない美しく表情豊かな雛人形の数々か
ら、当時貴重で人気の高かった山形の紅花交易でもたらされた、旧
家に伝わる華やかで優美な上方文化を垣間見ることができる。
　交易の動脈として利用された最上川舟運の拠点地は、通称「雛
のみち」と呼ばれるほど、多種多様な時代雛が現在も多く残されて
いる。
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上山RC創立60周年記念式典

RAC会長幹事会
《春分の日》

東北多地区合同スプリングキャンプ

　
天童RC創立60周年記念式典 
会員基盤向上セミナー

米山奨学生オリエンテーション
職業奉仕セミナー

地区補助金審査会

月の地区スケジュール

〒990－0031 山形市十日町１－１－２６ 歌懸稲荷神社 社務所ビル２Ｆ
TEL:023－666－6673　FAX:023－666－6671　E－mail:ri2800@yamagata－rc.jp

ガバナー事務所

〒994－0034 天童市本町2－１－31 天童セントラルホテル２Ｆ
TEL:023－687－0208　FAX:023－687－0209　E－mail:ri2800@muse.ocn.ne.jp

地 区 事 務 所

http://www.rid2800.jpホームページ

主 要 行 事
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