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「美しい心、ロータリアンの矜持」

長谷川  憲治国際ロータリー2８00地区
201６－2017年 度 ガ バ ナ ー

　このタイトルをご覧になって、ＰＥＴＳや地区研
修・協議会に出席された方は「あれっ？」と思われ
たのではないでしょうか？そうです、実はこのタイ
トルは鈴木ＧＥの次年度地区目標の前段部分そのも
のなのです。と言いましても、私が次年度の地区目
標に関して述べるのではありません。次年度の地区
目標は、是非公式訪問で鈴木ＧＥから直接熱くお聞
き頂きたいと思いますが、この「美しい心、ロータ
リアンの矜持」と言う言葉は実に良い言葉だと思い
ます。そして同時に、今のロータリーやロータリア
ンに若干欠けている部分ではないかとも思いますの
で、触発されて（鈴木ＧＥへのエールも込めて）私
の考えを申し述べたいと存じます。
　昨年のガバナー月信９月号の巻頭言で私は「・・・
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。」と書きました。ところが過日、更
に悲しくなる驚くべき事態に遭遇しました。それは
昨年１１月に開催されたロータリー研究会の時です。
講師の話の最中に、あるロータリアンの携帯の着信
音が響き渡りました。勿論、事前に司会者より「携
帯は電源をお切りになるか、マナーモードに・・・」
のアナウンスは有りましたし、そう言われるまでも
なく実行しておくのがロータリアンの常識ではない
でしょうか。それが、着信音が鳴り響いたので先ず
ビックリしたのですが、本当の驚きはその後でし
た。何と、そのロータリアンは電話に出て、話し始
めたのです！隣に仲間が座っていましたが注意もせ
ず話し続けて１～２分、流石に近くに座っておられ
た某コーディネーターが注意をし、通話を止めまし
たが、これでロータリアン！しかも、ロータリー研
究会は然るべき立場のロータリアンしか出席しない
筈であります。
　勿論、地区内外を問わず尊敬に値する素晴らしい
ロータリアンも大勢おられます。しかし、それにも

拘わらず残念ながら先の事例のように「そんな事を
して（言って）ロータリアンとして恥ずかしくない
のか！」と言いたくなるような言動を見聞きする事
もまた事実であります。
　私は、先輩ロータリアンから「ロータリーは、高
潔で高い倫理感を持つ職業人の集まりで、その中で
己を磨くところだ。だから自覚とプライドをもって
ロータリアンとして恥ずかしくない言動をせよ」と
教えられてきました。我が身を振り返りますと、ど
の位実践出来たか忸怩たる思いが致しますが、それ
は兎も角この教えは今も通用すると思います。しか
し、残念ながら近年は「己を磨く」事も「恥ずかし
くない言動」も重要視されていないように思えて仕
方がありません。ＲＩの方針でも「会員増強」「財
団への寄付の推進」「公共イメージの向上」「人道的
奉仕」ばかりが強調されているように思えます。私
は、「己を磨く」事や「恥ずかしくない言動」はロー
タリーの基本だと思います。己を磨こうとしない
ロータリアンや恥ずかしい言動をするロータリアン
が、「会員増強」「公共イメージの向上」と叫んでも、
絵に描いた餅だと思いますが、如何でしょうか？
　幸い、鈴木ＧＥは冒頭申し上げたように次年度の
地区目標に「美しい心、ロータリアンの矜持」を掲
げ、具体的目標の最初に「修養」を掲げておられま
す。誠に適切で素晴らしい目標だと思います。「美
しい心」「ロータリアンの矜持」「修養」と聞くと、
己の欲求は抑えて他人や地域社会の為になる事を優
先し、それを可能とするよう自らを律し研鑽を積
む、というイメージを連想しますが、これこそロー
タリーの本質だと思います。それを地区目標とする
次年度に大いに期待するものでありますし、これは
次年度と言わず今すぐにでも目標とし実行出来る事
でもあります。是非多くの皆さんに取り組んで頂
き、「美しい心、ロータリアンの矜持」を持ったロー
タリアンが増える事を期待して止みません。
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2017学年度 国際ロータリー第2800地区 米山奨学生名簿

【継続奨学生リスト】

氏名
性
別

国籍 大学名 課程
学
年

専攻 世話クラブ カウンセラー
サブ

世話クラブ

アナル　ガリド 男 ﾓﾝｺﾞﾙ
2016/4/1 -
2018/3/31

２年 山形大学 学部
2
年

法経政策 山形北RC
小野　和行
（ｵﾉ ｶｽﾞﾕｷ）

河北RC

【新規奨学生リスト】

氏名
性
別

国籍 大学名 課程
学
年

専攻 世話クラブ カウンセラー
サブ

世話クラブ

李　　在勇
(ｲ ｾﾞﾖﾝ)

男 韓国
2017/04/01-
2018/03/31

１年 山形大学 博士
3
年

生命環境医
科学専攻

大江RC
海野　健治
（ｶｲﾉ ｹﾝｼﾞ）

東根RC

胡　　紅
(ｺ ｺｳ)

女 中国
2017/04/01 -
2019/03/31

２年 山形大学 学部
3
年

生活環境
コース・建築

山形RC
長谷川　憲治
（ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ）

寒河江RC

ｺﾞﾝﾙﾄﾞﾌﾞ, ﾏﾘｴｯﾀ ﾆｮﾝﾌﾞｱﾝﾗ 女 ベナン
2017/04/01-
2019/03/31

２年 山形大学 修士
1
年

生物生産学 鶴岡RC
藤川　享胤
（ﾌｼﾞｶﾜ ｷｮｳｲﾝ）

鶴岡西RC

宋　　侶洋
(ｿﾝ ﾘｭﾔﾝ)

女 中国
2017/04/01-
2018/03/31

１年 山形大学 博士
3
年

有機材料工
学

米沢RC
田中　隆一
（ﾀﾅｶ ﾘｭｳｲﾁ)

米沢
おしょうしなRC

李　　聡
(ﾘ ｿｳ)

女 中国
2017/04/01-
2018/03/31

１年 山形大学 修士
2
年

ものづくり技
術経営学

米沢中央RC
齋藤　栄助
（ｻｲﾄｳ ｴｲｽｹ）

米沢上杉RC

李　　哉炆
(ｲ ｼﾞｪﾑﾝ)

男 韓国
2017/04/01-
2019/03/31

２年
東北芸術
工科大学

学部
3
年

文化財保存
修復

山形南RC
谷口　義洋
（ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ）

天童東RC

王　　文文
(ｵｳ ﾌﾞﾝﾌﾞﾝ)

女 中国
2017/04/01-
2018/03/31

１年
東北公益
文科大学

修士
2
年

公益学 鶴岡南RC
佐藤　聡
（ｻﾄｳ ｻﾄｼ）

鶴岡東RC

ﾌﾞｯﾀﾎﾞﾝ, ﾇｯﾀﾏｰﾄ 女 ラオス
2017/04/01-
2018/09/30

１年
６ヵ月

東北公益
文科大学

修士
1
年

公益学 酒田ｽﾜﾝRC
青山　武
（ｱｵﾔﾏ ﾀｹｼ）

酒田湊RC

ｱﾘｳﾝﾎﾞﾛﾄﾞ ｽｶﾞﾙﾏｰ 女 ﾓﾝｺﾞﾙ
2017/04/01-
2019/03/31

２年 山形大学 学部
1
年

法経政策 天童RC
松村　澄男
（ﾏﾂﾑﾗ ｽﾐｵ）

山形南RC

2017・4現在

支給期間
（From - To）

支給期間
（From - To）
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鶴岡西RC

宋　　侶洋
(ｿﾝ ﾘｭﾔﾝ)

女 中国
2017/04/01-
2018/03/31

１年 山形大学 博士
3
年

有機材料工
学

米沢RC
田中　隆一
（ﾀﾅｶ ﾘｭｳｲﾁ)

米沢
おしょうしなRC

李　　聡
(ﾘ ｿｳ)

女 中国
2017/04/01-
2018/03/31

１年 山形大学 修士
2
年

ものづくり技
術経営学

米沢中央RC
齋藤　栄助
（ｻｲﾄｳ ｴｲｽｹ）

米沢上杉RC

李　　哉炆
(ｲ ｼﾞｪﾑﾝ)

男 韓国
2017/04/01-
2019/03/31

２年
東北芸術
工科大学

学部
3
年

文化財保存
修復

山形南RC
谷口　義洋
（ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ）

天童東RC

王　　文文
(ｵｳ ﾌﾞﾝﾌﾞﾝ)

女 中国
2017/04/01-
2018/03/31

１年
東北公益
文科大学

修士
2
年

公益学 鶴岡南RC
佐藤　聡
（ｻﾄｳ ｻﾄｼ）

鶴岡東RC

ﾌﾞｯﾀﾎﾞﾝ, ﾇｯﾀﾏｰﾄ 女 ラオス
2017/04/01-
2018/09/30

１年
６ヵ月

東北公益
文科大学

修士
1
年

公益学 酒田ｽﾜﾝRC
青山　武
（ｱｵﾔﾏ ﾀｹｼ）

酒田湊RC

ｱﾘｳﾝﾎﾞﾛﾄﾞ ｽｶﾞﾙﾏｰ 女 ﾓﾝｺﾞﾙ
2017/04/01-
2019/03/31

２年 山形大学 学部
1
年

法経政策 天童RC
松村　澄男
（ﾏﾂﾑﾗ ｽﾐｵ）

山形南RC

2017・4現在

支給期間
（From - To）

支給期間
（From - To）

大久保　章宏（山形南）
米山奨学委員会 委員長

国際ロータリー第２８００地区
米山カウンセラー説明会・

米山奨学生オリエンテーション報告

　４月１日（土）、ホテルキャッスルにおいて、米山奨学生
カウンセラー９名、米山奨学生１０名、サブ世話クラブ２ＲＣ、
山形学友会ガラバドルフ・ムンフドルさん、大学関係者・指
導教員６名の教授（山形大学・東北公益文科大学）、長谷川
Ｇ、武田米山記念奨学会常務理事ＰＧ、藤川ＰＧ、鈴木ＧＥ、
上林ＧＮ、地区委員会委員の総勢４１名の出席を得て「米山奨
学生オリエンテーション」を開催しました。
　新規・継続奨学生、カウンセラーに対して年度スタート時
に行われる説明会です。藤川ＰＧより、「カウンセラーの心
得」の話で特に注意点、カウンセラーとしての奨学生とコ
ミュニケーションの取り方で一番大切な事等説明を頂きまし
た。説明会では米山奨学生とカウンセラーの関係、連絡を密
に学業スケジュールを優先に調整を行って頂く事、サブ世話
クラブとの連携を特にお願いしました。
　続いて奨学生を交えてのオリエンテーションを開催しまし
た。武田米山記念奨学会常務理事ＰＧの米山記念奨学事業に
ついて説明が行われ、奨学生全般についての説明、精神、特
長、提出書類確認を行い、全奨学生より確約書を提出して頂
きました。長谷川Ｇより奨学生一人一人にバッヂ贈呈を行い
奨学生としてスタートしました。

各種セミナー・委員会報告

　山形学友会についてガラバドルフ・ムンフドルさんにス
ピーチを頂き、学友会組織変更や行事の説明が行われ、奨学
生も含め学友会活動を一緒に進めて行きましょうと呼びかけ
られました。奨学生と指導教員よりスピーチを頂き、今年は
奨学生の日本語スピーチが上手で流暢な日本語に驚きまし
た。真剣に取り組む姿勢が表れたスピーチに力強さも感じま
した。指導教員からはロータリーの活動と奨学金制度を初め
て知った先生が多く、ロータリーに対する感謝の挨拶が多く
有りました。挨拶される奨学生、指導教員も緊張も解れて皆
様方との会話も和やかに行われ、昼食を頂きながら歓談し鈴
木ＧＥの挨拶で終了しました。
　今年度は特に指導教員の先生方が６名参加頂きました。指
導教員の先生方にロータリーを理解して頂く事、米山奨学事
業を理解頂く事は米山奨学生の活動には一番大切な事と考え
ております。ロータリー年度では７月からですが、米山奨学
事業は４月スタートです。今回より現・次両年度の地区委員
に参加頂き開催しました。今年は１０名の奨学生と、世話クラ
ブ、カウンセラー、サブ世話クラブで活動を行って参ります。
多くのＲＣ、ロータリアンの皆様方に米山奨学制度をご理解
頂き、奨学生との接点を多く作って行く事が２８００地区の米山
奨学事業が発展する事と考えております。当地区は米山記念
奨学事業への地区寄付目標１５，０００円／１人に届いておりませ
ん。皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。今回の
オリエンテーション開催にＧ事務所、委員の皆様方、地区事
務所に大変ご協力を頂きました。感謝申し上げます。今後と
もよろしくお願いします。

２０１７.４現在
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小松 栄一（寒河江）
Ｒ財団　補助金・奉仕プロジェクト委員会 委員長

２０１７−１８年度
地区補助金審査会報告

　去る４月８日、ＲＩＤ２８００地区事務所に於いて、
長谷川ガバナー、鈴木ガバナーエレクト、上林ガバ
ナノミニーに出席いただき、地区補助金審査会を開
催しました。
　次年度の社会奉仕事業に活用頂く地区補助金は
＄３６，６６２で今年より若干減少しましたが、ロータ
リーレートが円安に振れると予想されるため、円に
換算すると多少は増額が可能かと思われました。
　今回は、全３１件の申請に対し先の補助金管理セミ
ナーでお知らせした審査基準に従い、地区補助金の
趣旨に合致しているか否か、さらには新規事業か継
続事業か否か、継続事業にあっては新たな事業が盛
り込まれているかを慎重に検討いたしました。その
結果、３０件の申請に対して地区補助金を支出するこ
とと決定いたしました。
　また、グローバル補助金の申請も一件提出され、
その審査も行ないました。今回の申請は、天童東Ｒ
Ｃより提案された人道的プロジェクトで、タイにお
ける浄水器の設置事業であります。バンコクのスリ
オンＲＣと共同で行う小学校３８校への浄水器設置
で、浄水器の水は近隣住民の利用も期待される一大
プロジェクトです。総額＄７０，０００の計画について慎
重に審議した結果、本事業は承認され実施に移され
る事となりました。
　最後に、地区財団活動資金は会員各位の協力なく
しては成り立ちません。近年の財団寄付低迷は今後
の地区補助金活用に大きな影を投げかけており、会
員の皆様のさらなるご協力をお願いする次第です。

富樫 松夫（鶴岡）
職業奉仕委員会 委員長

ＲＩ２８００地区
職業奉仕セミナー講演会

　４月２日（日）天童ホテルで開催致しました職業
奉仕セミナーを足立功一先生より御講演をいただき
ました。紙面の都合で、全文を掲載することは出来
ませんが御紹介いたします。

題　私の職業奉仕
　　　　　　　　　　　　釧路北ロータリークラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　足立　功一

　人は皆、仕事をしなければ食べていけませんし、
生きてはゆかれません。
　その為、私たちは毎日自分の仕事に励んでいるわ
けでありますが、あるシニアロータリアンは、自分
の仕事を一生懸命にする事こそが職業奉仕の実践で
あると仰しゃいます。自分の仕事が成りたってこそ
のロ―タリー活動と職業奉仕ですから、この考えに
間違いはありませんし、仕事を通して社会に奉仕す
る事は大なり小なり誰でもやっていることでありま
す。私たちが遊びほうけて会社を潰してしまえば、
従業員は路頭に迷うわけですから、自分の仕事を継
続させる事は、職業奉仕の根幹になっている事に外
なりません。しかし、ロータリアンである人も、
ロータリアンで無い人も同じように一生懸命仕事を
して、奉仕活動をしている場合、そこから生まれる
違いは何なのかと言うことであります。
　そこに、ロータリーにおける職業奉仕の真の意味
が隠されているのではないかと思います。一体どこ
が違うのか？この事が理解できれば、ロータリーの
職業奉仕とは？そして、ロータリーとは何なのかと
言うことが理解できると思います。それは、ロータ
リアンは例会に参加して、親睦を通して多くの知識
と知己を得て、奉仕に対するスキルとその心を磨い
て準備することができると言うことではないかと思
います。第二奉仕部門である職業奉仕の前文に、「職
業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高
め、品位ある業務は全て尊重されるべきであると言
う認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理
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念を実践して行くという目的を持つものである。会
員は、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、
事業を行う」とされておりまして、実際にどのよう
な活動をすれば良いのかがここでは記されていませ
んでした。その為、日本における職業奉仕とは、昔
から職業倫理運動と理解されておりますし、職業奉
仕イコール職業倫理ということになっております。
この奉仕の理念の部分が、「基本的には、ロータリー
は一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求と義
務およびこれに伴う他人の為に奉仕したいという感
情との間に常に存在する矛盾を和らげようとするも
のである。この哲学は奉仕―「超我の奉仕」の哲学
であり、これは「最もよく奉仕する者、最も多く報
いられる」という実践的な倫理原則に基づくもので
ある」と記載されております。つまり、ロータリー
の哲学を表しているものであります。さて、私たち
が職業奉仕を考える上で、はじめに理解しておかな
ければならない事は、クラブ奉仕の基本的な考えで
あります。これから紹介させていただくお話しは、
佐藤千寿ＰＤＧがクラブ奉仕を語る上で前段として
のべられていたもので、素晴らしい内容でしたの
で、ご紹介させていただきます。これは佐藤千寿様
が表した「ようこそロータリーへ」に記載されてい
るものを抜粋いたしました。
　ロータリーへご入会おめでとうございます。
あなたはクラブの同僚会員ばかりでなく、日本全国や
世界のロータリアンが、こぞって貴方のお仲間入りを
歓迎するはずです。ところで、貴方はどういう動機で
ロータリーにお入りになりましたか？ ．．．
中略
自分の事ばかり考えていては、平和な住みよい世の
中にはなりません。
お互いに相手の立場になって考える思いやりの心が
大事なのです。

「情けは人の為ならず」と申しますが、結局はそれ
が自分も仕合せになる道であるわけであります。こ
ういう思想がロータリーの精神であり、ロータリー
のいう奉仕と言うのはそこから出てくる行為であり
ます。そして、ロータリークラブと言う組織は、そ
ういう精神を鼓吹し、そういう奉仕の道に熱意を燃
やす人を育てようとする学校なのです。
　貴方は、今この学校に入られました。ところがこ
の学校には入学はあっても、卒業と言うことがあり

ません。そこがまた、この学校の素晴らしいところ
で、貴方はロータリーを学ぶに従って楽しくなり、
ロータリーの道の無限である事を知るに至るでしょ
う。最高善を目指しながら、常に次善に留まるのが
人間の宿命である限り、人生の学校に卒業は無いの
が道理です。しかし、卒業が無いからまた楽しいの
です。どんなに肩書きの立派な会員でも、人間であ
る限り未完成で、だからこそまたロータリーに来た
ら、皆平等だというのです。ここに来たら語り合い
ましょう。勲章をはずしてロータリーのただ襟章ひ
とつで行きましょう。私は千寿先生のこの文章を読
んで、あたかも村の長老が子供たちに優しく噛み砕
いて物事を教えている光景を想像しました。話の中
で、私が最も共感を得、覚えたのは、お互いに相手
の立場になって考える思いやりの心が大事なのだ。

「情けは人の為ならず」と言うが、結局はそれが自
分も幸せになる道なのです。こういう思想がロータ
リーの精神であり、ロータリーのいう奉仕と言うの
はそこから出てくる行為でありますと。
　私は、今自分のロータリーモーメントを語る上
で、このあたかも単純な、極めてたわいのない言葉
が私にとっての「奉仕の理念」を追求する原点であ
ると確信したのであります。これからは私のロータ
リーモーメントをお話しさせていただきます。私の
ロータリーでの職業分類は皮膚科医であります。医
師は、医学部に入学し、６年間に渡る厳しい勉強と
実習、試験・試験の地獄の毎日を通して、医師とし
ての能力と忍耐力、そして人間性を磨いていくわけ
であります。今は卒業後２年間の前期研修を経て自
分の行きたい医局に入局し、さらに２年間後期研修
を受け、計４年間の研修を経て、総計１０年間の基礎
研修期間を経てようやく専門職の研修を受けるス
タート台に立てるわけであります。ここで私が駆け
出し医であった頃の経験をお話しさせて頂きます。
私は大学卒業後に泌尿器科医を志し、大学院で研修
を開始しました。入局して初めて受け持った患者さ
んは、血尿と腹部痛で外来を受診してきた方でし
た。検査の結果は膀胱がんと判明しました。ご家族
からは決っして病名をご本人に知らせないで欲しい
との願いでしたので、別な病名を告知しました。そ
して、手術の日がやってきました。当日行われた膀
胱尿管全摘出術は、たいへん高度で難しい手術であ
り、どんな名医が手術しても４、５時間以上かかる
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手術であります。その日は、膀胱を摘出するまでは
順調に経過したのですが、摘出後その周辺からの出
血が止まらなくなりました。膀胱周囲には静脈が多
数入りこんでおり、たいへん出血しやすい部位だか
らであります。その為、手術時間が１０時間近くにな
り、大量の輸血を繰り返し、なんとか止血を終えて
患者さんは病棟に帰ってきました。しかし、出血が
なかなかコントロールできず、再度の手術となりま
した。再手術後の患者様はその後、発熱を起こし、
食事もとれず次第に衰弱し、必死の介護の甲斐無
く、息を引きとられました。数日後に、患者様の家
族が私の外来診療中にやって参りました。息子さん
が「先生、父が大変お世話になりありがとうござい
ました。いろいろ良くしていただき御礼の言葉もあ
りません。感謝しています」と言って頭を深々と下
げて帰って行かれたのであります。この初めての経
験は、この患者様との悲痛な経験が今の自分が医療
を担う上での大いなる礎になりました。それは、新
米医師としてこれから多くの症例を経験し、腕に磨
きをかけるという目標、謂わば医師としての経歴に
箔をつけるという事の前に、医師は患者様一人一人
に真摯に向き合ってその命の灯火を灯し続ける事の
大切さを教えてくれたのであります。しかし、医学
には限界があり、ある意味無力であると言う現実を
直視しなければなりません。その無力さを乗り越え
て補ってくれるのは、患者様との信頼関係を構築す
ることしかないと言う事実を諭させてくれた一つの
出来事でありました。私は、この「医は仁ならざる
の術、務めて仁をなさんと欲す」を座右の銘として、
日々研鑽を重ねております。職業と言うものは、人
が行う行為です。医師のみならずいろいろな職業に
於いてその業を担う人材を教育し、人を育てるとい
う行為は必須の事項であります。それを成就させる
為には、受け手が寛容の心で見守ってあげるという
行為が必要になりますが、これこそが、超我の奉仕
に繋がる行為ではないかと思います。私は患者様の
命をかけた献身と言う姿と、ご家族のひたむきで、
そして寛容な心によって救われ、諭されました。そ
れは、患者様ご家族の「超我の奉仕」によって医に
対する尊厳を理解し成された事であります。さて、
人を育てる事は、周りの方たちの暖かい寛容の気持
ちで見守って頂く事も大切ですが、それ以前に自分
自身の努力による技術の習得も大切な要素でありま

す。多くの皆様が、その研鑽の過程で挫折を味わい、
時には夢と希望を達成できずに諦めてしまう方たち
も多数存在します。人生における挫折は、人間を一
回りも二回りも成長させますが、ここにいらっしゃ
る多くの皆さまにも同じ経験があると思います。人
はその一生に於いて必ず挫折感を味わい、失敗する
時があります。そして、その事に対して死ぬ程、努
力したであろうかという反省を自分自身に与える事
ができるのです。ロータリアンは、職業を通しての
奉仕とロータリーの理念の追求という研鑽の場を通
して自分自身を切磋琢磨し、変革する機会を持って
います。多くのロータリアンは、社会のいろいろな
場で多くの人に影響を与えているのです。ロータリ
アンの皆様の社会的地位、職業における勤勉さ、そ
して皆さまの受けた教育は、皆様に特別な地位と責
任を与えます。ロータリーは、地域、そして国際間
の理解と親善と平和を推進するために奉仕活動を行
なうものでありますが、私たちは、社会への奉仕を
通して、世界平和達成の為に活動しているのです。
そして、その活動の過程において、修養をつむこと
により、すばらしい人間をつくりあげる人間形成が
なされていくのでありますが、その目的はただ一
つ、ロータリーの目的（綱領）を遂行し、奉仕の理
想を追求する為に皆、日夜悪戦苦闘しているので
す。ここで決議２３－３４に触れて見たいと思います。
ロータリーは基本的には、一つの人生哲学であり、
それは利己的な欲求と義務およびこれに伴う他人の
ために奉仕したいという感情との間に常に存在する
矛盾を和らげようとするものである。この哲学は

「超我の奉仕」の哲学であり、「最もよく奉仕する者、
最も多く報いられる」という実践倫理の原理に基づ
くものである。というこの決議は、今から９４年も前
に採択され、今なお私たちロータリアンの心の奥底
に深く浸透してひきつけ、社会生活、職業奉仕にお
ける根本的な考えであることに私は先達の慧眼と卓
見に大いなる驚きを覚えるのであります。しかし、
現代ではＡ・Ｆ・シェルドンの唱えた奉仕哲学をそ
のまま職業奉仕に結びつけて考えても、世界では
中々理解されないことであると思えます。サービス
を自己の利益や都合より優先させる。物質的な利益
はサービスの結果である相手のために最善を尽くせ
ば、結果として最大の利益が得られる。この言葉の

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」とい
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各種セミナー・委員会報告

うモットーは、決して物質的な事をいうのでなく、
奉仕活動を続けているうちに、自然に徳が身につき
良き人間形成がなされていく、と考えるべきであり
ます。皆さま方は、ロータリーに入会し、様々な奉
仕活動を通して社会に貢献し、その基礎的な研修の
一つとして今日「奉仕の理念」について共に学び考
える機会を持ちました。ロータリーの職業奉仕の実
践とは、自己の職業上のスキルを社会問題の解決や
社会のニーズに適応させ、役立て結果を出すことで
ありますが、奉仕の理念を奨励し育む為に行われる
奉仕活動としての貴重な経験は、個人個人の皆さま
方の心の中に築かれるものであり、それは、与える
ものでは無く、他人の行為から自然と学ばせて頂く
ものであると言うのが私の考えであります。
　「人の振り見て我がふり直せ」と言う言葉通り、
人は他人の行いを模範にし、自分の行いの反面教師
にしているところがございます。日本人の美しい心
である、廉恥心や謙譲の精神は、孟子の言葉で言う
惻隠の心に基づく相手の心情を深く理解する事、つ
まり他人への思いやりからうまれるものでありま
す。私が考える職業奉仕の基本は、佐藤千寿様がお
話になりましたように、お互いに相手の立場になっ
て考える思いやりの心が大事なのだ。「情けは人の
為ならず」と言うが、結局はそれが自分も仕合せに
なる道である。その心を醸成する事がロータリーに
於ける職業奉仕の実践であり、こういう思想がロー
タリーの精神であり、ロータリーでいう奉仕と言う
のはそこから出てくる行為であります。ということ
に共感しております。そのために必要なものは、ま
ずは自分のルーツである家族に対する知識と愛情、
次に自分の住んでいる地域・郷土、そして、自分の
祖国に対する知識と愛情を育んでいかなければなり
ません。そうでなければ、世界的な人類愛などでき
るはずがありません。世界的な奉仕活動には、相手
国を思い、その苦しみを理解する奉仕の心の醸成が
必要です。それにはまず自分の家族への愛、郷土へ
の愛、祖国への愛の三つをきちんと理解してこそ、
人類愛が醸成されると思います。まず、私たちは真
実の日本の歴史を理解し、郷土の歴史と発展を理解
し、そして、自分の家族のルーツと理念、親の教え
を理解することで、はじめて世界との違いを理解で
きるわけであり、私は、日本のロータリアンがまず
しなければならない事は、基本を飛び越えた世界で

の奉仕では無く、自分の周りの家族や、郷土、祖国
を良くする事ができるクラブへの改革を是非将来の
為に考えて頂きたい。そうして、さまざまな体験を
通して個人個人が国際人として成長して欲しいと
願っています。チェスリー・ペリーは、「全世界の
ロータリークラブは、一つの基本理念「奉仕の理想」
をもっている「それは他人の事を思いやり、他人の
ために尽くすことである」と話しています。これは
奉仕の理想の意味を示した唯一のドキュメントであ
り、ロータリーの目的は、「奉仕の理想」を奨励し、
これを育むことであり、奉仕の理想こそがロータ
リーの根幹と言えるものなのであります。ロータ
リーにおける修養の効果が社会的に高い評価をう
け、また行なっている奉仕活動が正鵠を射たもので
あれば、自然と人は集まってくる。要するにロータ
リーに魅力があれば会員はますます増えると思うの
です。シニアロータリアンの皆様が基本に帰ろうと
口を酸っぱくして皆様にお話しされるのは、まさに
そのような意味があるのだと私は理解しています。
　古代ローマの哲学者セネカはこう言いました、

「人生は物語のようなものである。重要なのはどの
くらい長いかという事では無く、どのくらい良いか
という事である」と。

　　　　　　　　　　尚、全文御読みになりたい方
は第２８００地区ガバナー事務所にお問い合わせ下さい。
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　去る３月２４日（金）～２６日（日）に、福島県裏磐梯ロイヤ
ルホテルにて、２８００地区、２５２０地区、２５３０地区合同のオリエ
ンテーションが開催されました。
　各地区で年間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
その中でも唯一東北の３地区の学生が一同に介してのとても
重要なものです。
　今年度は２５３０地区（福島）が担当で実施されました。派遣
候補学生１１名、来日学生５名、ＲＯＴＥＸ１１名、３地区の
ロータリアン等１７名の総勢４４名で行われました。当地区から
は、長谷川ガバナー、鈴木ＧＥ、上林ＧＮ、青少年交換関係
者、ＲＯＴＥＸ１名、派遣候補学生・小林由佳（山形西ＲＣ）、
小林ましろ（鶴岡ＲＣ）、佐藤ひかり（酒田中央ＲＣ）、菊池
真穂（寒河江ＲＣ）、来日学生２名の総勢１５名が参加しました。
　初日から派遣候補学生に対し、留学の心得や危機管理（潜
む危険と対応策）、派遣国の文化や習慣の違い、空港やホー
ムステイ先での家族とのコミュニケーションのとりかた、学
校や日常生活での誘惑やトラブルの対処など実際の体験談な
どを交え、経験豊かなＲＯＴＥＸの先輩方から丁寧に、時に
泣きたくなるほど厳しくシミュレーションを交え指導してい
ただきました。本気で関わってくれるＲＯＴＥＸの気持ちが
伝わり、最初は緩んでいた派遣候補学生の表情も時間が経つ
につれ緊張感のある表情に変わり、内容の濃いキャンプが出
来ました。
　このキャンプは１年間の留学を終えたＯＢ（ＲＯＴＥＸ）
が３日間指導にあたります。
　もちろん、ＲＯＴＥＸもかつてはこのキャンプを経験し、
このキャンプの重要度を十分理解している先輩方です。自分
たちの派遣前を思い出しながら、本気で、時には涙しながら
檄を飛ばす場面も。それも皆、派遣候補学生にこれから誰も
知っている人がいない異国の地で楽しんできてほしいという
気持ちがロータリアンにも伝わり何ともいえない感動があり
ました。
　最終日、最後のプログラムに決意表明があります。派遣候

補学生が５分程度この留学に対する想いや決意を全力でみん
なの前で発表する。それも派遣先の言葉で。
　初日の夜も２日目の夜も朝方までＲＯＴＥＸの指導の下原
稿を書き上げ、本番は原稿を見ずに発表出来るまで練習しま
す。今年度の学生も例外はなく必死に取り組んで、最後の決
意表明は全員すばらしいものでした。厳しい言葉、アドバイ
スもありましたが、この経験は派遣先での生活はもちろんで
すが、これからの彼女達の人生にとって意味のあるものとな
るはずです。
　そして、私達はここまでのお手伝いしか出来ません。後は
派遣候補学生が自分の力で乗り越えなければなりません。今
年度同期１１名そろって来年のこのキャンプで元気な報告が聞
けることを願っております。３日間ご指導いただいた関係各
位にお礼申し上げます。

小林　ましろ
派遣候補学生

　青少年交換スプリングキャンプを終えて

　３月２４日から２６日までの３日間、福島県で行われた多地区
合同の青少年交換スプリングキャンプに参加させていただき
ました。宮城県、福島県、山形県の３県合わせて私達１１名の
派遣学生のために３０名を超える来日学生、ＲＯＴＥＸ、ロー
タリアンの方々にご協力いただきました。
　研修やシミュレーションでは、派遣されて１人になったと
きの対処や、外国での考え方の違いを教えていただき、とて
も勉強になりました。
　メインは３日目の決意発表に向けての準備と発表です。こ
れは以前のオリエンテーションから「大変だぞ」とずっと言
われていたので覚悟してきたつもりでしたが、いざ本番にな
ると想像以上のものでした。１日目のプログラム終了後から
原稿を書き始めて暗記、発表の練習まで睡眠を削り、なんと
か発表を形にしていきました。しかし、私達の頑張りは全然
足りませんでした。ただ原稿を暗記しただけで何も伝わらな
い、伝えようとしていない、そんな発表になってしまい、Ｒ
ＯＴＥＸやロータリアンの皆様から厳しいお言葉をたくさん
いただきました。
　振り返ると悔いだらけのキャンプとなってしまいました
が、１人ひとり出発までの課題を明確にでき、気を引き締め
られた良い機会になったと思います。そして留学のことだけ
でなく、人間としてのこともとても学ぶことの多かった３日
間でした。ご指導くださいました皆様、本当にありがとうご
ざいました。出発まで精一杯頑張っていきます。

２０１６－２０１７年度東北多地区合同　青少年交換スプリングキャンプ IN FUKUSIMA

遠藤 伸一（寒河江）
青少年交換小委員会 委員長
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　創立記念日であります３月２６日、天童温泉ほほえ
みの宿「滝の湯」にて、天童市長はじめ多くのご来
賓の皆様、また、長谷川ガバナーはじめ地区内外の
ロータリアンの皆様で総勢２１６名をお迎えし、天童
ロータリークラブ創立６０周年記念式典と祝賀会が執
り行われました。
　式典では、伊藤彰実行委員長の歓迎のあいさつに
続き、荒井文男会長の式辞の後、歴代会長並びに多
くの歴史を築いてこられた先輩諸兄に敬意を表し、

「天童ロータリークラブ６０年の歩み」を映像で紹介
いたしました。更に、在籍３０年の会員表彰、第５０代
から第５９代の歴代会長を表彰いたしました。
　記念事業は、天童市のシンボルであります舞鶴山
に、ソメイヨシノ３本とツツジ１５０株を植林し、天
童市民に親しまれる公園整備をいたしました。
　会場をコンベンションホールに移しての祝賀会で
は、県立山形西高等学校卒業生で構成されておりま
す「嚶鳴女声合唱団」によります音楽会を楽しんで
いただきました。更に天童ロータリークラブの全メ
ンバーによります合唱で、「天童ロータリークラブ
ソング」と「上を向いて歩こう」の２曲を、４ヶ月

の猛特訓の成果としてご披露いたしました。
　姉妹クラブであります国際ロータリー第２５３０地区
喜多方ロータリークラブ佐原元パストガバナーより
ご祝辞を頂戴し、スポンサークラブの山形ロータ
リークラブ矢野秀弥会長のご発声で乾杯いたしまし
た。祝宴の最中は、「チューニングフォークス」の
皆さんによる歌と演奏で盛り上げていただきました。
　天童ロータリークラブの会員の企業であります出
羽桜酒造のチャンピオン酒が振舞われ、またロータ
リーマークを焼き印した「あじまん」で天童らしい
おもてなしをさせていただきました。
　多くのロータリアンの皆様のご協力とご指導のお
蔭をもちまして、６０周年の記念事業が遂行できまし
たことに感謝申し上げ報告といたします。

天童ロータリークラブ創立６０周年記念式典及び祝賀会報告
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奥山 吉一（寒河江）
次期地区幹事

　前日までの肌寒さから一変し、爽やかな気持ちの良い朝を
迎え、４月１６日午前９時より、桜の蕾が膨らみ、もうすぐ花
が開こうとしている寒河江市民文化会館において第２８００地
区、地区研修・協議会が開催されました。
　長谷川ガバナー、次期研修リーダーの酒井直前ガバナー、
パストガバナー、次期ガバナー補佐・地区の各委員会の委員
長・ 委員御出席のもと、事務局スタッフを含め５３０名を超え
る参加者となりました。また、この度はご来賓で石黒慶一Ｒ
Ｉ理事エレクトはじめ、他地区から２名のパストガバナー
他、計７名のご来賓の方がご参加いただき誠にありがとうご
ざいました。
　鈴木ガバナーエレクトの開会点鐘、国歌斉唱、ロータリー
ソングの後、寒河江ＲＣでも恒例の友情の握手で場の緊張が
少し和らぎました。鈴木ガバナーエレクトの挨拶に続き、ご
来賓の紹介、そして石黒慶一次期国際ロータリー理事よりご
挨拶頂きました。続いて、酒井彰次期地区研修リーダーより
メッセージを頂き、鈴木ガバナーエレクトより次年度ＲＩ
テーマ方針に沿った地区目標と運営について説明され、出席
者は真剣に聞き入っていました。
　地区研修・協議会の目的は「ロータリーの目的」をクラブ
として推進する次期クラブ指導者の各々に、ガバナーエレク
トの考えや人柄を理解してもらうとともに、十分な計画と準
備の上での指導・研修を通じて、クラブ活性化のために大切
な「ロータリー情報」を提供しながら、期待を伝え、役割と
責務を自覚し、大いに奮起してもらうことであるとの事。そ
して、２０１７－１８年度のテーマ「ロータリー：変化をもたらす」
を伝えるにも、プロセスを踏んで、改めて自己紹介により自
分をまず知ってもらい、日本人の心に生き続ける「無私の日
本人」に共感した事をお話して頂きました。また、２０１７－１８　

ＲＩテーマを丁寧に説明して、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～」
の説明において次年度は、『地区内全クラブがＲＩ会長賞受
賞』という壮大な夢の実現を目標に掲げ、わかりやすく発表
し、全ての会員に熱い思いが届けられたと思います。
　前半の最後に、小野次期地区資金委員長よりＰＥＴＳで承
認された「決議事項・申し合わせ事項・地区資金予算・地区
大会予算」について報告がなされ、前半の会議は終了しまし
た。
　昼食のあと午後からは各グループの分科会へ移り、各委員
長の方針発表のあと活発な質疑応答が行われ、その中で行わ
れた報告が発表されました。
　質疑応答・所感で鈴木一作ＧＥは、「例会卓話・フォーラ
ムをやってほしい。一つの事に話し合う、その機会を作って
やれば時間が足りないくらい活性化するので、堅苦しくない
クラブ内で切磋琢磨しあいながら仲が良く、お互いに敬愛し
あう、そういったクラブを作ってもらいたい。本日のフォー
ラムもためになったとの感想からうれしく思う」との所感を
話されました。
　長谷川ガバナーの挨拶では、「他地区のＰＧの方が来てく
れることの珍しさや感謝、そして資料の厚さの２点にびっく
りした。資料の厚さと同じ中身の濃い地区研修協議会だった
と思う。本日学んだことをクラブに持ち帰り、よく咀嚼して
自分のクラブの方針に反映してほしい。全てのクラブにＲＩ
会長賞をとってもらいたい」との事。
　その後、ガバナー・ガバナーエレクトのバッジ交換を行い、
総括では、酒井彰次期地区研修リーダーから、「凡人は真似
る。天才は盗む。」パブロ・ピカソの言葉を使ってお褒めの
言葉を頂き、「この分厚い資料はロータリーの魂そのもの、
この度の研修協議会に感動した方が多かった。全てのＲＣが
ＲＣ会長賞を取る事、本日の研修と感動を大切に」との言葉
でした。
　最後に、大沼保義次期地区大会実行委員長から１１月の地区
大会の説明があり、鈴木一作ＧＥから閉会点鐘を行い、地区
研修・協議会は無事終了いたしました。ご参加頂きました皆
様には厚く御礼申し上げます。また、準備の段階からご協力
頂きました寒河江ロータリークラブの会員の皆様および次期
地区副幹事の皆様に感謝を申し上げ、ご報告と致します。あ
りがとうございました。

地区研修・協議会を終えて
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青少年交換学生 月次報告

國井 修人 さん
派遣国名 ブラジル

スポンサー RC 寒河江ロータリークラブ

ホストRC Rotary club curzeiro
　　　　 do sul

　皆さんこんにちは。國井修人です。留学生活もそ
ろそろ終盤になってきました。先週の日曜日に第二
ホストファミリーから第三ホストファミリーに移
り、新たな生活の始まりです。この家が残りの留学
生活の中で最後の一軒になる予定です。最後まで気
を抜かず、様々なことに気をつけながら新たな発見
を求めて頑張っていきたいと思います。３月の報告
をさせていただきます。
　今月はロータリーのＮａｔｉｏｎ ｆｅｓｔｉｖａｌが開催されま
した。この祭りは世界各国の文化や食べ物などを紹
介し、交流や理解を深めるイベントです。留学生は
自国の食べ物を作りました。私たち日本チームは焼
きそばを作りました。ブラジルにはすでにオリジナ
ルの焼きそばがあり、日本の焼きそばを作りたかっ
たのですが焼きそばのソースがなかったのでオリジ
ナルに従って作りました。売れ行きもそこそこあっ
たのでよかったです。
　また、日本を紹介するプログラムとして日本の伝
統芸能である和太鼓や日本舞踊を日系ブラジル人が
演じました。クリチバは日系人が多いということで
このようなプログラムがたくさんありました。中で
も、ＢＥＧＩＮの『笑顔のまんま』に乗せて踊る人
達を見て、日本の文化が海外にも積極的に広がって
いることが分かりました。また、この祭りには今年
留学をするｉｎｂｏｕｎｄが派遣先を決める情報収集とし
て来ていました。自国をアピールするため、日本に
興味を持ち多くのｉｎｂｏｕｎｄに日本を選んでもらうた
め自分も懸命に日本のアピールをしました。犯罪が
比較的少なく安心して暮らせること、美味しい食べ
物や温泉で心も体も毎日癒される所など良いアピー
ルができたと思います。多くのｉｎｂｏｕｎｄが日本を派
遣先に選んでくれることを願っています。
　留学生生活も終盤になってきました。『もっとブ
ラジルにいたい』という思いが留学当初の『早く帰
りたい』という思いを書き消し、充実した留学生活

を送ることが出来ています。残りの期間、更なる充
実、発見を求めて、日々精進したいと思います。

志田 峻平 さん
派遣国名 台湾・斗南

スポンサー RC 寒河江ロータリークラブ

ホストRC 斗南ロータリークラブ

　みなさんこんにちは。
　台湾に来てもう７か月が経ちました。中国語もも
う慣れてきました。
　ある程度の会話ならできるようになりました。で
すが、言葉がわかるようになったので、今まで以上
に考えて話すようになりました。今までは伝わって
るかな？という感じの会話でしたが、今はちゃんと
伝わるように頑張っています。今月は、中国語のス
ピーチ大会がありました。
　学校の友達には何度も聞いてもらい、１声２声３
声４声が違うと何度も指摘されましたが、自分では
わかっていてもできなくて、まだまだ練習が足りな
いなと思いました。
　スピーチ大会の日は、日本の短期留学生たちが来
る日で、スピーチの順番を早めてもらったりしまし
た。ロータリーそして、学校の友達にはとてもお世
話になりました。結果は４位でした。去年とおとと
しは１位でとても悔しい気持ちでいっぱいでした。
　まだまだ中国語の練習が足りないと思いました。
斗南ロータリーの留学生で、中国語の塾に行くとい
う話になりましたが、先生ができないということで
なくなりました。ですが、これからは学校の友達、
留学生、家族との会話を増やしていき、あと４か月、
少しでも多く中国語を話せるように努力します！今
月は、日本からの留学生が来ました。先月の報告書
で、少しは通訳のお手伝いができると思います。と
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青少年交換学生 月次報告

いったので、少し緊張していました。桃園空港には
渋滞で少し遅れてしまって、ちゃんと迎えれません
でした。２日目からは、いろんなところに行きまし
た。通訳をできる人が３人ほどいたので僕の出番は
ほとんどありませんでした。ですが少しはできたか
と思います。今月でホストファミリーが変わります。
　今まではコーヒーを作ってる人の家にいました
が、これからはしゅんいーの家に代わります。あと
４か月間自分でやりたいことを見つけていきたいと
思います。
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2017年5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 3 RPIC

■ クラブ数 会員数

Zone 1    829       28,680
Zone 2    652       28,158
Zone 3    790       32,745    
合 計 2271       89,583

2017年4月10日現在 のClub 
Centralのデーターです。
第２ゾーンの数値には
GUAM,MICRONESIA,NORTH
ERN MARIANS,PALAUが含ま
れます。

■ BOX登録件数

187件（1.2.3ゾーン合計）
2017年4月10日現在

■ 会員基盤向上に資する「 ロータリー公共イメージ向上」について

さる3月27,28の両日東京で開催されたRI第1,2,3ゾーン会員基盤向上セミナーで
は標記演題について各地の公共イメージコーディネーター関係者 数名がそれぞれ
の切り口から持論を大変熱く語られ、とても印象的で貴重な時間を過ごすことが出
来た。RIはロータリー発展のため戦略計画を大々的に取り入れるよう推奨し、その束
ねた3本の矢の内の一つである公共イメージ向上も特別に力を入れている 。戦略計
画の最終ゴールは何よりもクラブの発展、そして会員増強であり、その為のイメージ
向上は必須であり、それを活かさねばならないと説いている。
112年前シカゴの街で4人の青年実業家が集まりロータリークラブを創立し、それが
現在会員数120万人を超える世界的巨大組織に成長した。その要因はロータリーが
常に内外への広報宣伝活動を効果的に継続して来たこと、そしてどの時代にでも
ロータリー会員自ら日頃の理念に沿った職業奉仕を行い 、世界中の各クラブが長
年実施して来た質の高い奉仕活動を地域が世界が認知して来たからではないか。
ここで先日のセミナーでの発表を参考にしながら今後の広報展開を如何になすべき
かを考えてみたい。
・地区レベルで、

地区はクラブにロータリーのイメージ向上に繋がる情報を提供すべきである。例え
ばクラブ奉仕活動への取材活動を地区が代わってマスコミに申し入れる、クラブセン
トラルから情報収集を奨励する、地区へのBox投稿依頼を強く勧めている。特にIT、
中でも各種SNSを駆使した映像による積極的発表、投稿は若い世代に強くアピール
するだろう。一例として、第2670地区前田直俊ガバナー監修によるアニメ「おしえて
ロータリー」は日本語、英語版があり、FB, YouTube、DVD等を通して誰でも鑑賞
可能。これらは広く地域社会でロータリーの啓発活動や 、ロータリークラブ新入会員
の研修にも役立つすぐれた教材である。（第1図参照）
・クラブレベルで、

会員が汗を流し、地域のために良い事をした事実をマスコミが取材し、のちにマス
メディアに載ることはとても立派な業績であり、ロータリーを社会に理解して貰える千
載一遇の良い機会です。ここに第2690地区玉島RCと米子4RCの奉仕活動が新聞
記事になった例を紹介する。なお、この記事は現在RIのBoxに収めてあります。各ク
ラブでとても簡単に操作できるBoxを利用し、活用して下さい。（第2図・第3図参照）
・ロータリアン個人レベルで、

忘れてならいのは、会員各自が果たして来た長年の「くちコミ作戦と真摯な奉仕活
動」こそロータリー発展の最大貢献者であり、今後戦略計画実施への大きなヒントに
なると確信する。色々な意味で直接対面での意思疎通は何事にも変えがたいお金
のかからない広報宣伝戦略であろう。 （第3ゾーンARPIC 伊藤文利 倉吉RC)

Zones 1 & 2 & 3

第1図

第2図
第3図
この書は第2690地区米子市内４RCが
市民に末永く鑑賞してもらうために共
同購入したものである。
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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) 73.15 1 (0) 2 (0) 83.18

2 酒田東 34 (5) 35 (5) 80.70 1 (0) 0 (0) 80.92

3 酒田中央 35 (0) 37 (0) 80.32 3 (0) 1 (0) 85.88

4 酒田スワン 15 (5) 16 (6) 79.69 1 (1) 0 (0) 87.48

5 酒田湊 16 (3) 16 (3) 89.58 0 (0) 0 (0) 90.15

6 鶴岡 33 (4) 33 (5) 72.41 1 (1) 1 (0) 82.29

7 鶴岡西 33 (4) 33 (4) 82.46 1 (0) 1 (0) 82.51

8 余目 27 (0) 29 (1) 73.21 3 (1) 1 (0) 81.66

9 立川 14 (0) 14 (0) 77.08 0 (0) 0 (0) 82.59

10 鶴岡東 29 (1) 27 (1) 81.44 0 (0) 2 (0) 81.06

11 鶴岡南 20 (4) 20 (2) 81.58 5 (0) 5 (2) 83.65

12 天童 43 (3) 43 (3) 97.47 1 (0) 1 (0) 97.28

13 東根 33 (0) 34 (1) 66.18 2 (1) 1 (0) 72.89

14 天童東 51 (0) 51 (0) 73.40 3 (0) 3 (0) 74.27

15 天童西 19 (2) 19 (2) 87.72 1 (0) 1 (0) 86.07

16 東根中央 49 (3) 47 (3) 58.51 1 (0) 3 (0) 75.88

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

18 新庄 17 (2) 16 (2) 89.06 0 (0) 1 (0) 87.36

19 尾花沢 20 (0) 19 (0) 84.20 0 (0) 1 (0) 82.19

20 最上 23 (1) 23 (1) 48.33 0 (0) 0 (0) 50.21

21 尾花沢中央 16 (1) 16 (1) 81.25 1 (0) 1 (0) 86.87

22 村山ローズ 18 (5) 18 (5) 68.52 1 (0) 1 (0) 69.51

23 新庄あじさい 16 (0) 15 (0) 86.67 0 (0) 1 (0) 90.40

24 寒河江 52 (1) 52 (1) 95.55 2 (0) 2 (0) 89.31

25 大江 18 (2) 18 (2) 91.67 0 (0) 0 (0) 92.13

26 河北 29 (0) 31 (0) 82.45 2 (0) 0 (0) 85.97

27 寒河江さくらんぼ 39 (3) 39 (3) 88.15 0 (0) 0 (0) 88.94

28 西川月山 13 (0) 13 (0) 76.92 0 (0) 0 (0) 70.38
29 山形 91 (2) 91 (2) 100.00 4 (0) 4 (0) 99.78
30 山形北 60 (0) 62 (0) 89.66 3 (0) 1 (0) 91.48

31 山辺 26 (0) 25 (0) 100.00 1 (0) 2 (0) 97.50

32 山形南 50 (2) 54 (2) 100.00 5 (0) 1 (0) 99.84

33 中山 12 (0) 12 (0) 63.89 0 (0) 0 (0) 76.85

34 山形西 99 (0) 100 (0) 95.52 5 (0) 4 (0) 95.07

35 上山 15 (2) 16 (2) 75.00 1 (0) 0 (0) 74.65

36 山形東 35 (1) 35 (1) 77.26 0 (0) 0 (0) 80.07

37 山形中央 41 (3) 40 (3) 94.44 0 (0) 1 (0) 94.66

38 山形イブニング 31 (2) 32 (2) 63.33 3 (0) 2 (0) 69.03

39 米沢 58 (6) 62 (8) 80.39 6 (2) 2 (0) 82.51

40 米沢上杉 64 (3) 66 (3) 100.00 2 (0) 0 (0) 98.79

41 高畠 52 (3) 51 (3) 58.82 0 (0) 1 (0) 73.01

42 米沢中央 41 (5) 42 (5) 98.81 1 (0) 0 (0) 98.30

43 米沢おしょうしな 28 (2) 29 (3) 69.05 1 (1) 0 (0) 77.84

44 長井 30 (1) 30 (1) 77.28 0 (0) 0 (0) 75.70

45 南陽 13 (1) 13 (1) 94.98 1 (0) 1 (0) 91.38

46 白鷹 19 (0) 20 (0) 93.33 1 (0) 0 (0) 93.99

47 小国 18 (0) 18 (0) 80.69 0 (0) 0 (0) 89.88

48 南陽東 35 (2) 34 (2) 77.21 1 (0) 2 (0) 73.84

49 長井中央 20 (1) 20 (1) 80.00 0 (0) 0 (0) 85.65

50 南陽臨雲 28 (1) 31 (3) 80.20 3 (2) 0 (0) 76.72

1617 (89) 1635 (96) 81.95 68 (9) 50 (2) 84.35

　2017.3.31
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）

合　計

第
５
ブ
ロ
ッ
ク

ブロック No クラブ名
2016.7.1

第
２
ブ
ロ
ッ
ク

第
３
ブ
ロ
ッ
ク

第
４
ブ
ロ
ッ
ク

第
６
ブ
ロ
ッ
ク

第
１
ブ
ロ
ッ
ク

2016-2017年度　クラブ会員・出席率

※（　）内は女性会員数
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 新入会員紹介

ポール・ハリス・フェロー　米山功労者

紺
こん

野
の

 俊
とし

樹
き

所属クラブ／酒田
職 業 分 類／卸電気事業
入 会 日／2017.４.５

結
ゆう

城
き

 秀
ひで

人
ひと

所属クラブ／南陽
職 業 分 類／酒類小売業
入 会 日／2017.３.1５

松
まつ

本
もと

 昭
あき

弘
ひろ

所属クラブ／米沢
職 業 分 類／新聞放送事業
入 会 日／2017.３.３0

松
まつ

井
い

 　泰
たい

所属クラブ／酒田中央
職 業 分 類／合成樹脂販売
入 会 日／2017.４.1

酒
さか

井
い

原
ばら

京
きょう

子
こ

所属クラブ／寒河江
職 業 分 類／飲食業
入 会 日／2017.４.６

長
は

谷
せ

川
がわ

眞
しん

一
いち

所属クラブ／寒河江
職 業 分 類／ホテル業
入 会 日／2017.４.1３

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（４）
佐藤 功二

（寒河江さくらんぼ）

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（３）
大泉 富博

（寒河江さくらんぼ）

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（２）
奥山 治朗

（寒河江さくらんぼ）

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（２）
小野 慎一

（寒河江さくらんぼ）

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（２）
後藤 正幸

（寒河江さくらんぼ）

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（２）
吉田 　実

（寒河江さくらんぼ）

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（１）
加藤 国彦

（寒河江さくらんぼ）

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（１）
斎藤 　勝

（寒河江さくらんぼ）

ポール・ハリス・フェロー
大沼 栄司

（寒河江さくらんぼ）

ポール・ハリス・フェロー
斉藤 　淳

（酒田中央）

第１回ポール・ハリス・フェロー
荒木 照夫

（酒田中央）

第１回ポール・ハリス・フェロー
高橋 幸雄

（酒田中央）

第２２回米山功労者メジャードナー
鈴木 一作

（寒河江）

第３回米山功労者マルチプル
早坂 源重

（寒河江）

前号ガバナー月信４月号「上山ロータリークラブ創立６０周年記念式典並びに記念事業報告」におきまして、
実行委員長のお写真に誤りがございましたので謹んでお詫び申し上げます。

「お詫びと訂正」

■事務局アドレス変更のお知らせ
　（住所、電話、ＦＡＸに変更はございません。）
①尾花沢中央ロータリークラブ事務局アドレス
　旧　ｓ－ｙｍｔｕｋ＠ｍａｘ.ｈｉ－ｈｏ.ｎｅ.ｊｐ
　新　ｓ－ｙｍｔｕｋｎ＠ｍａｘ.ｈｉ－ｈｏ.ｎｅ.ｊｐ
②新庄ロータリークラブ事務局アドレス
　旧　ｎｈｉｒｏｋｏ＠ｓｊｃｃｉ.ｏｒ.ｊｐ
　新　ａｂｅ＠ｓｊｃｃｉ.ｏｒ.ｊｐ
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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

：
：
：
：

ガバナー
R I 会 長
R I 理 事
RI理事エレクト

長谷川 憲治
ジョン F.ジャーム
斉藤 直美
石黒 慶一

5月の地区スケジュール
日 曜日 主 要 行 事 日 曜日 主 要 行 事

1 月
2 火
3 水《憲法記念日》
4 木《みどりの日》
5 金《こどもの日》
6 土
7 日
8 月
9 火
10 水
11 木
12 金
13 土 第４回諮問委員会

第２２回日本青少年交換研究会（鳥取・米子）
14 日 クラブ事務局担当者研修会
15 月
16 火
17 水
18 木
19 金
20 土
21 日 　
22 月
23 火
24 水
25 木

5/ 26 金
27 土 ＲＡＣ年次大会（ル・ポットフー）
28 日 第６回青少年交換小委員会＆オリエンテーション
29 月
30 火
31 水
1 木
2 金 インターアクト年次大会
3 土 高畠ＲＣ創立５０周年記念式典
4 日
5 月
6 火
7 水
8 木
9 金
10 土 国際大会（米国・アトランタ）
11 日
12 月
13 火
14 水
15 木
16 金
17 土 第７回青少年交換小委員会＆

オリエンテーション歓送会ｏｒ送別会（庄内）
米山学友会総会・温泉懇談会（東根）

18 日

6/

表紙・裏表紙写真

山形市野草園
《自然と人間の共生》

　市政施行１００周年の記念事業の一環として、自然とのふれあ
いを通して、植物を愛し育てることを啓発し、花と緑あふれる
まちづくりの精神を普及し、「自然との共生」を図ることをね
らいとして開園しました。野草、樹木あわせて約１，０００種類の
さまざまな植物があります。ミズバショウ、ザゼンソウ、ミツ
ガシワ、アケボノソウなど四季折々の野草が群生しています。
また、貴重な植物も多くみられます。園内には自然学習セン
ターがあり、野草園のガイド及び自然に関する情報提供を行い
ます。

　　　　　　　　　　　　※「山形市野草園」ホームページより


