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「一生もの」

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

　「一生もの」という言葉が有りますが、勿論文字
通り一生使い続けられる品質と、愛着を持つに値す
る良さを併せ持つ商品等を言う言葉であります。人
生でそういう「一生もの」に巡り合えれば幸せだと
は思いますが、しかし本当はそんな事はさして重要
な事ではありません。本当に大事なのは、生涯を掛
けるに値する仕事「一生ものの仕事」を持ち、生涯
を共に出来る伴侶と何時までも仲の良い家族「一生
ものの伴侶と家族」を持ち、生涯の友人や仲間「一
生ものの友人・仲間」を持つ事だと思います。
　「一生ものの仕事」と言えば印象深い事がありま
した。以前、ある酒席で「もし生まれ変われるなら、
どんな職業を選ぶ？」という話題になった際、意外
な発言をされる方が多く大変楽しく盛り上がったの
ですが、あるロータリアンは「俺は、今の仕事に充
分遣り甲斐を感じ満足しているので、同じ職業を選
ぶ」と発言されたのです。事実その方は立派な仕事
をして来られたので一同納得したのですが、逆に言
えばその位自分の仕事に誇りを持って真剣に取り組
んで来られたからこそ素晴らしい実績を残せたのだ
と思います。
　そして「一生ものの伴侶と家族」と言えば、慶應
義塾の塾長や今上天皇の教育責任者等を務められた
故小泉信三氏が、愛息信吉氏の出征に当たり渡した
手紙が忘れられません。ご存じの方も多いと思いま
すが、改めてご紹介します。
　「君の出征に臨んで言っておく。
　吾々両親は、完全に君に満足し、君をわが子とす
ることを何よりの誇りとしている。僕は若し生れ
替って妻を択べといわれたら、幾度でも君のお母様
を択ぶ。同様に、若しもわが子を択ぶということが
出来るものなら、吾々二人は必ず君を択ぶ。人の子
として両親にこう言わせるより以上の孝行はない。
君はなお父母に孝養を尽くしたいと思っているかも
知れないが、吾々夫婦は、今日までの二十四年の間
に、凡そ人の親として享け得る限りの幸福は既に享

けた。親に対し、妹に対し、なお仕残したことがあ
ると思ってはならぬ。今日特にこのことを君に言っ
て置く。（後略）」全ての家庭の範となる素晴らしい
家族愛だと思います。
　こういう事例を思い出すにつけ、我が身を振り返
ると情けなくなる私ですが、一つだけ言える事は、
ロータリークラブも私にとって「一生もの」のクラ
ブである、という事であります。９年前に現役を引
退した私は、ロータリーも後任に交代しようと考え
ていました。そうしましたら有難い事に、何人かの
方々から「後任に入会して貰うのは良いけど、お前
は個人の資格でも良いから残れ」と言われ、その結
果お言葉に甘えて残る事にした訳ですが、今残って
本当に良かったと思っております。これ迄も色んな
機会に話したり書いたりしてきましたが、５年前に
クラブ幹事を拝命して以来、私のロータリーライフ
更には人生までもが大きく変わりました。ロータ
リーの素晴らしさを知り、多くの事を学び、素晴ら
しい出会いや発見や感動が有りました。前述した故
小泉信三氏は「人生において、万巻の書を読むより、
優れた人物に一人でも多く会うほうが、どれだけ勉
強になるか」という言葉を残しておられますが、
ロータリーでの出会いはその言葉を実感させるもの
でしたし、「一生ものの友人や仲間」を得る事も出
来ました。そして今では「昨年よりも今年を、今年
よりも来年を、より充実した輝かしい年にしよう」
と考えるようになりました。人生９０年の現在です。

「自分のベストイヤーは常に最後の年だ」と言える
よういつ迄も前向きな人生を送りたいものです。そ
してロータリークラブは、それを手助けする「一生
もの」のクラブです。多くの皆さんにとって、ロー
タリークラブが是非「一生もの」の存在となります
よう願い、レギュラー号としては最後となるガバ
ナー月信の巻頭言を閉じます。１年間ご精読頂き、
有難うございました。
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各種セミナー・委員会報告

阿部 祐一朗（酒田）
地区ローターアクト代表

第29回全国ローターアクト研修会　
報告

　去る４月１５日（土）・１６日（日）、初の海外開催と
なった第２９回全国ローターアクト研修会に参加させ
て頂きました。当地区からは地区ＲＡ代表阿部祐一
朗（酒田ＲＡＣ）、代表エレクト三浦友介（鶴岡Ｒ
ＡＣ）、直前代表竹田貴大（南陽東ＲＡＣ）の３名
が参加致しました。今回のホストとなった２７５０地区
は日本で唯一海外にパシフィックベイスン（以下Ｐ
Ｂ）という支部を持つ地区であり、その繋がりを活
かして海外だからこそできる研修会を開くというの
が、今回のグアム開催の目的です。
　１５日は、７：３０から代表者会議が行われました。
会議では前年度全国ＲＡ研修会の決算報告、次年度
第３０回全国ＲＡ研修会（第２８２０地区 茨城）の概要、
２０１８－１９年度の第３１回全国ＲＡ研修会（第２７００地区 
福岡）の開催、熊本大分地震や常総市水害被害の義
援金についての報告や発表が行われました。また、
日本国内のＲＡＣが行っている「アクトの日」につ
いて、アクトのＰＲのために日付を９／１０に統一し
て全国的に盛り上げようという議論が行われまし
た。これについては各地区の日程の事情もあり、統
一については保留となりました。
　１０：００からは、メインの全国ＲＡ研修会が開催さ
れました。ＰＢの活動についての講演があり、グア
ムやサイパン、マニラの子供たちをサポートするた
めの文具の寄付や支援活動・交流が多いというのが
印象的でした。
　１１：３０からはランチを含めてグループでのオリエ
ンテーリング研修が行われました。参加者が１７組の
グループにランダムに分けられ、街の各地に置かれ
たポイントを回り、クイズを解いていくウォークラ
リー形式の研修でした。各ポイントにはそれぞれ点
数があり、時間内になるべく多くの点数を集める競
争です。クイズの内容は「アクト」「英語の歌」「言
語」など、海外研修らしい問題が多くありました。
作戦を立てたり、問題に取り組む中で交流を深める
ことができ、グアムの日差しと闘いながら、自然や

文化を感じることもできました。
　１８：３０からはビーチで懇親会が開かれました。開
放感のある環境の中で、全国各地のアクターとコ
ミュニケーションをとることができ、今後のアクト
活動に活用できる貴重な機会となりました。
　翌日１６日は、最後の行事として太平洋戦争学習
コースとチャモロ文化学習コースの二つから選択で
きる歴史学習ツアーがありました。当地区は３名と
も太平洋戦争学習コースを選びました。太平洋戦争
記念館の施設見学では、アメリカ目線での太平洋戦
争の映像や資料などを拝見しました。ラッテストー
ン公園では旧日本軍防空壕跡を見学し、戦争の歴史
や生々しさを感じられる貴重な体験となりました。
　日本からの移動を含めたこの４日間、アクターと
の繋がりはもちろんのこと、世界との繋がりを感じ
ることができました。グアム開催だからこそ経験で
きたことがあり、「国際ロータリー」の名の通り、
世界を感じられました。それと同時に日本のサービ
スの良さや国民性も度々感じることができ、社会人
としての視野が広がる有意義な研修会となりました。
　最後に、この度のグアムでの全国研修会は、ロー
タリークラブの皆様より多大なるご支援とご理解を
頂き、参加させて頂くことができました。この場を
お借りしまして、改めて深く感謝申し上げます。こ
の経験を今後のアクト活動に活かしていきます。誠
にありがとうございました。
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各種セミナー・委員会報告

伊藤 吉明（山形）
地区幹事

第４回諮問委員会報告

　５月１３日午前１０時００分より山形グランドホテルにおい
て今年度第４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、大久保ガバ
ナーノミニー・デジグネート、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．ガバナーノミニー・デジグネート紹介
長谷川ガバナーより大久保章宏ガバナーノミニー・

デジグネートの紹介があり、大久保ガバナーノミ
ニー・デジグネートよりご挨拶をいただきました。

２．２０１６－２０１７年度地区資金中間報告・
　　地区大会中間決算報告

佐藤地区資金委員長より、第三四半期までの地区
資金と地区大会の収支報告が行われました。

３．２０１７－２０１８年度地区大会について
鈴木ガバナーエレクトより２０１７－２０１８年度地区大

会につき説明がなされました。
・日程　　　１１月１１日（土）～１２日（日）
・開催地　　寒河江市
・特別講演　講師は高田都那子氏を予定

４．その他
①次年度ロータリー研究会につき石黒ＲＩ理事エレ

クト及び池田実行委員長より当地区への協力要請
がありました。

②上林ガバナーノミニーより上林年度のスケジュー
ルの説明がありました。

③「日本のロータリー１００周年記念委員会協力金」
の徴収につき鈴木ガバナーエレクトより提案がな
されました。

　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。

奥山 吉一（寒河江）
次期地区幹事

クラブ事務局
担当者研修会報告

　５月１４日、国際ロータリー第２８００地区２０１６－１７年
度、「クラブ事務局担当者研修会」が、新緑が美し
い寒河江市「慈恩寺陣屋」で開催されました。県内
各クラブより２３名の事務局員と地区役員１４名の参加
がありました。
　鈴木一作ガバナーエレクトの開会点鐘、挨拶があ
り、２０１７－１８年、鈴木年度に向けたＲＩテーマ

「ロータリー：変化をもたらす」、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～」の説明と決議事項、申し合わせ事項
などの説明がありました。
　また、地区役員より地区事務所・ガバナー事務所
の役割分担について、ガバナー月信、公式訪問、
ロータリーの友、地区資金予算・送金カレンダーに
ついての説明があり、国際ロータリーに関する手続
きについて、地区事務所菅野さんの説明がありまし
た。
　最後に、榎森啓地区事務局長より、１年間の御礼
の挨拶があり昼食後閉会となりました。
　御参加いただいたクラブ事務局担当者ならびに地
区役員の皆様、ありがとうございました。７月から
の１年間よろしくお願い致します。
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各種セミナー・委員会報告

遠藤 伸一（寒河江）
青少年交換小委員長

第22回�日本青少年交換
研究会ＩＮ米子

　５月１３～１４日、鳥取県米子市に於いて、全国青少
年交換研究会米子会議が開催されました。当地区か
らは、小松ＲＩＪＹＥＣ委員、大滝青少年交換小委員、
ＩＮＢＯＵＮＤ（パウロ、シュンイー）２名、ＲＯＴＥＸ（酒
井隆次、菅江果子）２名と私の７名で参加してきま
した。初日は、セレモニーの後、基調講演から始ま
りました。
　ポリオ撲滅コーディネーター２６９０地区ＰＤＧ松本
祐二氏より「ポリオのこれまでとこれから」と題し
て、内科医ならではの視点からわかり易く丁寧に説
明がありました。その後、ロータリアンとＲＯＴＥＸ
に分かれ、それぞれ分科会がありました。「３４地区
青少年交換の失敗例及び３４地区での問題点につい
て」という題でのパネルディスカッションがありま
した。その後も、青少年奉仕についてのお話などが
ありました。
　今回、私自身４度目の全国大会参加でしたが、
ずっと違和感があったのですが、今回の米子大会で
はっきりしたような気がしました。
○大会の開催意義が不明確
○全国大会と言いながらテーマがない。解らない。
○主役が誰なのか不明
　次年度２３回大会は千葉県。２４回石川県、そして、
２５回大会が山形大会と内定しております。
　山形大会では、青少年交換という冠をつけた大会
にふさわしい、留学生やＲＯＴＥＸを主役にし、地域
の高校生や教員も含めた人達も参加出来るような、
意義ある大会にしていく事が大前提です。米子大会
を決して否定する訳ではありませんが、失敗や問題
点を話し合うのではなく、もっとワクワクするよう
な、青少年交換を良く知らない人でも興味がわく、
達成感、感動のある大会にしていかなければと、大
変勉強になりました。
　また、当地区もですが、多くの日本に来たＩＮＢＯ
ＵＮＤは同じ想いだと思います。
　それは、地区内に留学生が少なく、交流の機会が
ない。という事。

　ブラジル、台湾、アメリカなど多くの国は、１地
区に留学生が様々な国から５０～１００名程度いて毎月
のように交流会があるようですが、日本では中々そ
れが出来ないのが現状です。それだけにこの全国大
会のもつ意味も大きいのではないでしょうか。３４地
区から多くの留学生が一同に集まる大会です。留学
生も楽しみにしておりますし、何より楽しそうでし
た。
　是非、そこのところをご理解頂き、今後開催され
るであろう、山形大会を素晴らしい大会にしていき
ましょう。
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大江ロータリークラブ創立５0周年記念式典 報告

伊藤 篤市（大江）

大江ロータリークラブ
５０周年記念事業実行委員長　

　５月２０日の土曜日、大江ロータリークラブの創立
５０周年の記念式典が行われました。式典に先立ち、
４月までＮＨＫの解説委員をされていた、経済
ジャーナリストで大江町出身の板垣信幸氏による記
念講演会が行われました。演題は『どうなるアベノ
ミクスと日本』～激動する世界情勢の中で～です。
約１時間にわたり熱く語っていただきました。公開
講演会ということで、ロータリー関係者約１００名に一
般聴講者約３０名、多くの人にお聴きいただきました。
　その後『記念式典』が盛大に行われました。小國
会長が、「過去ではなく、未来に目を向けてロータ
リーの精神。そして活動をつなげていきたい。」と
あいさつ。記念事業として日本一公園に「幸せの鐘」
の設置、昨年開館した中央公民館への備品の贈呈を

報告しました。長谷川憲治ガバナー、渡邉兵吾大江
町長、創立スポンサークラブの奥山吉一寒河江ＲＣ
会長にご祝辞をいただきました。長谷川ガバナーの
ご祝辞の中で、「会員数の少ないロータリークラブ
ながら、しっかりしたロータリーの活動をしてい
る。」とのお褒めの言葉をいただきました。会員一
同身の引き締まる思いです。
　会場を例会場の割烹きくやに移しての祝賀会では、
大江町発祥の「正調　最上川舟唄」をお聞きいただ
き、地区内各地からお集まりいただいたロータリアン
の皆様と和やかに懇親を深めさせていただきました。
　ご参加いただきました皆様、大変ありがとうござ
いました。

各種セミナー・委員会報告

伊藤 吉明（山形）
地区幹事

第２回歴代地区幹事・
資金委員長会議報告

　
　５月１３日午後１時より山形グランドホテルにおい
て今年度第２回歴代地区幹事・資金委員長会議が開
催されました。
　「歴代地区幹事・資金委員長会議」は地区の申し
合わせ事項により設置されており、ガバナー年度を
中心にその前後それぞれ２年間の計５年間の地区幹
事・地区資金委員長から構成され、地区規定など地
区の運営に係る事項について検討し、諮問委員会へ
提案することを目的としています。
　今回の参加者は以下の１０名です。

年度 地区幹事 地区資金委員長 所属ＲＣ
１ 池田（２０１４ -１５）年度 今間 勝見 本間 光廣 鶴岡西
２ 酒井（２０１５ -１６）年度 内藤 文博 欠席 米沢上杉
３ 長谷川（２０１６ -１７）年度 伊藤 吉明 佐藤 松兵衛 山形
４ 鈴木（２０１７ -１８）年度 奥山 吉一 小野 承信 寒河江
５ 上林（２０１８ -１９）年度 本間 正博（代理） 高橋 竹夫 酒田中央

事務局 佐藤 なみ

　会議は前回に引続き、酒井年度の内藤地区幹事が
作成されました「ガバナー事務所運営引継書」及び

「地区内諸規定」についてご討議いただきました。
　エレクト年度の出席者はＰＥＴＳ、地区研修・協
議会を経験し、いよいよガバナー年度が近づいてい
る時期ですし、ノミニー年度の出席は事務局開設の
準備に忙しい時期での開催となり、先輩地区幹事・
資金委員長の皆さんの経験を踏まえたアドバイスが
大変参考になったと思います。
　最後に、これからも地区の運営が継続性を保ち、
スムースに引き継がれていきますように歴代地区幹
事・資金委員長会議の充実に力を合わせていくこと
を確認し会議を終了いたしました。
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酒田中央ロータリークラブ創立３0周年記念式典 報告

斉藤 　淳（酒田中央）
創立３０周年記念事業実行委員会 委員長

　桜満開の頃、４月２２日（土）ホテルリッチ＆ガー
デン酒田において、酒田中央ロータリークラブ創立
３０周年記念式典を開催致しました。
　当日は国際ロータリー第２８００地区長谷川憲治ガバ
ナー、友好クラブの会員でもある第２５８０地区上山昭
治ガバナー、丸山至酒田市長をはじめとする来賓の
皆様、藤川享胤パストガバナー他第２８００地区の会員
の皆様、そして友好クラブ、東京武蔵野中央ロータ
リークラブの会員並びに令夫人の皆様、多くの関係
各位の皆様のご出席を頂き盛大に挙行する事が出来
ました。
　式典では西村修会長の式辞に始まり、記念事業の
発表、目録の贈呈が行われ、続いて長谷川、上山両
ガバナー、丸山市長より丁重なご祝辞を賜りました。
　３０周年を記念して加茂水族館前館長村上龍男氏を
講師にお招きして開催した講演会は、村上氏の悪戦
苦闘の館長人生についてユーモア溢れるお話を頂戴
し、会場は終始笑いに包まれ和やかな中で有意義な
時間を過ごすことが出来ました。
　引き続き行われました祝賀会は東京武蔵野中央
ロータリークラブ榎本勝治会長から心温まる祝辞を
頂戴し、赤谷典夫第１ブロックガバナー補佐の乾杯
のご発声で祝宴が始まり、フルートアンサンブルの
柔らかな音色が流れる中、こちらも終始和やかな雰
囲気の中、時が流れ「手に手つないで」の大合唱に

てお開きとなりました。
　当クラブでは上林ノミニーを輩出しております。
この度の３０周年記念式典を通して会員の結束を更に
強固のものとして、来るべきガバナー年度に向け会
員一同が精進する所存であります。第２８００地区会員
の皆様におかれましては今後共変わらぬご指導、ご
鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

記　念　事　業
１．デフリンピックの周知と酒田特別支援学校を通
　　して日本ろう者水泳協会への特別寄付
２．スーパー台風による被災地支援としてフィリピ
　　ン、レイテ島に「水牛」１頭の贈呈
３．（公財）ロータリー日本財団へクラブ会員全員の
　　個人寄付
４．（公財）ロータリー米山記念奨学会へクラブ会員
　　全員の個人寄付

　最後にご多用中にも関わらずご参列頂きました皆
様には心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。
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クラブ事業 報告

酒田ロータリークラブ

　台風のような強い風が吹き荒れ、暴風警報が出さ
れている４月１９日の当クラブ例会に、酒田市との姉
妹都市交流協定を結ぶ使節団として訪れている６名
の中の、米国オハイオ州デラウエア市のデラウエ
ア・ロータリークラブに所属しているトーマス・
ホーマン氏がメークに訪れました。酒田市のロータ
リークラブ数を事前に調べてのメークで、記念品を
クラブ数分揃えてお見えになった事に感服させられ
ました。
　近隣クラブの会長達が出席し、バナー＆記念品贈
呈のセレモニーを賑々しく執り行いました。デラウ
エア市は４万未満の風光明媚な都市のようです。
　最後に覚えたての庄内弁の“もっけだの（ありが
とうの意）”でひょうきんに場を盛りたててお帰り
になりました。
　　　　　　　　（文責：会報委員会　茂木 英一）

南陽東ロータリークラブ
「フラワー長井線家族観桜会」

　当クラブでは、観桜会、納涼ビアパーティ、忘年
会の年に３回家族同伴の例会を行っています。先日
４月１８日、山形鉄道フラワー長井線のイベント車両
を貸切、「家族同伴移動観桜会」を楽しみました。
フラワー長井線は、南陽市、長井市、川西町、白鷹
町を縦断、沿線の有名な「置賜さくら回廊」を車窓
から楽しめます。
　この日は夜の出発で、残念ながら銘木の古典桜を
見ることが出来ませんでしたが、終点までの往復の
約２時間、地酒や地元の食材の料理をいただき、Ｒ
ＡＣの参加もあり、ゲームなども楽しみ車内は大い
に盛り上がりました。地域活性化にどうぞフラワー
長井線を是非ご利用下さい。
　又、観桜会に先立つ、４月９日、全国桜１００選の
名園、南陽市赤湯の「烏帽子公園」の清掃に社会奉
仕委員会で参加、早朝より心地よい汗を流しまし

た。「きれいになって気持ちいいね。」皆んなの感想
でした。
　これからも、地域の社会奉仕活動に参加して参り
ます。

詳細は、毎週クラブのＢｌｏｇで発信していますの
で、チェックしてみて下さい。『ＲＩ２８００南陽東ロー
タリークラブ』を検索でご覧いただけます。

　　　　　　　　　　　　　　　  会長　本田 義則
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ガバナー公式訪問

　長谷川憲治ガバナーと中山眞一ガバナー補佐をお迎えしてのガバナー公式訪問例会は、午後５時から会
長・幹事会が行われ、長谷川ガバナー・中山ガバナー補佐からは今年度の２８００地区運営の基本的な考え方
の説明と当クラブに対するアドバイス等いただきました。リラックスした中で６時３０分から始まった公式
訪問例会では、伊藤吉明地区幹事・鈴木重幸地区副幹事、和田宏司地区大会副実行委員長にも加わってい
ただき、長谷川ガバナーの経験に基づいた熱のこもった迫力ある講話をいただき、若々しい熱気を出席会
員全員が感じることが出来、終了しました。ガバナーには全国でも珍しい夜の例会の雰囲気を感じていた
だいたと思います。例会後に集合写真を撮りました。皆和やかな表情です。

　１０月１４日長谷川憲治ガバナー、中山眞一ガバナー補佐をお迎えし、ガバナー公式訪問が行われた。まず
は例会前の会長幹事会、ガバナーの「上着を脱いで、肩の力を抜いてやりましょう！」のお言葉で緊張が
とれ笑顔のスタートとなった。
　小松会長からは、クラブの運営方針の説明のほか、会員数の減少、次年度に迫った創立３０周年など当ク
ラブが直面している現状について説明し、ガバナーから他クラブで実践している会員増強の具体的事例
や、せっかく加入した新会員の退会防止策などのアドバイスを受けた。さらに、当クラブが長年実践して
いる社会奉仕事業について最大級の賛辞を頂戴し、例会後のクラブ理事会で報告した。
　例会では、大成功のうちに終了した地区大会や米国研修のお話を交え、「人類に奉仕するロータリー」
についてテンポよく、非常に分かりやすい卓話をいただき感激の３０分となった。

　地区内にとどまらず、奥様とともに日本各地を
飛び回っておられるという長谷川ガバナーの気
力・体力・人間力に改めて感服したひとときで
あった。

会長：金子　 修　幹事：鈴木 淳悦
来訪日／２０１６.１０.１7㈪

会長：小松 好德　幹事：浦山 善太
来訪日／２０１６.１０.１４㈮

山形イブニングロータリークラブ

山形東ロータリークラブ
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ガバナー公式訪問

　当クラブでは会員同士を「さん」づけで呼ぶ習慣があるので、長谷川憲治ガバナーを「長谷川さん」と
呼ばせていただきます。
　長谷川さんのガバナーとしての公式訪問は、７月１２日の酒井直前ガバナー所属の米沢上杉ロータリーク
ラブを皮切りに４９クラブをお回りいただき、最後にホストクラブ訪問となりました。
　第５ブロック長沢一好ガバナー補佐にもご参加いただいての会長幹事会では、「山形クラブが歴史と伝
統にあぐらをかいていないか、今一度振り返ってみてはどうか」「出席率は１００％となっているが例会当日
の出席者が少ないのではないか」とのご指摘がありました。

　例会の最後に、サプライズとして、長谷川さん
ご本人には内緒で奥様からお預かりした「手紙」
を古川直子さんが代読しました。笑いを誘うくだ
りもありましたが、優しさと深い心くばりが感じ
られる内容で、奥様の支えがあってこそのガバ
ナー職であると感じました。
　長谷川さん、そして奥様、各種行事へのご出席
や公式訪問、たいへんお疲れ様でした。

　１０月１８日（火）長谷川ガバナー、中山ガバナー補佐をお迎えしガバナー公式訪問が開催されました。例会に先立ち１１
時より会長、幹事会ガバナー、ガバナー補佐、会長、幹事、会長エレクトの５名にて会長、幹事会が開催されました。
長谷川ガバナーの司会進行で、自己紹介からのスタートでした。
　今年度がはじまって３ヶ月経過した中での御報告をさせて頂いたのですが、ガバナーのご実家と私の実家が近所と言
う事もあり少し緊張感が和らいだ感じでありました。９月に行われた社会奉仕活動の『ふれあい芋煮会』、また同じ９
月に国際奉仕の友好クラブである鹿児島城西ロータリークラブ３０周年式典への我がクラブから２３名による参加などの報
告をさせて頂きました。また長谷川ガバナーより２８００地区内のクラブの現況、規定審議会の中で審議されている例会の
改革等の御説明を頂き、会員一同これからの活動にも励みになるとの思いを新たに致しました。
　例会では、山形ロータリークラブ様より同席頂いた地区大会副実行委員長３名の方々との記念撮影ではじまり、顔見
知りの方々も多く和やかな雰囲気での開会点鐘でスタートし、ガバナー公式訪問ということで１００％例会が実現し心に

残る例会となりました。
　また長谷川ガバナー、中山ガバナー補佐より当クラ
ブに対しての印象や、今年度の地区方針、目標である

「ロータリーの意義・魅力の再発見と奉仕・友情・自己
研鑽の実践」についての大切さを熱くお話頂きました。
　次年度は山形中央ロータリークラブも２５周年を迎え
ますが当クラブと致しましても奉仕の心を忘れずに、
長谷川ガバナーの御指導の下、有意義で魅力溢れる活
動に日々邁進してまいりたいと思います。
　お忙しい中御講話頂き心より感謝申し上げます。

会長：矢野 秀弥　幹事：田中 達彦
来訪日／２０１６.１０.１9㈬

会長：小泉 俊哉　幹事：金子 将人
来訪日／２０１６.１０.１8㈫

山形ロータリークラブ

山形中央ロータリークラブ
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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。
　ブラジルでの生活が９ヵ月となりました。あっと
いう間に時が過ぎ、気がついたらもう９ヵ月という
感じです。帰国日が６月２０日と決まり留学生活も
１ヵ月と少しになってだんだん悲しくなってきまし
た。もっとブラジルに居たい、日本に帰りたくない、
そんなことを毎日思いながら日々を過ごしていま
す。残りの留学生活、しっかり充実できるようベス
トを尽くしたいと思います。４月の報告をさせてい
ただきます。
　今月は、ロータリーの活動でＲｏｔｅｘ、 Ｒｏｔａｒａｃｔ
と一緒に小学校に行き子供達との交流を楽しみまし
た。ちなみにＲｏｔａｒａｃｔというのは、１８歳から３０歳
までの人で構成されるＲｏｔａｒｙに属する組織で基本
的な活動は社会貢献などＲｏｔａｒｙ ｃｌｕｂと似たような
ものです。
　この活動は、子供達と一緒に裁縫で物を作る、ダ
ンスやかけっこで遊ぶ事を通して交流を楽しむもの
でしたが、僕にとっては日々話してきた、勉強して
きたポルトガル語の成果を試す場でもありました。
子供達は積極的に僕に質問します。僕も全身全霊で
対応しました。答えられる時もあれば、そうでない
時もあり成果は半々でした。日本が大好きで日本語
を学びたい子もいたので、１から１０の数え方や、名
前の言い方など基礎表現をポルトガル語で説明して
教えました。その子が、留学や旅行で日本を訪れ、
再会できることを心から願っています。また、２０２０
年には東京オリンピックがあるのでその事を利用し

『是非、日本に来てね！』とみんなにメッセージを
伝えました。
　日本の文化はブラジルにかなり普及しています。
ですが、実際に日本に来てみるともっとその素晴ら
しさを知ることが出来ると確信しています。ブラジ
ルで知り合ったみんなが日本を訪れる日が来ること
を祈っています。

　

　最初にも言った通り、私の留学生活はもう長くは
ありません。時が過ぎるのは本当に早いと感じま
す。最後の最後まで気を抜かず、Ｒｏｔａｒｙ留学生日
本代表として日本を伝えながら、同時に他国を吸収
しながら日々新たな発見をすることに精を尽くした
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！
　今月はホストファミリーが変わりました。いま日
本に留学している呂俊毅君の家に変わりました。Ｆｉ
ｓｈさんの家では、ほとんど外食なので、今月から
少しずつ太り始めています。Ｆｉｓｈさんのところで
は、魚の養殖をしているのですが、私のホームス
ティが始まってからＦａｃｅｂｏｏｋのライブ映像を使っ
ての魚のオークションが配信されるようになり、毎
回手伝っています。一番最初のオークションの時に
は、タイ、メキシコ、日本のそれぞれの留学生もラ
イブ映像に出してもらい、それぞれの国の言葉で自
己紹介を行いました。ちょっぴり恥ずかしかったで
す。
　今月の２２日２３日には、台湾全体の年会があり、そ
の発表に向けて４月は、ほとんど毎日のようにダン
スの練習を午後２時から４時までやっていました。
雲林で有名なダンスを雲林にいるすべての留学生で
踊りました。３週間ほどしか習っていませんでした
が良い出来になったと思います。今までは、同じ地
区の留学生としか遊んでいませんでしたが、今月
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青少年交換学生 月次報告

は、台中の留学生と海に行ったりしました。さらに、
いろんな国にたくさん友達ができてうれしいです。
　そして今年の年会は、雲林で行われました。ＲＹ
ＥＭＴに参加している、３４７０地区・３４６０地区・３４９０
地区・３５１０地区の留学生が集まりました。ＲＹＥＭ
Ｔの留学生が全部集まるのは今回が初めてで、その
日初めて台湾に留学してきている栃木県の女の子と
新潟県の男の子と会いました。みんな久しぶりの日
本人との会話で、台湾であったこと、日本と違うと
ころ、苦労したことなどみんなで話をしました。み
んな大体同じことで苦労したことがわかりました。
　そして今月の２８日２９日には、スピーチ大会で１５位
までになった人たちがいける旅行に行ってきます。
その旅行には、斗南ロータリーの留学生全員と日本
からの留学生３人全員行くことが決まり、とても楽
しみです。
　来月からは、次に日本に留学する子に日本語を教
えることになりました。私にできることならば、少
しでもお役に立ちたいと思うので、一生懸命やって
あげたいと思います。

　そしてカレンダーを見ると、あと２か月と少しし
かありません。この短い期間にやりたいこと、そし
てまだ決まっていない自分の夢を見つけて、悔いの
残らないようにしていきたいと思います。まだまだ
中国語も分からない単語が多いので、この２か月で
少しでも多くの単語を覚え、日本に帰ってからも中
国語を忘れないように中国語を使う機会を作り、そ
してこの経験を今後の生活に生かしていきたいです。
あと２か月、ラストス
パートです。頑張りま
す！
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2017年6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年国際ロータリー理事会で新ゾーン編成発表

日本のロータリークラブ会員は、ここ数年下げ止まりで微増と

いうところです。世界では、インド、台湾、韓国などが大きく会

員数が伸びました。それを受けて、８年ごとに見直しされる世

界３４ゾーンの編成が国際ロータリー理事会で見直されました。

それによると日本は、第3ゾーンは今までの１１地区に第２ゾー

ンから２６３０地区(岐阜県・三重県)が加わり約３５，３００名とな

ります。第２ゾーンは第１ゾーンから２５７０地区(埼玉西北)と２７

７０地区(埼玉東南)と２７９０地区(千葉)２８２０地区(茨城)と２８４

０地区(群馬)が加わり約３５，４００名となります。第１ゾーンは日

本の９地区にバングラデシュとインドネシアとパキスタンが加わ

り約３１，２００名と編成されました。第１ゾーンに外国が加わっ

ても、ロータリー研究会や他のセミナーはいままで通り日本の

全地区合同で開催されます。この編成は、今年６月の国際

ロータリー理事会で微調整があり、２０２０年までに移行が完了

する予定です。

■ ゾーンとは

国際ロータリー会長指名委員と国際ロータリー理事を選出す

るために、国際ロータリー理事会が決めたものです。３４ゾーン

あり、目安の会員数は１ゾーン３５，０００名です。理事は１７名

で任期が２年、３４ゾーンの奇数ゾーンからのと偶数ゾーンから

交互に選出されます。現在の日本の理事は、第２ゾーンの斎

藤直美理事(豊田RC)です。また、各ゾーンには国際ロータ

リー会長の指名により、国際ロータリー研修リーダー、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ィネー

ター、ロータリー財団地域コーディネーターなどの委員が置か

れています。

Zones 1 & 2 & 3

今年度６月で日本のゾーンの３人のコーディネーターが任期満了となります。第１ゾーンの渡辺敏

彦公共イメージコーディネーター、第２ゾーンの高野孫左ヱ門公共イメージコーディネーター、第３

ゾーン安満良明ロータリーコーディネーターです。２０１４年３月ご一緒にシカゴで５日間の研修を受

けたことが始まりでした。コーディネーターはそれぞれの部門で地区とクラブの支援が目的です。

様々な地区と分区、グループでお招きいただき、ありがとうございました。皆様のお役に立てたかどう

か心配です。また、次年度からは新しいコーディネーターと継続のコーディネーターがおられますの

で、素晴らしい方々ですので、ぜひ声をかけてください。

第3ゾーン ロータリーコーディネーター 安満 良明

世界同期のコーディネーター
シカゴでコーディネーターセミナー

２０１４年３月

■ クラブ 会員数

Zone １ 829     28,740

Zone 2 652     28,202

Zone 3 791     32,846

合 計 2,272      89,788

2017年4月30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,NORTHERN 
MARIANAS, PALAUが含まれます。

■ BOX登録件数 196件

2017年5月14日現在
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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) 81.25 2 (0) 2 (0) 82.98

2 酒田東 34 (5) 35 (5) 96.40 1 (0) 0 (0) 82.47

3 酒田中央 35 (0) 38 (0) 89.80 4 (0) 1 (0) 86.27

4 酒田スワン 15 (5) 16 (6) 90.63 1 (1) 0 (0) 87.79

5 酒田湊 16 (3) 15 (3) 89.06 0 (0) 1 (0) 90.04

6 鶴岡 33 (4) 33 (5) 89.29 2 (1) 2 (0) 82.99

7 鶴岡西 33 (4) 33 (4) 66.11 1 (0) 1 (0) 80.87

8 余目 27 (0) 29 (1) 83.04 3 (1) 1 (0) 81.80

9 立川 14 (0) 14 (0) 85.42 0 (0) 0 (0) 82.88

10 鶴岡東 29 (1) 27 (1) 85.71 0 (0) 2 (0) 81.52

11 鶴岡南 20 (4) 20 (2) 80.70 3 (0) 3 (2) 83.36

12 天童 43 (3) 43 (3) 97.30 1 (0) 1 (0) 97.28

13 東根 33 (0) 34 (1) 81.62 2 (1) 1 (0) 73.76

14 天童東 51 (0) 51 (0) 87.23 3 (0) 3 (0) 75.57

15 天童西 19 (2) 19 (2) 80.26 1 (0) 1 (0) 85.49

16 東根中央 49 (3) 46 (3) 63.83 1 (0) 4 (0) 74.68

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

18 新庄 17 (2) 16 (2) 87.50 0 (0) 1 (0) 87.37

19 尾花沢 20 (0) 19 (0) 82.89 0 (0) 1 (0) 82.26

20 最上 23 (1) 23 (1) 54.02 0 (0) 0 (0) 50.59

21 尾花沢中央 16 (1) 16 (1) 92.19 1 (0) 1 (0) 87.41

22 村山ローズ 18 (5) 18 (5) 77.77 1 (0) 1 (0) 70.34

23 新庄あじさい 16 (0) 15 (0) 90.00 0 (0) 1 (0) 90.36

24 寒河江 52 (1) 54 (2) 92.34 4 (1) 2 (0) 89.62

25 大江 18 (2) 18 (2) 91.32 0 (0) 0 (0) 92.05

26 河北 29 (0) 31 (0) 86.66 2 (0) 0 (0) 86.04

27 寒河江さくらんぼ 39 (3) 39 (3) 94.07 0 (0) 0 (0) 89.45

28 西川月山 13 (0) 13 (0) 60.00 0 (0) 0 (0) 69.34
29 山形 91 (2) 91 (2) 100.00 5 (0) 5 (0) 99.80
30 山形北 60 (0) 61 (0) 91.15 3 (0) 2 (0) 91.45

31 山辺 26 (0) 25 (0) 97.83 1 (0) 2 (0) 97.53

32 山形南 50 (2) 53 (2) 100.00 5 (0) 2 (0) 99.85

33 中山 12 (0) 12 (0) 79.17 0 (0) 0 (0) 77.09

34 山形西 99 (0) 104 (0) 94.83 9 (0) 4 (0) 95.05

35 上山 15 (2) 16 (2) 79.17 1 (0) 0 (0) 75.11

36 山形東 35 (1) 35 (1) 78.77 0 (0) 0 (0) 79.94

37 山形中央 41 (3) 40 (3) 96.83 0 (0) 1 (0) 94.88

38 山形イブニング 31 (2) 32 (2) 71.11 3 (0) 2 (0) 69.23

39 米沢 58 (6) 62 (8) 81.85 6 (2) 2 (0) 82.44

40 米沢上杉 64 (3) 66 (3) 100.00 2 (0) 0 (0) 98.91

41 高畠 52 (3) 51 (3) 70.10 0 (0) 1 (0) 72.72

42 米沢中央 41 (5) 42 (5) 99.40 1 (0) 0 (0) 98.41

43 米沢おしょうしな 28 (2) 29 (3) 73.56 1 (1) 0 (0) 77.41

44 長井 30 (1) 30 (1) 81.20 0 (0) 0 (0) 76.25

45 南陽 13 (1) 13 (1) 92.30 1 (0) 1 (0) 91.47

46 白鷹 19 (0) 20 (0) 95.83 1 (0) 0 (0) 94.17

47 小国 18 (0) 18 (0) 100.00 0 (0) 0 (0) 90.89

48 南陽東 35 (2) 34 (2) 80.05 1 (0) 2 (0) 74.46

49 長井中央 20 (1) 20 (1) 85.00 0 (0) 0 (0) 85.59

50 南陽臨雲 28 (1) 31 (3) 78.70 3 (2) 0 (0) 76.92

1617 (89) 1639 (97) 85.67 76 (10) 54 (2) 84.48

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

合　計

第
５
ブ
ロ
ッ
ク

ブロック No クラブ名
2016.7.1 　2017.4.30

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）

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

ALBUM

鴨
かも

田
だ

 紀
のり

昭
あき

所属クラブ／寒河江さくらんぼ
職 業 分 類／酒類販売
入 会 日／2017.５.９

第２２回 日本青少年交換研究会ＩＮ米子

357号

文庫
通信

　「ロータリー文庫」は日本ロータリー５０周年記念事業の一つとして197０年に創立された皆様の資料室です。 
ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約２万４千点を収集・整備し皆様のご利用に備えております。閲覧
は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承ります。
また、一部資料はホームページでPDFもご利用いただけます。
　クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。

〒105-0011　東京都港区芝公園2-6-15黒龍芝公園ビル3階
TEL.03-3433-6456　　FAX.03-3459-7506　http://www.rotary-bunko.gr.jp
開館:午前10時～午後5時 休館:土・日・祝祭日

◎「もっと世界を見つめ直ほそう」千　玄室　2016　6ｐ（D.2640地区大会記録誌）

◎「まとめと提言」黒田正宏　2017　3ｐ（ロータリーの職業奉仕の歩みと今後への提案）　

◎「私の信奉するロータリー」松宮　剛　2017　10ｐ

◎「ロータリーはどこに行く？～日本のロータリー100周年に向けて」

　　本田博己　2017　10ｐ（D.2760地区大会記録誌）

◎「ロータリーを解り難くしているもの」大重勝弘　2017　1ｐ（D.2730月信）

◎「職業奉仕・Ｖoｃatｉonaｌ　 Ｓｅrｖｉｃｅ」2017　2ｐ（D.2730月信）　

◎「2016年規定審議会における職業奉仕の変更点」2017　2ｐ（D.2650月信）

◎「規定審議会決定に対する日本ロータリーの統一的見解について」

　　富田英壽　2017　4ｐ（D.2700月信）

◎「ロータリー考『例会の頻度』」岡部一輝　2017　2ｐ（D.2610月信）

◎「ロータリーの新しいゾーン構成が決まる」2017　2ｐ（D.2650月信）

 〔上記申込先:ロータリー文庫］

GOVERNOR S
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GOVERNOR S
MONTHLY LETTER
Rotary International District 2800
2016-2017 人類に奉仕する

ロータリー

国際ロータリー第2800地区
2016

▲

2017年度

〒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

：
：
：
：

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

６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 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（鶴岡）
米山学友会総会・温泉懇談会（東根）

18 日
19 月
20 火
21 水 　
22 木
23 金
24 土

6/

表紙・裏表紙写真

あじさい
《村木沢》

　山形市の村木沢地区にある、あじさい寺で有名な「出塩文殊
堂」に向かう５１５メートルのあじさい参道の両側には、４０種
類、２５００株のあじさいが栽培されており、これから色とりどり
のあじさいが見頃を迎えます。
　また７月２日からは、ライトアップも行っており日中のあじ
さいとは違った花々が楽しめそうです。

25 日 第４回ローターアクト会長幹事会（天童）
26 月
27 火
28 水 Ｒ財団地区補助金監査会（天童）
29 木
30 金
1 土 ガバナー会議

ガバナー・元・次期ガバナー懇談会
2 日
3 月
4 火
5 水
6 木
7 金
8 土 米山奨学・学友セミナー（寒河江）
9 日
10 月
11 火
12 水
13 木
14 金
15 土
16 日
17 月《海の日》
18 火
19 水

7/


