Rotary International District 2800 2017-2018

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER vol.1
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～

ガバナー月信
第１号
CONTENTS
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

国際ロータリー第2800地区
2017▶2018年度

ガバナーメッセージ
RI会長メッセージ
RI会長賞受賞資格・条件
ガバナー補佐の抱負
米山奨学生の紹介
青少年交換学生の紹介
地区補助金申請の
審査結果報告
東 日本 大 震災 避 難 者支 援
等 事 業 計画申請の審 査 結
果報告
地区クラブ一覧
地区組織図
地区資金予算
送金カレンダー
ガバナー公式訪問日程表
ガバナー公式訪問について
7月のスケジュール

7

◇ガバナー／鈴木一作
◇R.I.会長／イアン H.S. ライズリー
◇R.I.理事／斎藤直美、石黒慶一
GOVERNOR’S
MONTHLY LETTER 2017-2018

01

ガバナーメッセージ

親愛なる会長・幹事・ロータリアンの皆様へ
2017-18年度 国際ロータリー第2800地区

ガバナー

ＲＩテーマ
地区目標

鈴木 一作

ロータリー：変化をもたらす

（ROTARY：MAKING A DIFFERENCE）

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～

◆「ロータリー：変化をもたらす」とは？（発展）

 2017-18年度ＲＩ会長イアンＨＳライズリー氏（オーストラリア、公認会計士）は、2017年１月の国際協議会において、今年度のＲＩテーマ
を上記のように発表されました。その上で彼は、
「ロータリーの価値ある活動は、世界に、地域に、ロータリークラブに、そしてロータリアン
に大きな変化をもたらすでしょう。それは、
『変化』という『発展』です。そして、これこそが、私の年度のＲＩテーマです」と力強く謳い上げ
たのです。

◆全クラブがＲＩ会長賞をとって欲しい

 イアンライズリー氏は、その「変化（発展）をもたらすロータリー活動」の目標（ゴール）として、
「全クラブにＲＩ会長賞をとって欲しい」と
いう要請をされました。確かに今年度のＲＩ会長賞の取得条件は、
「世界の発展、地域社会の発展、そしてロータリーの発展」をもたらすよ
うな項目です。しかも、その達成すべきレベルは、例年よりも容易なものばかりです。

◆植林運動の提唱

 さらにイアンライズリー会長は、
「全会員が一人一本の木を植える運動」を提唱されました。これは、
「植林は地球環境の保全・蘇生その
ものであり、世界発展のために欠かせない意義ある活動である」という、彼の強い思いから出た言葉です。

◆2800地区からＲＩ理事を輩出するということ

17人がいます。
 さて、ＲＩの理事会には、全世界から選ばれた任期２年の理事34人
（毎年17人が交代）がいます。すなわち、ＲＩ理事は全世界ロータリア
ンのトップリーダー34人だということです。
そのＲＩ理事（2017～19年）に、2800地区から石黒慶一パストガバナーを輩出できたというこ
17
とは、我々山形県のロータリアンにとって大変名誉なことです。石黒ＲＩ理事には大いに活躍していただけるよう、我々も精一杯の応援をし
たいものです。そういう意味では、2800地区の全クラブがＲＩ会長賞をとり、かつ植林運動を実施することは、イアンライズリー会長の思
いに応えることであると同時に、何よりも石黒ＲＩ理事への最大の応援です。皆様のご協力を心からお願い申し上げます。

◆ＲＩ会長のロータリーに対する思いと情熱

 本年１月の国際協議会の最終日、イアンライズリー氏は感動的なスピーチをされました。すなわち、
「会場の皆さん、今こそロータリーを
学びましょう。親しみ睦み合いましょう。熱い情熱を胸に、皆で奉仕に取り組みましょう。そして、平和を目指しましょう。我々は、そこに大き
な感動を共有し合えるのです。なぜなら、私達はロータリアンです！」と、涙ぐみながら力強く語ったのです。イアンライズリー会長は、ロー
タリーを深く学び、十分に理解し、こよなく愛しています。なにより、ロータリーは人類の幸福と平和の礎となる活動であることを信じ、自ら
がロータリアンであることに誇りを持っているのです。私は彼のロータリーに対する純粋な思いと情熱に、妻と一緒に胸を熱くしながら、会
場のstanding ovation に参加しました。

◆地区目標にこめた意味

 その時、私は確信しました。
「ロータリーが世界に、地域に、ロータリークラブに、そしてロータリアンに『変化』という『発展』をもたらす
ような価値ある活動を行う」ためには、まさに上記の下線部、
「修養、友情、情熱、奉仕、平和、感動」に満ちた活動と、
「美しい心、ロータリ
アンの矜持」が大切だということをです。そして、それこそが今年度の地区目標です。

◆ガバナーの定義と任務

 国際ロータリー細則によれば、ガバナーは「その地区において、ＲＩ理事会の一般的な指揮、監督の下に職務を行うＲＩの役員」であり、
ガバナーの任務は「地区内のクラブに対する指導および支援を行うことで、
『ロータリーの目的』を推進すること」と明記されています。こ
れらの点を、皆様には十分に理解しておいて欲しいのです。

◆『ロータリーの目的』の重要性

 ロータリーで最も重要なことは、言うまでもなく『ロータリーの目的』の推進・達成です。なぜなら、ＲＩ、ＲＩ理事会、地区、クラブ、そして
全てのロータリアンに共通した目的だからです。それだけに、
『ロータリーの目的』の内容を正しく理解し、その推進・達成に励んでもらえる
よう、この1年間、何よりも心がけていきます。
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◆「戦略的優先項目」と「ＣＬＰ」は手法である

 ＲＩは、今後の戦略計画の一環として、次の「戦略的優先項目」と「ＣＬＰ（クラブ・リーダーシップ・プラン）」の達成を強く求めています。
最近のＲＩが目指している方向を知る上でも、大切な内容だと思います。
＜戦略的優先項目（2014 年10月：ＲＩ理事会決定38号＜一部改編＞）＞

①＜クラブのサポートと強化＞ 会員増強・拡大とリーダー育成
②＜人道的奉仕の重点化と増加＞ 持続可能な組織的奉仕活動の充実・活性化
③＜公共イメージと認知度の向上＞ 積極的広報
④＜財務的持続可能性および業務効率性の改善＞ 財源の確保・増進・効率的活用

＜ＣＬＰ（2015年1月：理事会決定118号＜一部改編＞）＞

①＜会員増強・拡大＞ 会員基盤を維持、拡大する。
②＜奉仕プロジェクト＞ 地元や外国の地域社会のニーズに沿ったプロジェクトを実施し、成功させる。
③＜ロータリー財団支援＞ Ｒ財団に対して、財政的貢献およびプログラム参加を通じて支援する。
④＜リーダー育成＞ クラブの枠を超えてロータリー全般にわたって奉仕できるリーダーを育成する。

 留意すべきは、
「戦略的優先項目」にしても「ＣＬＰ」にしても、あくまで『ロータリーの目的』を推進・達成するための手法であるというこ
とです。つまり、目的と手法を履き違えないようにして欲しいのです。

◆地区運営上の指針

 ガバナーは、ＲＩの役員として「戦略的優先項目」や「ＣＬＰ」を奨励しなくてはなりません。したがって、地区運営上の指針として、上記の
内容を踏まえながら、
「米山奨学会事業」、
「青少年交換事業」、
「親睦」も入れて、以下の８つを重点事業といたします。
＜８つの地区重点事業＞

①会員増強
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親睦（我々は、ロータリーの仲間である）

 実際には、上記①～⑧は、どれも地区として継続的に実施していくべき大切な事業ばかりです。2017-18年度は、その中でも「②奉仕プロ
ジェクトの充実・推進」、
「⑦リーダー育成」、
「⑧親睦（我々は、ロータリーの仲間である）」を重視したいと考えています。具体的には、以
下の５つを重点目標として掲げ、それらの達成に向けて精進する所存です。
＜５つの重点目標＞

①「今日は来て良かった」と、誰もが思う会合と事業を！
②ロータリーを学び、好きになり、活かし、広めるリーダーを！
③「ロータリー、ロータリーの奉仕哲学、ロータリーの目的」の理解を！
④自由討論で親睦と敬愛の念を深め合う「フォーラム例会」と「ＩＭ」を！
⑤（飲食を伴う）夜の例会で、ガバナーのクラブ公式訪問を！

◆ロータリーとは？

 ガバナーである以上、ガバナーとしての私の「ロータリー観」をお話しすることは、何よりも大切なことだと思います。先ずは、以下の３つを
読み比べてください。
①ロータリーは、人道的な奉仕を行い、あらゆる職業において高度の道徳的水準を守ることを奨励し、かつ世界における親善と平和の
確立に寄与することを目指した、事業および専門職務に携わる指導者が世界的に結び合った団体である。 （1976年：ＲＩ理事会決定）
②ロータリーの根本は、利己と利他の心を上手く調和させる
「超我の奉仕」
という名の人生哲学である。
それは、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・原則とした人生哲学である。 （ 1923年：決議23-34の１）＜一部改編／要約＞）
③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、会員間の親睦と敬愛と寛容の醸成、個人の修養と資質向上、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
ロータリアンを育てる世界的な団体である。 （Guy Gundaker の「ロータリークラブの定義」と最近の「ＲＩの方針」を参考にして、私が作成した文書）

◆友情と自己研鑚と職業奉仕

 ①と②は、ロータリーの公式文書であり、重要な内容です。しかし、皆様は何か物足りないように感じませんでしょうか？それは、友情（親
睦と敬愛と寛容の醸成）、自己研鑚（個人の修養と資質向上）、そして職業奉仕の基本的な考え方（事業の維持・発展を通して奉仕する）
の３つです。実は、その３つを加味したものが③なのです。
 日本のロータリーは、この３つが大きな特徴だと思います。これは、日本のロータリーの礎を築いた米山梅吉氏が、『A Talking
Knowledge of Rotary』(1916年)の著者Guy Gundakerの信奉者だったことが影響しているのでしょう。この本は、当時のロータリー
の奉仕概念とクラブ運営の在り方を体系化したもので、史上初めてのロータリーの解説書です。2800地区のホームページ『ロータリーを学
ぶ』のコーナーに、本書の解説もあります。ぜひ御高覧ください。

◆Guy Gundakerのロータリー観
①ロータリアンの「人間性の向上」と「事業の発展向上」
→ ロータリーが説く高い倫理基準と様々な奉仕を、自己の事業や専門職務において実践する。
②ロータリアンの職種・業界全体の向上
→ 同業者の団体において、ロータリーからの大使として高い職業倫理基準と奉仕理念を
業界に広め、その業界をより良くしていく。
③ロータリアンの家庭、町、州、国、ならびに社会全体の向上
→ あらゆる生活の場面で、積極的に価値ある行動（奉仕）を実践し、世の中を良くしていく。
④ロータリークラブは、上記①～③のための「訓練、学びの場」である。
→ 例会は、会員同士が様々な討論、意見交換、情報交換などを行う場である。
⑤ロータリーの究極の目的は、
「素晴らしい真のロータリアン」になることである。
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 前記のＧｕｙ Gundakerのロータリー観は、私の「ロータリー観」の基盤でもあります。留意して欲しいのは、④と⑤は「ロータリーの教
育的性格（ロータリーは、立派なロータリアンを育てる）」に繋がる内容だということです。すなわち、我々がよく耳にする「入りて学び、出で
て奉仕」や「自己研鑚の奉仕」の原型が、既に記されているのです。

◆フォ－ラム形式の例会やＩＭを

 残念なことに、最近は、前記④の「例会は、会員同士が様々な討論、意見交換、情報交換などを行う場」が疎かになってきたような気が
します。我々ロータリアンは、誰もが見識の高い職業人であり、地域の代表でもあるのです。有名な講師を例会に招くよりも、会員によるス
ピーチ、会員同士の語り合いこそがロータリーの真髄だと思います。だからこそ私は、友情（親睦と敬愛と寛容の醸成）と自己研鑚（個人の
修養と資質向上）の観点からも、フォ－ラム形式の例会やＩＭを提唱します。

◆ＲＩテーマと地区目標は車の両輪

 「ロータリーは、時代の変化に応じて変わらなくてはならない」という考えに異論はありません。実際、ＲＩ会長イアンライズリー氏に
よるＲＩテーマ「ロータリー：変化をもたらす」も、価値ある変化（発展）を目指すものです。しかし、変えてはいけないものの多くがGuy
Gundakerのロータリー観にあることも、我々ロータリアンは銘記するべきではないでしょうか？
 私は、
「Guy Gundakerのロータリー観」を大切にしながら、今後の2800地区が目指すべきロータリーの道筋（変化、発展）を皆で考え
ていければと思います。そして、その道筋を探っていくために、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～」を掲げました。ＲＩテーマと地区目標を車の両輪としながら、この1年間、ガバナーとして修養と精進に努めたく存じます。

鈴木 一作
所属クラブ
生 年月日
入会年月日
職業分類
【学

歴】

【職

歴】

1974
1978
1984
1988

／
／
／
／

ガバナープロフィール

寒河江ロータリークラブ
1955 年 10 月 16 日
1994 年 2 月 10 日
眼科医

千葉県立千葉高等学校 卒業
早稲田大学第一文学部 中退
山形大学医学部 卒業
山形大学医学部大学院 修了（医学博士）

1988〜1990
1990〜1993
1993〜
2005〜

山形大学医学部眼科 助手
山形大学医学部眼科 講師
鈴木眼科 院長
山形大学医学部 非常勤講師

【 ロータリー歴 】
1994
2009〜2010
2012〜2015
2015〜2016

寒河江ロータリークラブ入会
寒河江ロータリークラブ 会長
地区職業奉仕委員長
地区ロータリー情報委員長

ＭＰＨＦ（＋８）、メジャードナー（レベル１）、
米山功労者（メジャードナー 22）

Governor profile

住 所 ／ 寒河江市丸内 3-3-2
電 話 ／ 0237-84-2980
F A X ／ 0237-86-6901
【 その他 】

1998〜
2000〜2010
2004〜
2005〜
2006〜2016
2008〜
2009
2009
2010〜
2010〜
2011〜
2011〜
2013
2014〜
2014
2014
2016

寒河江絵本読み語りの会 会長
山形県眼科医会 理事
山形県生涯学習指導者
読売新聞「インク壺」執筆連載
東北眼科医連合会 学校保健委員長
寒河江ボーイスカウト育成会 会長
紺綬褒章
寒河江市感謝状
山形県眼科医会 副会長
映画「先生、ありがとう」
制作上映委員会 代表
㈶山形県アイバンク 評議員
日本眼科医会 学校保健委員長
第2800地区ガバナー賞 個人表彰
寒河江市民劇団 櫻桃座(演出)監事
さがえ元気づくりＡＷＡＲＤ
芸術振興部門 表彰
寒河江市制施行60周年 篤行表彰
山形県 学校保健功労者 表彰

ガバナーの想い
長谷川憲治（直前）ガバナー、お疲れ様でした！
長谷川憲治（直前）ガバナーは、この1年、まさに気力充実、素
晴らしいスタッフとともに心地光々明々の毎日だったものと思い
ます。ガバナーとして、そして大実業家として2800地区の価値あ
る変化と発展に貢献され、心に残る素晴らしい年度でした。
ロータリーの創始者 Paul Percy Harris の生涯を描いた
「THE FIRST ROTARIAN」を読むと、主人公のポ－ルはま
さに“温厚にして心熱いジェントルマン”―、すなわち、長谷川憲
治（直前）ガバナーのような人物です。私に対しても、常に笑顔
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で優しく、丁寧かつ真摯に導いてくださいました。私にとっては
心の支え、仰ぎ見る富士山のような存在です。もちろん、私に限
らず誰もが心から敬愛の念を抱いていることでしょう。
長谷川（直前）ガバナーのお人柄と活躍を大いに参考に
し、頼もしい寒河江クラブのスタッフに支えられながら、我
が身の省察と涵養、自彊不息に努め、ガバナー年度を実のあ
るものにしてまいります。本当にお疲れさまでした。そして、
ありがとうございました。

ＲＩ会長メッセージ

い、そして、ロータリーを通じてそれを実現できるように
なった人が集まった組織だということです。

2017-18年度
国際ロータリー会長

イアン H.S.ライズリー

「ロータリーとは何ですか」という問いに、私たちは行
動をもって答えます。 奉仕を通じて変化をもたらすことに
よって。
組織として、私たちは、ロータリーとは何か、何をする
のかを世界に理解してもらうことが、いかに重要であるか

ロータリー：変化をもたらす

（ROTARY：MAKING A DIFFERENCE）

を認識しています。同時に、各クラブがロータリー奉仕を
独自に定義することが、かつてないほど重要であると自覚
しています。ロータリアンである私たちは、これまでより
も柔軟に、クラブの例会、活動、発展の方法を決定でき、
また、もっと多くの女性や多様な会員を迎え入れて、地域
社会の特色をクラブに映し出すことに力を注いでいます。

数年前、知り合った人からある質問をされました：
「ロータリーとは何ですか？」

長期の計画、持続可能な奉仕、全レベルでのリーダーシッ
プの継続性を重視することで、ロータリーが世界有数のボ
ランティア組織であり続けるよう努力しています。

シンプルであるはずのこの質問に答えようと口を開きか
けたところで、思わず止まってしまいました。どこから説

2017-18年度、「ロータリーとは何ですか？」という

明してよいか分からなかったのです。ロータリーとは何か

問いに、私たちは「ロータリー：変化をもたらす」という

を、私が知らなかったわけではありません。問題は、ロー

テーマで答えます。それぞれどのような方法で奉仕する

タリーがあまりに大きく、複雑すぎて、簡単に説明できな

ことを選んだとしても、その理由は、奉仕を通じて人びと

いことでした。

の人生に変化をもたらせると信じているからです。新しい
遊び場や学校をつくる、医療や衛生設備を改善する、紛争

ロータリーとは、会員制の団体、クラブを基盤とした団

仲裁者や助産師を研修するなど、私たちはその活動が、人

体、奉仕を行う団体であり、町ごと、地域ごと、そして全

数が多かろうが少なかろうが、誰かの人生をより良くして

世界で活動する団体です。その会員は、地域社会のメン

いるのだと知っています。ロータリー入会のきっかけが何

バー、事業人、職業人であり、現役で仕事をする人もいれ

であれ、私たちがロータリーにとどまり続けるのは、ロー

ば、定年退職した人もいます。そして、世界のほぼすべて

タリーで充実感を得ることができるからです。この充実感

の国で活動しています。120万人の会員一人ひとりが、独

は、毎週、毎年、「変化をもたらす」ロータリーの一員で

自の目標と優先を掲げ、一味違った経験をしています。一

あることから湧き出てくるものなのです。

人ひとりが、ロータリーを独自の解釈で理解しているので
す。
私にとってロータリーとは、「どのような団体か」では
なく、「何をしているか」で定義されます。すなわち、
ロータリーが私たちに与えてくれる可能性、そして、その
可能性を有意義かつ持続可能な奉仕によって実現する方法
によって、定義されるのです。
ロータリーには、112年の豊かな歴史があります。この
間にロータリーは、徐々に成長し、成熟し、会員と地域社
会の変わりゆくニーズに対応しながら、ある意味で大きく
変わりました。しかし、その根底にあるものは同じです。
それは、地域社会と世界に変化を生みだしたいという願
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ＲＩ会長賞 受賞資格・条件
＝今年度、2800地区は全クラブがＲＩ会長賞をとることが目標です。＝
③会 員数の純増：ロータリーの記録上、2017年7月1日と比

今年度の会長賞は、ロータリー戦略計画の3つ
の優先項目「①クラブのサポートと強化、②人道
的奉仕の重点化と増加、③ロータリーの公共イ
メージと認知度の向上」を支える活動をしたクラ
ブを表彰するものです。これら3つの優先項目とか
かわる目標を達成するクラブは、発展し、地域社
会に変化をもたらします。
受賞基準となっている項目は、2017年7月1日
～2018年6月30日の間に達成する必要がありま
す。多くの項目の達成状況は、RIデータベースを
用いて国際ロータリーが自動的に確認できるもの
です。ただし、一部の項目については、国際ロータ
リーで達成状況を確認するために、クラブがロー
タリークラブ・セントラル、ロータリーショーケー
ス、ロータリーアイデア応援サイトを通じて情報を
入力する必要があります。

べ、2018年7月1日時点で、会員数50名以下のクラブは少な
くとも1名、会員数51名以上のクラブは少なくとも2名の会員
純増を達成する。
④女 性会員の純増：会員数50名以下のクラブは少なくとも1
名、会員数51名以上のクラブは少なくとも2名の純増を達成
する。
⑤4 0歳未満の会員の純増：（1977年7月1日よりも後に生まれ
2017年7月1日～2018年7月1日に入会した会員が対象）会
員数50名以下のクラブは少なくとも1名、会員数51名以上の
クラブは少なくとも2名の純増を達成する。
⑥例会以外の活動に会員が参加する。ロータリークラブ・セン
トラルに、クラブの親睦活動を少なくとも１つ入力するか、
50％を超える会員がクラブの奉仕活動に参加したことを記
録する。
⑦地 域社会におけるロータリーの影響を広げるために、新し

必須活動
2017年7月と2018年1月のクラブ請求書の支払いを遅延な
く行う。
ボランティアに費やした時間と奉仕プロジェクトへの支援
を、ロータリークラブ・セントラルで報告する。これにより、世界
中でロータリーが与えた影響を測り、広報に活用できる。

いロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊（ＲＣ
Ｃ）を提唱（または共同提唱）する。ＲＣＣを提唱するには、
ロータリー地域社会共同体結成書式に記入し、ＲＩに提出
する必要がある。新しいロータリークラブを提唱する場合、
新クラブが設立申請書を提出する際に提唱ロータリークラ
ブ名がＲＩに報告される。
⑧若い人のロータリーへの参加を促すため、インターアクトク

1．クラブのサポートと強化
さまざまな考え方や経験をもつ会員がいれば、クラブに新鮮
なアイデアがもたらされ、地域のニーズを幅広い角度から理解
できます。クラブが地元や世界に変化をもたらすには、会員の
積極的参加を促し、そのスキルと関心を生かし、会員の声をク
ラブの未来に反映させていくことが大切です。
クラブの会員基盤を広げ、多様な会員を増やし、積極的な参
加を促しましょう。

以下のうち少なくとも4項目を達成：
①ロータリークラブ・セントラルで少なくとも10の目標を設定す
る。

る。報告方法：インターアクト／ローターアクト提唱（共同提
唱）書式をinteract@rotary.orgまたはrotaract@rotary.
orgに提出する。

2．人道的奉仕の重点化と増加
地元や海外での奉仕プロジェクトを通じて、クラブは世界的
な人道的問題に取り組みます。これには、平和の推進・疾病と
の闘い、水と衛生、母子の健康、教育の支援、地元経済の発
展、環境保護、ポリオ撲滅などが含まれます。
ロータリアン、若い世代、ロータリー学友、一般の人びとに、
ロータリープログラムや重点分野の活動への参加、およびロー
タリー財団への寄付を呼びかけ、地元や世界に変化をもたらし

②クラブの戦略計画を更新または立案する。達成をロータリー
クラブ・セントラルで報告する。
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ラブまたはローターアクトクラブを提唱（または共同提唱）す
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ましょう。

以下のうち少なくとも4項目を達成：
①ポリオ関連の募金活動またはアドボカシー（支援呼びか
け）イベントを開催する。または、そのようなイベント

あるストーリーを伝えることで、地域社会でクラブの公共イ
メージを良くし、ロータリーへの認知度を高めましょう。

に会員が参加する（リソースはendpolio.org/jaから入手

以下のうち少なくとも4項目を達成：

可能）。報告方法：ロータリーショーケースにイベント

①ロ ータリーのイメージを強化するために、クラブのあ

を掲載する（カテゴリーで「ポリオ撲滅」を選択）。

らゆるコミュニケーションに、ブランドのガイドライ
ン、テンプレート、そのほかのリソースを使う（www.

②グローバル補助金または地区補助金を利用したプロジェ
クトを少なくとも1件提唱する。補助金に関する詳細は

rotary.org/ja/brandcenterから入手可）。ロータリーク
ラブ・セントラルで報告する。

www.rotary.org/ja/grantsを参照のこと。
②クラブのウェブサイトとソーシャルメディアアカウント
③環境に焦点を当てたプロジェクトを少なくとも1件実施す

を定期的に更新して、クラブの活動を紹介し、地元や世

る。報告方法：実施したプロジェクトをロータリーショー

界でのロータリーの活動成果を伝える。ロータリークラ

ケースに掲載する（「カテゴリーで「環境」を選択）。

ブ・セントラルで報告する。

④より大きな成果をもたらし、プロジェクトの幅を広げ、可

③世界ポリオデーを支援するために、地元イベントを開催

視性を高めるために、地域内のほかのロータリークラブ

し、その周知を図る。イベントをendpolio.org/jaから登

と協力する。ロータリークラブ・セントラルまたはロータ

録する。

リーショーケースで、このプロジェクトを報告する。
④地 元 の 職 業 人 、 市 民 団 体 、 ロ ー タ リ ー 学 友 の た め の
⑤持続可能なプロジェクトへ、ロータリーファミリーに参

（ネットワーク作りのための）交流会を少なくとも1回開

加してもらう。ローターアクター、インターアクター、

くことで、地域社会の人びとの参加を促す。ロータリー

ロータリー地域社会共同隊、ロータリー学友に、クラブ

クラブ・セントラルで報告する。

のプロジェクトや行事に参加してもらう。ロータリーク
ラブ・セントラルで報告する。

⑤１つまたは複数の企業、政府機関、あるいは非政府団体と
提携し（または提携を継続し）、１つのプロジェクトで協

⑥ロ ータリーがさらに多くの奉仕を行っていけるよう、

力する。ロータリークラブ・セントラルで報告する。

2016-17年度よりもロータリー財団へのクラブからの寄
付を少なくとも10％増やす（日本円で計算）。 ロータ
リークラブ・セントラルで報告する。

⑥地元地域で重要な問題を扱った地域フォーラムまたはセ
ミナーを開催する。このフォーラム／セミナーでは、問
題の解決策を見つけるために地元の人たちを集め、クラ

⑦ロータリー財団のいずれかの基金に25ドル以上を寄付す
る会員の数を増やす。
⑧年次基金への会員一人あたりの平均寄付額が少なくとも
100米ドルとなる。

ブの活動を紹介する。ロータリークラブ・セントラルで
報告する。
⑦クラブのプロジェクトやイベント、または募金活動を地
元メディアに報道してもらう。ロータリーショーケース
またはロータリークラブ・セントラルで報告する。

⑨ロータリーのクラウドソーシングサイトである「アイデア
応援サイト」を利用して、プロジェクトを支援するか、ク

⑧少なくとも１名のロータリー青少年交換学生を派遣また

ラブの地元または海外でのプロジェクトへの支援を募る。

は受け入れるか、少なくとも１名のＲＹＬＡ参加者を支
援することによって、平和を推進し、未来のリーダーを

3．ロータリー公共イメージと認知度の向上

育成する。ロータリークラブ・セントラルで報告する。

公共イメージが良くなれば、クラブと地域社会との関係
も良くなり、入会への関心も高まります。
地元や世界に変化をもたらすクラブの活動について魅力
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ガバナー補佐の抱負
第１ブロック・ガバナー補佐

庄司

豊（酒田湊ＲＣ）

この度、鈴木一作ガバナーより拝命を受け、第1ブロッ
クのガバナー補佐をお引き受けすることとなりました。
2017-18年度ＲＩ会長イアン・ライズリー氏は「ロータ
リー：変化をもたらす」をテーマとし、
それを受けて鈴木ガ
バナーは「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～」を地区目標とされました。
私は鈴木ガバナーと各クラブのパイプ役に徹し、ガバ
ナーの熱い思いを伝え届けていくことが責務と考え、ブ

第２ブロック・ガバナー補佐

大滝

孝 一（立川ＲＣ）

この度、第2ブロックのガバナー補佐という大役を、
浅学非才の身をも顧みず、お引き受けすることになりま
した。ロータリー在籍は28年ですが、地区役員の経験
は全くありません。大袈裟かも知れませんが、正直なと
ころ、井の中の蛙が大海に放り出されたような感じがし
ております。
第2ブロックは6つのＲＣで構成されていますが、ガバ
ナー補佐の輪番制が定着しており、6年毎に順番が回って
きます。我がクラブのように、会員10数名のクラブからガ

第３ブロック・ガバナー補佐

大山

奥山
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バナー補佐を出すというのは、なかなか大変なことです。
しかし、経緯はどうであれ、私はこの度のガバナー補
佐就任を、
「ロータリーをもう一度学び直し、また我が
クラブを違う角度から見る良い機会としたい」と思って
おります。
幸い、我がクラブは小規模ながらも結束が強く、全力
でバックアップしてくれますので、立川RCの名を汚さぬ
よう、重責を果たして参りたいと思います。1年間、よろ
しくお願い申し上げます。

職業分類：建設業

事情や対人関係を考え、引き受けさせていただくことにしました。
今では、鈴木一作ガバナーのロータリーへの熱い思いや多く
の奉仕活動などを知るにつけ、これから大変になるなと思う反
面、
「ロータリーを一から学び直す最高の機会を与えられた、
これ
も自分にとって良い経験になるのではないか」と思っています。
ロータリーとは何か、ロータリーの矜持とは何か、ロータリーの
奉仕とは何かを求めて、新たな気持ちで皆様とともに自己研鑽に
努めていきたいと思います。微力な私ですが、1年間よろしくお願
いいたします。

職業分類：衣料品販売

想が感じられ、より大変だと思った方も多いでしょう。
しかしながら、眼科医として患者さんの診察をするために夜間例会をと
いうのは理解できます。また、ＲＩ会長賞をというのも、各クラブの活性化を
図るための方策の一つと考えれば、無理難題を突きつけているのではない
ことも理解できます。とにもかくにも、各クラブ・会員の発展と活性化を図
るために言われていることであって、鈴木一作ガバナーの熱い思いがそこに
あります。
1年という短い期間でどれだけのことが出来るか分かりませんが、地区と
の橋渡し役として務めさせて頂きます。皆様のご支援とご協力をよろしくお
願い申し上げます。

治 朗（寒河江さくらんぼＲＣ）

今年度、第４ブロックのガバナー補佐を拝命いたしまし
た。私は寒河江さくらんぼロータリークラブのキーメンバー
ですが、
「出席なくして親睦なし、親睦なくして奉仕なし」
を心がけ、今年６月でロータリー歴29年間を皆出席であり
ます。キャリアはそれなりに積んでおりますが、馬齢を重ね
ただけでありまして、まだまだ修行の身でございます。
今年度のイアン・ライズリーＲＩ会長は、ＲＩテーマを
「ロータリー：変化をもたらす」と提唱されました。そして、
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職業分類：建築設計

二 郎（尾花沢中央ＲＣ）

今年度、鈴木一作ガバナーの委嘱を受け、第3ブロックのガバナー補佐
を務めさせて頂くことになりました。イアン・ライズリーＲＩ会長のＲＩテー
マと鈴木一作ガバナーの地区目標に従い、ロータリークラブの存在意義、
ロータリアンとしての行動など、皆様方のクラブとの連携を深め、共に学び
ながら活動していければと思っております。
昨年12月からの地区チーム研修セミナー、ＰＥＴＳ、地区協議会と鈴木
ガバナーからご教授頂き、ロータリーの歴史から存在意義、ロータリアンと
して何を成すべきかなどを勉強いたしました。おそらくガバナー補佐の誰も
が、
「勉強しているな、
でも細かい、
やることが多くなる、大変だ」などの感想
を持たれたことと思います。
しかも、
「公式訪問は夜間例会、ＲＩ会長賞の全
クラブ獲得を目指して欲しい」など、これまでのガバナーにはない発想と理

第４ブロック・ガバナー補佐

ロック目標を「ロータリーが変化をもたらす時、情熱をもっ
て活動しよう」というスローガンにさせて頂きました。
「第
1ブロックのロータリアンが変化をもたらすという意味を
認識し、情熱をもって奉仕を実践することにより、ロータ
リーの公共イメージが向上することは間違いない」と確信
しています。
ロータリー入会13年目にしてこの大役、微力ながら精
一杯頑張ります。1年間よろしくお願い申し上げます。

東 海 林 松 男（天童西ＲＣ）

天童西ロータリークラブは、創立26年です。チャーターメン
バーとして、設立に向けて事務的なことを担当させていただきま
したので、
それなりにロータリーの勉強もいたしました。当時は会
員40名前後でしたが、
その後少しずつ減少してきたため、会長職
を2回も経験しております。これから先は、気楽に例会へ出席する
ことだけを楽しみにしていたところです。
自分は論理的思考が不得意で、感覚的な性格です。ガバナー
補佐として、ガバナーの思いを各クラブに伝える仕事など、務まる
人間ではないと思い悩みました。
しかしながら、最終的にクラブの

第３ブロック・ガバナー補佐

職業分類：機械設計

職業分類：整骨院

鈴木一作ガバナーは、地区目標を「美しい心、ロータリー
の矜持 ～修養．友情．情熱．奉仕．平和．感動～」と掲げら
れました。
今年度のRIテーマと地区目標に沿って、鈴木ガバナー
の熱き思いとその心が会員の方々に伝わるように、地区と
クラブとの橋渡し役として微力ながら頑張る所存でござい
ますので、皆様方のご支援とご協力を賜りますよう、１年間
よろしくお願い申し上げます。

第５ブロック・ガバナー補佐

鈴木

正 康（山形南ＲＣ）

今年度のガバナー補佐を拝命いたしましたが、まだ
まだ若輩なため大役が務まるかどうか、大変緊張して
おります。また、ロータリーの知識も未熟で、ガバナー
補佐としてはお役に立てないことも多々あると思いま
す。しかし、ガバナー補佐を何回も経験することは稀
であり、初めての経験なのは当たり前です。私はこの
機会を前向きに捉えて、鈴木一作ガバナーを始めとす
る地区役職者の方々や担当する各クラブの皆様からた

第５ブロック・ガバナー補佐

須藤

山村

小林

職業分類：織物買継

平和、感動～」です。
日本ではロータリアンの年代に団塊の世代が含まれており、
今後の急速な高齢化対策と共に、会員間のジェネレーション
ギャップ（世代間格差）による意識や考え方のずれが生じない
よう、上手な運営が求められる時代になってくると思います。
私も鈴木一作ガバナーをしっかりサポートし、第6ブロック
の円滑な運営と発展のために微力ながら尽力したいと思いま
す。皆様のご指導とご協力をお願い申し上げ、ご挨拶とさせて
いただきます。

正 芳（長井中央ＲＣ）

今年度で２回目のガバナー補佐を拝命いたしました。早い
ものでロータリー歴は２７年になり、最近、身体と気力の衰え
を感じます。
ロータリーの歴史は100年を越えましたが、ロータリーは時
代に即した組織として変化し、常に成長を続けること、そして
世界に良い影響をもたらし続けることが求められています。  
昨今のロータリーは変化が激しように感じますが、良いこと
は継承し、時代に合わないことは自然に改善されていく時期
なのかもしれません。だからこそ、ＲＩテーマは「ロータリー：

職業分類：総合建設

奉仕、平和、感動～」についても、大いに実行していきたいと思
います。
皆さん、今年度は各クラブでＲＩ会長賞の受賞を達成しませ
んか。今年度の会長賞は、3つの優先項目を支える活動をした
クラブを表彰するものです。優先項目とは、
「①クラブのサポー
トと強化、②人道的奉仕の重点化と増加、③ロータリーの公共
イメージと認知度の向上」です。
ガバナー補佐として、担当クラブの上記の活動を一生懸命
バックアップしていきたいと思います。

明（米沢おしょうしなＲＣ）

この度、第6ブロックのガバナー補佐をさせていただくこ
とになりました。このお役目は、代々優秀なロータリアンのお
歴々が務めてこられた役職です。最初にお話があった時、私の
ような浅学菲才な者に務まるお役目ではないし、平成29年度
は私にとりましても多忙な年で固辞したのですが、当クラブの
伊東会長に寄り切られてしまいました。
新年度、イアン・ライズリー会長のＲＩテーマは「ロータ
リー：変化をもたらす」で、鈴木一作ガバナーの地区目標は
「美しい心、ロータリアンの矜持 ～修養、友情、情熱、奉仕、

第６ブロック・ガバナー補佐

くさんのことを学ばせて頂き、自分自身の自己研鑽の
場ともなるように頑張っていきたいと思います。
皆様にはご迷惑をおかけするかもしれませんが、ガ
バナー補佐の役割をできる限り果たすべく努力してま
いりますので、よろしくお願い申し上げます。

吉実（山形イブニングＲＣ）

この度、第5ブロックのガバナー補佐としてお手伝いすること
になりました須藤です。１年間、どうぞよろしくお願いします。
今年度のＲＩ会長イアン・ライズリー氏は、
「一人一本の植樹
をするよう、すべてのロータリークラブにお願いしたい。この取
り組みで、120万本の新しい樹木が植えられ、環境への良い影
響があることでしょう」と言っています。私も、ロータリー会員が
積極的に植樹出来るような環境を作っていきたいと思います。
また、今年度の第2800地区ガバナー鈴木一作氏の地区目
標である「美しい心、ロータリアンの矜持 ～修養、友情、情熱、

第６ブロック・ガバナー補佐

職業分類：自動車販売

職業分類：不動産斡旋業

変化をもたらす」なのでしょう。
それを受けての地区目標「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～」は、まさに2800地
区に相応しい、鈴木一作ガバナー熟慮の賜物であり、その深
い意味をこれまでの研修で熱くお聞きしたところです。
「ロータリーの目的」の推進と達成のために、ガバナー補
佐の職責を認識し、担当クラブの会員皆様にとって、少しでも
価値あるロータリーライフとなりますよう努めてまいりますの
で、１年間、よろしくお願いいたします。

ガバナーの想い

ガバナー月信の第1号の特集記事として、ガバナー補佐の皆様
の「抱負」をお届けいたしました。ご一読してお分かりのように、
真摯で謙虚、誠実で真面目、信頼と責任感に満ちた方々ばかり
です。その誰もが、私が地区チーム研修セミナーやＰＥＴＳ等で
語り尽した「ロータリーの思い」に半ばあきれながらも、最後は
「よし、君の志は分かった。大変だけど、意気に感じて協力しよ
う」と言ってくださったのです。
おそらく、ガバナー補佐だけではないでしょう。地区の委員会

の面々も、多くは同じ気持ちだと思います。それは、「厄介な奴
がガバナーになったもんだという気持ち」と、
「無骨で不器用な
がらも、純で真っすぐな懸命さにほだされた気持ち」とが入り混
じったものに近いかも知れません。
１年後、ガバナー補佐をはじめ2800地区の皆様から「良い年
度だったよ」と言ってもらえるよう、精一杯頑張ることが私の抱
負であり、私の責任だということを、今まさに心に強く銘記して
いるところです。
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2017-2018年度 国際ロータリー第2800地区 米山奨学生の紹介
アナル ガリド〔モンゴル〕
（男）
大学名 ／ 山形大学 学部課程（２年）
専 攻 ／ 法経政策

【世話クラブ】山形北
コ

【サブ世話クラブ】河北
コウ

胡

紅〔中国〕
（女）

大学名 ／ 山形大学 学部課程（３年）
専 攻 ／ 生活環境コース・建築
研究テーマ ／ 建築
【世話クラブ】山形
ソン

宋

【サブ世話クラブ】寒河江
リュヤン

侶洋〔中国〕
（女）

大学名 ／ 山形大学 博士課程（３年）
専 攻 ／ 有機材料工学
研究テーマ ／ セルロースナノファイバーを用いた
複合材料の開発
【世話クラブ】米沢
イ

李

【サブ世話クラブ】米沢おしょうしな
ジェムン

哉炆〔韓国〕
（男）

大学名 ／ 東北芸術工科大学 学部課程（３年）
専 攻 ／ 文化財保存修復
研究テーマ ／ 東洋絵画修復について
【世話クラブ】山形南

【サブ世話クラブ】天童東

ブッタボン , ヌッタマート〔ラオス〕
（女）
大学名 ／ 東北公益文科大学 修士課程（１年）
専 攻 ／ 公益学
研究テーマ ／ The classic Aaya B. leather bag
handmade Business plan
【世話クラブ】酒田スワン

i

【サブ世話クラブ】酒田湊

ロータリー情報のコーナー〈 1 〉

皆様はロータリーのウェブサイト「My ROTARY」へのア
カウント登録はお済みでしょうか？クラブ運営の報告やロー
タリー情報の取得に不可欠なものですから、できるだけクラ
ブ全員の登録をお願いします。特にクラブリーダーは、ＲＩ
会長賞を取得するためにもアカウント登録が不可欠で、ロー
タリークラブセントラル等への記載も必要になってきます。
オンラインマニュアルもあり、登録や記載は難しくありませ
ん。疑問点は、各クラブの情報委員や事務局の方に教わってく
ださい。
既にご承知のように、2016年の規定審議会の決定により、
標準クラブ定款と推奨クラブ細則が変更になりました。これら
は、「2016手続き要覧」や「My ROTARY」、地区内クラブ事
務局に配布済みの冊子資料とＣＤファイルでも確認できますの
で、参考にしてください。特に、標準クラブ定款で「理事会メ
ンバーに会計が追加されたこと」と「書面による理事会議事録
を、例会後60日以内に全ての会員に提供する」が新たに規定さ
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イ

李

ゼ ヨ ン

在勇〔韓国〕
（男）

大学名 ／ 山形大学 博士課程（３年）
専 攻 ／ 生命環境医科学専攻
研究テーマ ／ SOD1 欠損マウスの絶食による
腎障害機構
【世話クラブ】大江

【サブ世話クラブ】東根

ゴンルドブ,マリエッタ ニョンブアンラ〔ベナン〕
（女）
大学名 ／ 山形大学 修士課程（１年）
専 攻 ／ 生物生産学
研究テーマ ／ preservation of fruits by need oil
【世話クラブ】鶴岡

【サブ世話クラブ】鶴岡西

リ

ソウ

李

聡〔中国〕
（女）

大学名 ／ 山形大学 修士課程（２年）
専 攻 ／ ものづくり技術経営学
研究テーマ ／ 山形県における車部品を供給する
中小企業の技術経営戦略
【世話クラブ】米沢中央
オウ

王

【サブ世話クラブ】米沢上杉

ブンブン

文文〔中国〕
（女）

大学名 ／ 東北公益文科大学 修士課程（２年）
専 攻 ／ 公益学
研究テーマ ／「和漢服」のビジネスプラン
【世話クラブ】鶴岡南

【サブ世話クラブ】鶴岡東

アリウンボロド スガルマー〔モンゴル〕
（女）
大学名 ／ 山形大学 学部課程（１年）
専 攻 ／ 法経政策

【世話クラブ】天童

【サブ世話クラブ】山形南

ロータリー情報小委員長

野川 勝弘

れたことにご留意ください。
ところで、皆様のクラブでは、クラブ細
則の変更手続きはお済みでしょうか？クラ
ブでは、標準クラブ定款は変更できません
が、推奨クラブ細則については変更できる
柔軟性が広がりました。このクラブ細則の
変更や手続きに関しては、ロータリー歴の短い会員にとって
は、恐らく3年に1度の「ロータリーを学び直すきっかけ」と
もなるでしょう。丁寧な議論により、新たな会員も理解しや
すいプロセスを経ての変更手続きをお願い致します。特に、
クラブ細則の変更で留意すべき点は、①理事会規定（特に、
会計の取扱い）、②入会金、③例会規定（頻度、形式、出
席）、④会員種類などでしょう。
次回からは、ロータリー史における日本人ロータリアンの業績
を紹介させて頂きます。また、ぜひ2800地区のホームページも
ご覧ください。役立つ情報が、たくさん掲載されています。

2017-18年度 青少年交換学生の紹介

派遣学生

小林 由佳

山辺高等学校（２年）
派遣国：ブラジル
スポンサー RC：山形西

小林 ましろ

羽黒高等学校（２年）
派遣国：アメリカ
スポンサー RC：鶴岡

佐藤 ひかり

羽黒高等学校（２年）
派遣国：ハンガリー
スポンサー RC：酒田中央

菊地 真穂

山形西高等学校（１年）
派遣国：台湾
スポンサー RC：寒河江

来日学生

Nelson Jesus
CARDERO
HERNANDEZ

出身国：ブラジル
ホスト RC：山形西
受入れ高校：山形城北高等学校

Justin James
CANNIZZARO

出身国：アメリカ
ホスト RC：鶴岡
受入れ高校：羽黒高等学校

NYÁRÁDI Natália

出身国：ハンガリー
ホスト RC：酒田中央
受入れ高校：羽黒高等学校

Yu Yuan SHEN

出身国：台湾
ホスト RC：寒河江
受入れ高校：山形城北高等学校

ガバナーの想い
学校での絵本読み語りや職業講話、インターンシップをはじ
め、地元のボーイスカウトの支援・協力、自社の若い職員が地
域で活躍できるような体制づくりなどに励んでいるロータリア
ンを、私は数多く知っています。そういう個人としての青少年
奉仕活動とは別に、ロータリーが組織的な奉仕プログラムとし
てクラブに提供しているのが、インターアクト、ローターアクト、
ＲＹＬＡ、青少年交換、そして米山奨学生です。
今年度は2800地区としても、インターアクトやローターアク
トの活動のさらなる充実に力を入れます。また、米山奨学生は
10名、青少年交換学生は派遣が4名、受け入れが4名で、例年
以上に多い数です。それだけに、彼ら若者に対する各委員会の
真摯で誠実な指導や配慮、そして担当クラブの並々ならぬ努力

と愛情には本当に頭が下がる思いです。
功成り名を遂げた（或いは、
その途上の）
ロータリアンが果たす
べき大きな役割の１つは、次代を担う青少年の育成ではないでしょ
うか？そして、
自分たちの子や孫の世代が地域の主役となって活躍
する未来を、少しでも良いものにしながら手渡していくことではな
いでしょうか？そのために私たちロータリアンは、知恵と時間と汗、
時には多少のお金を出すことに勇気を持ちたいと思うのです。
ＲＹＬＡについては、来年5月に予定しています。さらにパ
ワーアップした充実した内容を目指しますので、ぜひ全クラブ
から１人以上の参加をお願いします。もちろん、参加した若者
を例会に招き、報告を聞き、その成長を皆で称えることも忘れ
ないでください。

GOVERNOR’S

MONTHLY LETTER 2017-2018

11

2017-18年度 地区補助金申請の審査結果報告
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2017-18年度 東日本大震災避難者支援等事業計画申請の審査結果報告

ガバナーの想い
2017-18年度イアンライズリーＲＩ会長は、ＲＩテーマ

かわりましたが、本来の審査基準に合わないものは却下ま

「ロータリー：変化をもたらす」を掲げ、奉仕プロジェクトの

たはかなりの減額となりました。一方、本来の審査基準に

充実とともに、ＲＩ会長賞の取得と植林事業を要請されま

加えて、上記①②③の３つに概ねかなうものは、ほぼ要望

した。それを受けて私は、ＰＥＴＳや地区協議会において、

額に沿って採用されました。

「ロータリーとして望ましい奉仕プロジェクト」として「①植

ロータリーは、クラブ自治権があります。クラブの単独事

林、地球環境保全、震災復興、ポリオ撲滅、青少年育成、

業について、ＲＩや地区から奨励・要請はされても、指示・

高齢者福祉、障害者福祉などを目的としたもので、地域か

命令されることはありません。しかし、ＲＩ、ロータリー財

ら特に必要とされる奉仕事業であること、②単なる寄付や

団、地区にかかわる予算を使うクラブ事業の場合は、審査

寄贈が主体ではない奉仕事業（ロータリアンの知恵と時間

基準や奨励・要請に反するものは財政的支援に制限がかか

と汗、情熱と感動）であること、③家族・青少年（ＲＡＣ、Ｉ

るのは仕方ないでしょう。満点に近い申請書も少なくない

ＡＣ、交換留学生、米山奨学生、地元の小中学生やボーイ

だけに、不備な場合は「みんなに公平か」の原則から減額

スカウトなど）・他クラブ・地域住民の協同または参加によ

されてしまいます。

る奉仕事業であること」を奨励・要請したところです。特に
③は、ＲＩ会長賞の取得にも必要です。
地区補助金を活用した奉仕プロジェクト、東日本大震災
避難者支援等事業の申請については、私自身も審査にか

個人的には、
こうした申請の際には、
もっと審査基準を熟読
して欲しいと思います。地区の奨励・要請に沿った内容につい
ても、多少の工夫をするだけで難しいとは思いません。以上、
次年度以降の参考にしていただければ幸いです。

地区大会のお知らせ
日時
会場

2017 年

11 月 11 日（土）～ 12 日（日）

11日

本会議
ＲＩ会長代理歓迎晩餐会

寒河江市 ホテル シンフォニー
寒河江市 ホテル サンチェリー

12日

本会議
会員懇親の夕べ大懇親会

寒河江市 市民文化会館
寒河江市 ホテル
シンフォニーアネックス

GOVERNOR’S

MONTHLY LETTER 2017-2018

13

国際ロータリー第2800地区
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ロータリークラブ一覧

2017-2018年度

国際ロータリー第2800地区 組織図
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2017-2018年度
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国際ロータリー第2800地区 資金予算

2017-2018年度

送金カレンダー

2017-2018年度 送金カレンダー

送金項目

金額

締切日

送金先

報告先

上期 人頭分担金

クラブ請求書
（RI人頭分担金）

①
R
I
関
係

(＄31.50×レート)×7/1現在の会員数
(うち1.5ドルは規定審議会負担金)
比例人頭分担金
2017年 1月2日～6月1日迄の新会員の各々

2017年7月
クラブ請求書
受領次第

（＄28.00÷6）×在籍月数×レート
下期 人頭分担金
(＄30.00×レート)×1/1現在の会員数
比例人頭分担金
2017年7月2日～12月1日迄の新会員の各々
（＄30.00÷6）×在籍月数×レート

2018年1月
クラブ請求書
受領次第

三井住友銀行 新宿通支店
普通預金 No.6733244
国際ロータリー日本事務局

上期
RI公式機関雑誌
ザ・ロータリアン

(＄12×レート)×購買者数
下期

RI日本事務局
クラブ請求書にて
請求された時

(＄12×レート)×購買者数
RI文献の申込

ロータリー財団

②
そ
の
他

米山記念奨学会
への寄付

ロータリーの友

各クラブで常備する所定の
注文用紙により金額算定

随時

(＄50×レート)×7/1会員数

2017年
11月末日

新会員
(＄10×レート)×新会員数
ポリオプラス
＄10/1人
上期 普通寄付
2,500円×7/1会員数
下期 普通寄付
2,500円×1/1会員数
特別寄付
1,000円以上
上期
1,296円×7/1購買部数
下期
1,296円×1/1購買部数
上期
10,000円
(地区賦課金9,400円＋ガバナー連絡運営費200円＋
ロータリー文庫基金300円＋RIJYEC協力金100円)
×7/1現在の会員数
1,000円(ガバナー補佐費用)
×7/1現在の会員数

地区資金

③
地
区
資
金
関
係

5,000円(地区賦課金)
×(7/2～9/30)新会員数
下期
7,100円

2018年
1月末日
随時
2017年
7月末日
2018年
1月末日
2017年
7月末日
2017年
7月末日
2017年
10月末日

2018年
4月末日

×7/1現在の会員数
2,000円 （地区災害等救援特別基金）

10,000円
×7/1現在の会員数
8,000円
×(7/2～9/30)新会員数

三井住友銀行 京橋支店
公益財団法人ロータリー
米山記念奨学会
普通預金 No.0920373

ロータリー
米山記念奨学会

三井住友銀行 浜松町支店
普通預金 No.7450015
一般社団法人ﾛｰﾀﾘｰの友事務所

ロータリーの友
事務所

きらやか銀行 寒河江支店
国際ロータリー第2800地区

3,500円(地区賦課金)

×(7/2～9/30)新会員数

地区大会
登録料

2017年
7月末日

2018年
1月末日

3,000円 （地区災害等救援特別基金）

三井住友銀行 赤羽支店
普通預金 No.3978101
公益財団法人ﾛｰﾀﾘｰ日本財団

随時

(地区賦課金7,000円+RIJYEC協力金100円＋
日本のRC100周年委員会運営協力金 0円）
×1/1現在の会員数
×(1/2～3/31)新会員数

特別会計

随時

三井住友銀行 新宿通支店
国際ロータリー日本事務局
普通預金 No.6733244

2017年
7月末日
2017年
10月末日
2017年
7月末日

2017-18 地区賦課金
資金委員長 小野 承信
普通預金 No.2010805

ＲＩ第2800地区
ガバナー
鈴木一作
きらやか銀行 寒河江支店
国際ロータリー第2800地区
2017-18 地区災害等救援特別基金
資金委員長 小野 承信
普通預金 No.2010799
きらやか銀行 寒河江支店
国際ロータリー第2800地区
201７-18 地区大会登録料

2017年
10月末日

資金委員長 小野 承信
普通預金 No.2010770

※RI関係問合せ：国際ロータリー日本事務局経理室 03-5439-5803
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ガバナー公式訪問 日程表

ポール・ハリス・フェロー
MPHF＋1

山崎 千芳
（天童西RC）

18
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ガバナー公式訪問について
１．「2017-2018年次計画書/2016-2017年次報告書」の提出について

公式訪問日の2週間前までに、ガバナー補佐とガバナー事務所へ必ずご提出ください。

２．新会員の激励式について

2017年7月1日以降に入会したクラブ新会員について、公式訪問時の例会で、ガバナーより
記念バナーを贈呈します。公式訪問前に、対象会員についてクラブへ確認いたします。

３．ガバナーからの質問事項について

 バナー公式訪問時の協議会（前半）で回答いただく質問書を事前にクラブへ送付いたしま
ガ
すので、回答についての準備をお願いします。

４．公式訪問の時間帯および内容について（スクリーンと液晶プロジェクターを準備してください）
～原則として、以下のような「夜の90分フォーラム形式」によるガバナー公式訪問～
例会前の協議会①（20分程度：会長、幹事、会長エレクト、ガバナー補佐）
＋ 例会前の協議会②（20分程度：上記＋クラブ役員、理事、委員長、参加希望者）
＋ 例会行事①（20分程度：開会点鐘、ソング、会長挨拶、新会員激励式など）
＋ 例会行事②（90分フォーラム形式）
●ガバナー補佐の講話（5分程度）、ガバナーの講話（30分程度）
●テーブル・ディスカッション（30分程度）
①クラブをさらに活性化させるために、クラブに要望したいこと
②地区運営について、ガバナーに要望したいこと
●テーブル・リーダーからの発表（15分程度）
●ガバナー講評・質疑応答、会長所感、閉会点鐘（10分程度）
＋ 懇親会（60分程度）
（ガバナーの「５つの重点目標」の１つ）
～クラブの事情等で、
「昼の例会」でのガバナー公式訪問となる場合～
例会前の協議会①（20分程度：会長、幹事、会長エレクト、ガバナー補佐）
＋ 例会前の協議会②（20分程度：上記＋クラブ役員、理事、委員長、参加希望者）
＋ 例会行事①（20分程度：開会点鐘、ソング、会長挨拶、新会員激励式など）
＋ 例会行事②（40分程度：ガバナー補佐・ガバナーの講話、会長所感、閉会点鐘）

５．ガバナー補佐の同行について

公式訪問時は、協議会から例会まで参加同行します。

６．ガバナー事務所スタッフの同行について

 務所スタッフも同行し、メイクアップで例会に出席いたします。参加人数は、事務局より各クラ
事
ブにご連絡いたします。なお、同行スタッフは、協議会へは出席いたしません。

７．ガバナー公式訪問の移動と宿泊について

移動は、ガバナー事務所のスタッフが同行して行います。
宿泊予約・宿泊料については、ガバナー事務所で手配・負担します。

８．ローターアクト・インターアクトクラブへの訪問について
地区小委員会と相談して行います。

９．市町村長への表敬訪問

地域でのロータリーへの理解を頂くために、首長への表敬訪問を行いたく存じます。
日程の調整は、ガバナー補佐にお願いいたします。

参考：ガバナー公式訪問
クラブ訪問は、地区ガバナーの重要な役割の一つです。この訪問は、
ガバナーから地区目標に向けた地区全体の活動について説明を受け
るとともに、クラブの目標、活動状況と成果、懸念などを話し合う機会
となります。可能なら、ガバナー訪問とタイミングを合わせて、特別行事
（新会員の入会式、財団寄付等の表彰式など）を開くとよいでしょう。

訪問に備えるため、目標に向けた進捗を確認し、委員会活動の計
画と状況、ガバナーから事前に求められている内容などを報告でき
るよう準備しておきます。また、ガバナーへ質問や話し合いたい案
件があれば、事前にガバナー事務所に連絡しておきましょう。

【クラブを成功に導くリーダーシップ（会長編）＜一部改編＞】
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７月の

地区スケジュール
7/1 土

ガバナー会議（東京）

2 日

R財団地域セミナー(東京)
全国青少年交換委員長会議(東京)

3 月

寒河江市長

4 火

①ＩＡＣ連絡協議会

表敬訪問

5 水
6 木
7 金
8 土

米山奨学・学友セミナー（寒河江）
ガバナー補佐会議（寒河江）

9 日

鳥羽天皇の御願寺（ごがんじ）と伝えられる東北地方を代表する
寺院境内地で、江戸時代には３ケ院48坊からなっていました。
本堂や塔などの堂社と院坊（いんぼう）の屋敷地のたたずまいは、
その背後を取り巻く城館群や旧境内地の北端近くに存在する行
場（ぎょうば）とともに、旧境内の様相を良好にとどめています。
また、国の文化審議会において、我が国の仏教信仰の在り方
を知るうえで極めて重要と評価され、平成26年10月6日、
「慈
恩寺旧境内」が国の史跡として正式に決定されました。
〔文部
（ 寒河江市ホームページより抜粋 ）
科学省告示第137号〕

10 月
11 火
12 水
13 木

県知事、山形新聞社 表敬訪問

14 金
15 土
16 日
17 月

慈恩寺（じおんじ）

葉
今月の言

《海の日》

18 火
19 水
20 木
21 金
22 土
23 日

①青少年交換小委員会（寒河江）

24 月
25 火

G公式訪問（米沢上杉）
米沢市長・山形新聞置賜支社

表敬訪問

26 水
27 木

G公式訪問（尾花沢）
尾花沢市長・大石田町長

表敬訪問

28 金
29 土

◇ガバナー事務所

30 日

〒991-0041 寒河江市寒河江鷹ノ巣７番地

31 月
8/1 火

G公式訪問（山辺）

2 水

G公式訪問（上山）

3 木

G公式訪問（酒田東）

4 金
5 土
6 日

TEL：0237-85-1882 FAX：0237-85-1883
E-mail：ri2800suzuki@helen.ocn.ne.jp

◇地区事務所

〒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

◇ホームページ
http://www.rid2800.jp

