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◇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　

ガバナー月信

12地区大会の特別ディスカッション「ロータリーを語る」において
握手を交わす鈴木ガバナーとＲI会長代理のDean L Jackson氏
地区大会の特別ディスカッション「ロータリーを語る」において
握手を交わす鈴木ガバナーとＲI会長代理のDean L Jackson氏
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◆疾病予防と治療月間
　12月は、「疾病予防と治療月間」です。2014年10月、ＲＩ理事会は「地域社会の医療インフラの改善、
医療従事者の能力向上、疾病や身体障害の予防、地域住民への医療衛生教育、医療や衛生の専門職業人を目
指すための奨学金支援」などを目標として、この特別月間を制定しました。ここでは、特にポリオ（急性灰
白髄炎、小児麻痺）について記します。

◆ポリオ撲滅に向けた取り組み
　ＲＩは1979年よりポリオ撲滅に向けた活動を開始し、1988年からは世界保健機関（ＷＨＯ）やユニセフ
などとともに、世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）の推進に積極的にかかわってきました。
　ポリオは、特に５歳以下の子供に感染力の強いウイルス性疾患で、感染者200人のうち1人の割合で、一生
麻痺に苦しむ重篤な身体障害を引き起こします。治療法はありません。できることは、ワクチン接種による
予防だけです。ロータリアンをはじめとした多くの方々からの資金援助、医療従事者の貢献、予防接種の普
及活動（122カ国、25億人以上の子供たちに実施）などにより、ポリオ症例数は全世界で99.9％減りまし
た。現在、ポリオ常在国（野生型ポリオの発症が続いている国）はアフガニスタン、パキスタン、ナイジェ
リアの３カ国だけです。しかし、世界のどこかに1人でも感染者が存在する限り、すべての国の小児はポリ
オに罹患する危険にさらされているのです。実際、今の時点で計画（GPEI）を中止すれば、今後10年以内
に世界の年間発症数は20万件に上ると予想されています。1981年以来、日本ではポリオ患者の発生はあり
ませんが、今も予防接種が続けられているのはこのためです。ちなみに人類が根絶できたウイルスは、今の
ところ「天然痘ウイルス」と「牛疫ウイルス」だけです。

◆ＲＩ会長代理の要望とＲＩ会長賞
　さて、先の地区大会のＲＩ会長代理 Dean L 
Jackson氏は、「当地区での植樹活動を見学して、イ
アン・ライズリーＲＩ会長へ報告したい」という要望
を出されました。この要望に熱い友情で応えてくれた
のが、長井市と米沢市のロータリークラブです。地区
大会の前日、植樹式を計画・実施し、ＲＩ会長代理夫
妻を招いてくれたのです。しかも、近隣クラブや行
政、地元の職業人とも協力しながら、ポリオ撲滅キャ
ンペーンも実施してくれました。その様子は新聞にも

　ＲＩテーマ

　 地区目標

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

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～

2017-18年度 国際ロータリー第2800地区
ガバナー　鈴木 一作
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報道され、クラブのウェブサイトやソーシャルメディアでも紹介されています。Dean L Jackson氏は、本
当に大喜びでした。ちなみに、そうした植樹式の内容によって、ＲＩ会長賞の条件としては第１分野の⑥、
第２分野の①③④、第３分野の②③④⑤⑥⑦は達成したも同然でしょう（長井クラブは、第２分野の②も達
成です）。あとは、各条件項目の指示に従ってロータリークラブ・セントラルへの報告、ロータリーショー
ケースへの掲載、endpolio.org/jaへの登録をすればよいだけです。

◆ポリオ・プラス基金
　2800地区では、ロータリー財団に関する申し送り事項として、「ポリオ・プラス基金1人10ドル以上の
寄付」をお願いしています。これまで2800地区ではポリオ・プラス基金の寄付がかなり少ないだけに、ＲＩ
会長賞の第２分野「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」を達成する
ことも、比較的容易なのではないでしょうか。しかも、
ポリオ・プラス基金への寄付はゲイツ財団による上乗せ
があって、結果的に3倍となります。クラブや地元地域
で募金活動を行い、ポリオ撲滅活動にご協力ください。
ちなみに、11月12日の地区大会会場で実施したポリオ撲
滅キャンペーンでは、105,926円の寄付が集まったこと
をご報告申し上げます。

　本年11月20日から23日にかけて、東京で
ロータリー研究会がありました。イアン・ラ
イズリーＲＩ会長夫妻を招き、全国のガバ
ナー、パストガバナー、ガバナーエレクト、
ガバナーノミニーが一堂に集まっての会議・
研修の場です。
　イアン・ライズリーＲＩ会長も何回か講話を
されましたが、初日の挨拶の中で「今回の研究
会で、２つのことだけは忘れないでください。
１つは、植林事業です。もう１つは、全てのク
ラブでＲＩ会長賞をとって欲しいということで
す」と話されました。要するに、この２つの要
望こそがイアン・ライズリー氏の“想い”だとい
うことです。ガバナーが、ＲＩ会長の“想い”に
応えるために懸命に頑張るのは当然です。その
必死な姿勢と努力なくして、クラブ会長、クラ
ブ会員が応えてくれるはずがありません。
　私は、そのＲＩ会長の“想い”を地区目標「美
しい心、ロータリアンの矜持」に託して、公式
訪問や各種行事で訴えてきました。その一方、

「地区の職業奉仕委員長を何年もやってきたわ
りには、職業奉仕の話が少ない」、「他地区の
ように会員増強やロータリー財団の達成目標
を、もっと声高に訴えたらどうか」などの意見
もいただいています。私としては、それらの重
要課題にも取り組んでいるつもりですが、今は
各クラブでＲＩ会長賞の目途がつくように支援
や意欲喚起することを最優先にしています。そ
れだけに、そういう重要課題をＩＭで取り上
げ、私の足らないところを補ってくださってい
るガバナー補佐やＩＭホストクラブの皆様に心
から感謝しています。
　最後に―。今月号の月信記事「余目ＲＣを語
る」を読んで、私は本当に嬉しかったです。
“鈴木一作ガバナーの想いは柿崎会長へ、そし
て柿崎会長から各会員へと間違いなく伝わっ
ています。だからこそ、全会員が一丸となって
…”―。この言葉で、私はガバナーを引き受け
て本当によかったと思いました。ありがとうご
ざいました。

ガバナーの想い
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　お陰様で、２日間にわたる地区大会が終わりまし
た。酒井年度、長谷川年度と地区大会に参加しなが
ら、まだまだ先のことと感じておりましたが、終わって
みるとあっという間のことだったような感じです。今
はただただ参加されたロータリアンと関係者、コ・ホ
ストクラブの皆さんに感謝の言葉しかありません。誠
にありがとうございました。
　ＲＩ会長代理ディーンジャクソンさんに初めてお
会いした時、流暢な日本語で話しかけられ、お上
手ですねと申しましたら、３日前から日本語を話し
始めたと言われてビックリ。すぐジョークと解りまし
たが、大らかで親しみのあるお姿に接して、平易な
ロータリー説話と共に、多くのロータリアンが魅了
されたのではないかと思います。
　第１日目のエクスカーションは生憎の雨と寒さの
中でしたが、紅花資料館や慈恩寺等々、奥様方にも
大変好評だったと聞きました。お世話いただいた関
係者の皆様にお礼申し上げます。
　ＲＩ会長代理の歓迎晩餐会では、国指定重要有
形民俗舞楽「太平楽」を見てしばし悠久の時代に想

いを馳せ、熱のこもった研修セミナーの疲れを癒や
されたことと思います。
　第２日目は1,100名を超えるロータリアン、関係
者にお集まりいただきました。予想をはるかに超え
る参加者で嬉しい限りでしたが、それだけ対応が後
手に回ったことも多々あり、不行き届きの点をあら
ためてお詫び申し上げます。
　一般市民にも開放した記念講演は如何だったで
しょうか。届けられた華聖さんの著書には講演前か
ら列が出来、講演後も購入希望者が列を作り、あっ
という間に品切れとなり、後は予約受付となりまし
た。華聖さんのお話に加え、高田好胤師の謦咳に触
れた方がいかに多かったかという証でしょうか。
　夜の大懇親会は、通常は閉会点鐘が鳴るとかな
りの方が本会議場から帰られると聞いておりました
が、本会議の熱気そのまま夜の部に移った感があり
ました。幸運にも前日の雨と厳しい寒さもなく、寒
河江市指定・市民の祭り「神輿の祭典」の一端をお
楽しみいただけたものと思います。

　今静かに大会を顧みるとき、あらためてロータリー
の魅力、会員個々の友情の深さ、大切さに想いを致し
ております。
　そして身内のことではありますが、寝る間も惜しん
で全力で大会に臨んだ鈴木ガバナーと、補佐役の奥
山幹事の晴れがましい顔が浮かんでまいります。

2017-2018年度 国際ロータリー第2800地区

11月11日（土）
11月12日（日）

ホテルシンフォニー
寒河江市市民文化会館
ホテルシンフォニーアネックス

地区大会

「皆さんの
　　ご協力に感謝」
地区大会実行委員長
大沼 保義（寒河江RC）
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〜 地区大会に参加して 〜

RI会長代理　Dean L Jackson
　私たちは、無事に家に戻りました。妻のMarlysと私が、鈴木ガバナーご夫妻の素晴らしいおもてなしに、どれだけ感謝
しているかを言葉で表現することはできません。また、この度の地区大会を大成功に導いた地区スタッフの熱心な努力に
は、私には深い敬意と喜びの言葉しか思いつかず、それは大きな誇りでもあります。
　素晴らしい地区大会でした。規模は小さくても、国際大会に匹敵するほどの感動的なセレモニーと中身の濃い内容が
印象的でした。鈴木ガバナーの大成功のお手伝いができたことを、本当に嬉しく思います。私は一生忘れません。
　Marlysと私は、皆様と一緒に過ごした時間をとても大切に思っています。皆様は、私たちが常に快適で、トラブルが起
きていないかを、心憎いほど気配りしてくださいました。本当にありがとう。日本にいる間、大好きな温泉に何度も入るこ
とができたことも非常に感謝しています。私は合計13回、温泉に入りました。
　Marlysと私は、鈴木ご夫妻と何年も友達同士であったように感じます、今後もより多くの交わりの機会があることを楽
しみにしています。2018年のトロント大会でお会いしましょう。

白鷹RC 幹事　向田 宏男
　地区大会の感動がまだ続いております。鈴木一作ガバナーの熱き思いが、参会者一人一人にしっかり伝わったものと確
信しております。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～」―、その言葉一
つ一つが心に響き、ロータリアンとしての誇りを改めて実感しております。
　一日目のＲＩ会長代理Dean L Jackson氏の講演は、時宜に適したものでした。日本の伝統文化を踏まえ、米国の文
化との違いに触れられ、ロータリアンとしての心構えを温かな心で深く、しかも平易な言葉で語ってくださいました。一言
一言が流暢な日本語で語られ、感銘深く拝聴することができました。その席上で、一作ガバナーが敢えて〝リスク″をとる
ことに言及されたのは、流石と思いました。
　二日目の大会では、オープニングに陵東中生の素晴らしい合唱が披露され、大会の大成功を予感できました。全ての
領域にわたり、完璧なまでに精査実践されたこの大会は、今後への布石として多大なる好影響を与えてくれるものと確信
しております。
　それにしても、地区大会に向けて命を縮めるような日々を過ごされてきたことを推察するとき、まさにロータリアンの矜
持が我が愚頭にも染み込みました。ＲＩテーマ「ロータリー：変化をもたらす」の真髄が見えてきたように感じたのは、私一
人ではないと思います。
　この度の地区大会に参加し、多くの示唆をいただいたことに心から感謝申し上げ、お礼の言葉とさせていただきます。
誠にありがとうございました。思いつくまま書きなぐってしまいました。ご無礼の段、お許し願います。

来賓　寒河江市民（匿名希望）

　オープニングの素晴らしさに、我が身が震えました。中学生の歌う「ふるさと」の美しい歌声と凛とした姿、列を割って
登場したガバナーの威風、青葉の歌を「きらめけロータリー」に変えてＲＩ会長代理を出迎えた驚きと感動、その後の国
旗入場ではボーイスカウトの毅然とした動きと秒刻みの行進、そして端的で重みのある進行と言葉使い。私は国歌独唱
を聞きながら、それら緻密で精巧な演出に込められた「美しい心、ロータリアンの矜持」に感じ入り、思わず目頭が熱くな
りました。しかも誰もが素人で、手作りでしょう。これほどまでテーマに貫かれた見事なオープニング・セレモニーを、失礼
ながら寒河江で見られるとは思いもよりませんでした。その時、まさに本大会の大成功を確信した次第です。
　実際、ＲＩ会長代理とガバナーの講話、青少年らのプレゼンテーション、よねやま親善大使と高田講師の講演―、どれ
をとっても分かり易くて感動的。ロータリーの難しい専門用語もなく、ロータリアンではない私にも胸に迫る内容でした。
なにより鈴木ガバナーの一生懸命な姿と熱い思いに、会場の誰もが感動したと思います。米国人のＲＩ会長代理も、意気
に感じて大活躍でした。彼も、さぞかし嬉しかったのだと思います。
　懇親会には出ませんでしたが、聞けば寒河江神輿で皆を出迎えたとか。寒河江の元気な勢いと心意気を見せたかった
のでしょうね。
　最後に鈴木さん、千葉から寒河江に来てくれて、本当にありがとう。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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　2017-2018年度 国際ロータリー第2800地区　地区大会

「 地区大会とＲＩ会長代理随行記 」
ガバナー　鈴木 一作

◆ＲＩ会長代理到着、バーベキュー懇親会
　本年11月９日（木）午後、ＲＩ会長代理Dean L 
Jackson氏と令夫人Marlys様が、新幹線で天童駅に到
着されました。前日に成田着、新関彌一郎ＰＧと合流し
て一泊後の山形入りでした。ご夫妻は、その足で水戸部
酒造の見学・試飲後、夜は天童アンジェリーナでバーベ
キュー懇親会。なにしろJackson氏は日本で育ち、日本
語も堪能。国際大会などを通じて県内ロータリアンにも
旧知の仲の方が多く、米沢や鶴岡から駆けつけてくれた
友人らと旧交を温めました。

◆植樹式、米沢牛、リハーサル、寿司懇親会
　翌10日（金）は、夫妻をバスで長井市へお連れし、長
井ＲＣ、長井中央ＲＣによる植樹式、ポリオ撲滅キャン
ペーンに参加しました。その後、米沢へ移動。ご夫妻は
米沢記念館で米沢牛ステーキを賞味し、大感激されまし
た。引き続き、米沢ＲＣ主催による植樹式に参加。あら
ためて、Jackson氏の「植樹式に参加したい」の要望をか
なえてくださった長井市、米沢市のロータリアンの友情
に感謝いたします。その後、バスで寒河江に戻り、地区
大会のリハーサル。夜は、エイドの石黒慶一ご夫妻、安
孫子貞夫ＰＧと第４ブロック会長との懇談会。寿司に加
えて、令夫人の好物である特製トンカツと海老フライ、大
江ＲＣ伊藤会長のマジックショーで大いに盛り上がりま
した。

◆地区内の女性会長との懇談会
　翌11日（土）の午前中、Jackson氏からの「2800地区
の女性会長との懇談会を設けて欲しい」という要望を受
けて、地区内３人（鶴岡南、天童、村山ローズの各ＲＣ）
の女性会長に集まっていただき、クラブ運営や女性会員
増強の方法などについて懇談しました。

◆地区大会委員会
　この日の午前中は、ＰＧ、ＧＥ、ＡＧ等による地区大
会の各種委員会（登録、資格審査、選挙、決議）も開か
れ、本会議での報告等について審議されました。

◆エクスカーション
　ＲＩ会長代理の令夫人Marlys Jackson様は、午前か
ら夕方にかけて「エクスカーション」に出かけました。全
国のガバナー令夫人、地区内パストガバナー令夫人らと
ともに、慈恩寺、慈恩寺陣屋、紅花資料館、佐藤繊維、Ｇ

ＥＡをご案内しました。行く
先々でのおもてなしには、河
北ＲＣ、寒河江さくらんぼＲ
Ｃのご協力をいただきまし
た。感謝申し上げます。

◆第１回本会議
　午後1時、寒河江ＲＣチャーターメンバー鈴木謹也氏
の地区大会開会宣言が行われ、引き続きアメリカ国歌が
流れる中、ＲＩ会長代理をお迎えしての第1回本会議が
スタートしました。地区大会実行委員長、ガバナー、ＲＩ
会長代理からの挨拶は、重要点のみ簡潔かつ印象的に
各々5分で終了。その後、前年度の決算報告、監査報告、
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決算採択と続き、その後の審議も短時間で終了しまし
た。次の地区指導者育成セミナーの時間を、少しでも長
く確保したかったからです。

◆全国で最も長い地区指導者育成セミナー
　最近の地区指導者育成セミナーは、全国的に、「ＲＩ
の方針」や「規定審議会の結果」を説明する内容になっ
ています。しかし、本来それらは、ＧＥＴＳ（ガバナーエ
レクト研修セミナー）や国際協議会で研修を受けたガ
バナーが、ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー）で会長
エレクトに伝えるべき内容です。実際、当地区では２月
のＰＥＴＳで既に伝えました。そこで、私とJackson氏は
「次代を担う地区指導者を育成するためのセミナーに
徹しよう」と決め、具体的には、「日米の文化及びロータ
リー観の違い、ＲＩテーマの説明及び遂行上のリスクと
覚悟、ロータリーの定義と奉仕の内容、ロータリーの楽
しみ方、ロータリー創世期の歴史と決議23－34の意義、
ロータリーの目的（綱領）の解釈と歴史的変遷、Guy 
Gundakerが日本のロータリー発展に及ぼした影響（功
罪）」など、地区指導者が知っておかなければならない
内容を、私とJackson氏が各々の立場から説明し、時に
討論するというセミナーにしました。結局、3時間15分と
いう全国で最も長い地区指導者育成セミナーとなってし
まい、石黒慶一ＲＩ理事からは、「疲労困憊の充実した
セミナーで、皆さん、お疲れ様でした」という所感・総括
がありました。

◆ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
　その後、国指定重要無形民俗舞楽「太平楽」の祝賀
演舞を皮切りに、ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会が開
かれました。寒河江市長、全国のガバナーや令夫人など
も参加して、楽しい語らいの時間でした。

◆全国ガバナーナイト、米山ナイト
　引き続き、各地の地区
大会で恒例となっている
全国ガバナーナイト（Ｒ
Ｉ会長代理を囲んでの
全国ガバナー及び令夫
人の懇親会）に参加し、

ＧＥＡで開かれていた米山ナイト（米山奨学生・学友及
び関係者の懇親会）、台湾斗南ＲＣ懇親会、その他の懇
親会と寒河江の街を渡り歩き、地区大会1日目が終わり
ました。

◆寒河江市内の清掃ボランティア
　翌12日（日）早朝、私とJackson夫妻はインターアク
ト、ローターアクト、青少年交換留学生らによる寒河江市
内の清掃ボランティアに参加しました。最後に会場の市
民会館前にできた
大きなゴミ袋の山
のそばで、関係者
全員による記念撮
影をしました。
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◆第2回本会議、オープニング・セレモニー
　同日9時半、地区大会実行委員長の大沼保義氏によ
る開会宣言を皮切りに、オープニング・セレモニーの開
始です。陵東中生徒の合唱「ふるさと」、ドローン撮影に
よる寒河江近傍の風景描写、毅然とした開会点鐘、合唱
「きらめけ、ロータリー」で迎えたＲＩ会長代理夫妻入
場、ロータリー関係の在日外国人と国旗の入場、髙橋慶
さんの「君が代」独唱、ロータリーソング斉唱、友情の握
手、司会者挨拶、物故会員の紹介・黙祷と続きました。
この秒刻みの進行20分間に濃縮した一連のセレモニー
こそ、年度テーマ「美しい心、ロータリアンの矜持」の象
徴として、私が最も尽力した内容です。

◆挨拶、記念事業、祝辞
　その後、ホストクラブ会長の安孫子新市氏の挨拶で
は、寒河江市の紹介、おもてなしの心、クラブの心意気
について説明がありました。次のガバナー挨拶では、来
賓と参加クラブの紹介、地区運営現況の報告、「ロータ
リーとは？」に対する2つ（価値ある奉仕をしている、価
値ある会員を育てている）の説明、記念事業（東日本大
震災で山形県に避難してきた青少年の育成支援、慈恩
寺観光振興のための介助用電動アシスト車椅子2台寄
贈）の発表を行いました。また、ＲＩ会長代理挨拶では、
イアン・ライズリー会長の方針、ＲＩテーマ、ロータリー
の真髄（友情と絆）、ロータリアンの使命（人道的奉仕
と公共イメージ推進）について具体的な説明がありまし
た。引き続き、久し振りに本人自ら出席してくださった吉

村美栄子県知事からの祝辞、佐藤洋樹寒河江市長の祝
辞、両氏への記念事業の目録贈呈、県及び寒河江市か
らの感謝状贈呈式がありました。

◆ロータリー青少年関連の活動報告
　その後、ＲＹＬＡ、ローターアクト、インターアクト、青
少年交換・学友、米山奨学・学友の各委員から、ビデオ
やパフォーマンスを交えての活動報告がありました。各
委員会ともプレゼンテーション能力は毎年着実にアップ
しており、会場からは笑いや感動の拍手がありました。

◆よねやま親善大使の特別講演
　引き続き、よねやま親善大使の千咏さんが、自らの体

験を中心に、米山記念
奨学会の事業内容や意
義について分かり易く講
演されました。終了後、
会場にいた全国のガバ
ナーからも講演依頼を
受けたそうです。

◆特別記念講演
　午後からは、ロータリーデイＤＶＤの放映に続き、「美
しい心　～素敵に生きゆくヒント～」と題した高田華聖
氏の市民公開講演会です。父である高田好胤氏の思い
出を中心に、美しく生きる大切さを語ってくださいまし
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た。会場には静かな感動が溢れ、持ってきた200冊の著
書も完売したそうです。おかげで、一般市民からもポリ
オプラス寄付がたくさん集まりました。

◆第３回本会議、ロータリーを語る
　引き続き、前日に審議した登録、資格審査、選挙、決議
の各委員会からの報告があり、大会決議の採択、表彰、
直前ガバナ―とＲＩ会長代理への記念品贈呈の後、私と
Jackson氏による特別ディスカッション「ロータリーを語
る」を行いました。日米の文化の違いを語り合いながら、
「ロータリーの目的」に記された“事業”とは“活動”のこと、
“知り合いを広める”とは“友人関係を広め深めていく”こと
という点で一致しました。その後、次年度のガバナーエレ
クトとノミニーの紹介、次期地区大会開催地紹介の後、上
林直樹ガバナーエレクトの挨拶、ＲＩ会長代理の所感、ガ
バナー謝辞と続き、閉会点鐘を行いました。

◆会員懇親の夕べ大懇親会
　大懇親会は、第4ブロックの会員によるお出迎え、寒
河江神輿による祝賀渡御、そして寒河江ＲＣ最長老の佐
竹及彌氏の乾杯で開幕です。楽しく和やかに語らう中、
映像を使ったガバナー補佐９人への謝辞、ソングリー
ダー佐藤榮一氏の指揮による「手に手つないで」と続
き、無事に地区大会が終了しました。

　今年度の地区大会は、「美しい心、ロータリアンの矜
持」という地区テーマのもと、寒河江らしさを大切にしな
がら、第4ブロック会員の皆様のおかげで開催できまし
た。なにより、ＲＩ会長代理の全面的な協力に感謝いた
します。Dean L Jackson氏が話した時間は2日間で合
計3時間は超えるでしょうし、内容も地区テーマを深め
る最高のものでした。彼の地区大会挨拶「人と人との繋
がりや絆が私達の真髄、すなわち心と魂であればこそ、
ロータリーは成長と発展を繰り返し、永遠に続くことで
しょう」という言葉を、今まさに深く噛みしめています。
皆様、本当にありがとうございました。
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青少年交換・学友小委員会コーナー

ロータリー財団コーナー

　地区目標「美しい心、ロータリアンの矜持」の下、例
年より早めの９月16日（土）、ロータリー財団セミナー
が寒河江市ホテルシンフォニーアネックスで開催されま
した。各クラブから会長、幹事、財団委員長、会長エレ
クトなど総勢143名のご出席をいただきましたことに心
から感謝を申し上げます。
　席上、第一ゾーンロータリー財団地区コーディネー
ター池田ＰＧより、R1、地区、ロータリー財団の取り
組みと在り方、有意義な地区補助金の活用などについ
て、1時間に亘って幅広く講話をいただきました。ま
た、地区財団の各委員長からは、地区補助金、事業計画
の内容及び申請の仕方、年次寄付の使途とご依頼など、
各クラブが2017～2018年度に向けての素早い取り組み
ができるように報告と説明を行いました。詳細について
は配布資料を参照の上、特に会長エレクトは地区補助金
申請内容の準備・検討を年内から始めていただければと
思います。
　ここで、2016～2017年度の実績について幾つか報告い
たします。先ず、全クラブから年次基金の寄付をいただく
ことは達成できました。感謝を申し上げます。また、1人
×150ドルの目標を達成できたクラブは50クラブ中12ク
ラブで、地区全体では１人平均117ドル70セントでした。
中でも、酒田湊クラブが１人平均291ドル、寒河江クラブ
270ドル、酒田スワンクラブ216ドルと、地区平均を押し
上げていただきましたことに感謝を申し上げます。

　秋雨が降り、肌寒さを感じる10月29日（日）の午前10
時から午後2時、羽黒山の宿坊三光院で「第３回青少年
交換・学友小委員会オリエンテーション」を開催しまし
た。参加者は、ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミ
ニー、４名の来日学生と各ホストクラブ、２名の帰国学生
（ROTEX）、次年度の派遣交換候補学生５名と保護者、
そして候補学生の各スポンサークラブの方々で、委員会関
係者を含めて総勢39名です。

　鈴木一作ガバナーからは、参加している学生や家族に対
して、「来日学生や候補学生を支えてくれるスポンサークラ
ブ、委員会のメンバーは、誰もが自分の仕事や家庭の時間
を割いて来ています。しかも無報酬で、交通費も自分持ちで
す。それは、青少年の育成は地域の大人としての責務であ
り、地域への恩返し、良い社会を託したいという思いからで
す。そういうことを念頭に置いて、これからの会合の時間を
無駄にすることなく、積極的で有意義な語らいの場にしてく
ださい」という挨拶（一作節？）がありました。
　その後、参加者の自己紹介、本年度の委員会活動計画の
説明と続き、３組に分かれてのオリエンテーションを始めま
した。１組目は派遣候補学生と保護者のオリエンテーショ
ンで、交換留学の留意点や今後の予定等について。２組目
はスポンサークラブのオリエンテーションで、スポンサーク
ラブとしての役割とホストクラブとしての役割等について。
３組目は来日学生とROTEXの羽黒山散策交流でしたが、
生憎の雨で、予定していた行程の一部を中止せざるを得ま
せんでした。
　その後、昼食、祈祷と続き、ROTEXの志田君と国井君
から、プロジェクターを使っての帰国報告をしてもらいまし
た。二人とも、派遣先でのロータリークラブ、ホストファミ

リー、他国からの留学生との交流を通じて、有意義な時間
を過ごすことができたようです。最後に、鈴木ガバナーか
らROTEX２人に記念の表彰盾が贈呈され、オリエンテー
ションを閉会しました。
　派遣候補学生にとっては今回が実質的なスタートであり、
これから10か月に及ぶオリエンテーションとトレーニングが
続きます。何よりも頑張りが必要となりますが、その頑張り
こそが派遣後の力になるのです。私たちは、候補学生５人
が夢に向かって大きく羽ばたいていけるような委員会活動
（応援・支援）を心がけてまいります。

ロータリー財団委員会資金推進・
管理小委員会委員長

三浦 信英（白鷹RC）

青少年交換・学友小委員会 委員長

今間 勝見（鶴岡西RC）
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「米山奨学生カウンセラー研修会」と「米山奨学生・米山学友との料理交流会」

　10月14日（土）、寒河江市ハートフルセンターで
「米山奨学生カウンセラー研修会」と「米山奨学生・米
山学友との料理交流会」が同時開催されました。米山記
念奨学会からは講師の武本泰子さん、ロータリーからは
武田PG、新関PG、大久保委員長、カウンセラー、委員
会メンバーが参加しました。
　最初に、カウンセラーの皆様を中心に、奨学生の日常の
素顔や苦労話について座談会形式で話し合いました。武
本さんからは他地区のカウンセラーや奨学生の情報など
を教えていただきながら、活発な意見交換が行われまし
た。私は今年から委員会メンバーになりましたので、とて
も新鮮で良い研修ができました。今後はメンバーの一人
として勉強しながら、各クラブの若い会員に米山奨学・学
友委員会の重要性を発信していきたいと思います。
　また、昨年より始まった料理交流会ですが、奨学生や
学友らが中心となって郷土料理を調理し、参加者全員で
料理を味わいながら交流を深めるという内容です。今年
は、中国料理、韓国料理、モンゴル料理の３種類です。

中国料理は湖南省と広東省の料理で、「中国の醤油漬け
豆腐とピーマンの炒め物やおこわ、椎茸の炒め物、おか
ゆ」といった中国家庭料理を、本場の調味料で味付けし
たものです（胡さん・文さんのこだわり）。韓国料理
は、チヂミとトッポギでした。チヂミのたれも本格的な
味わいで、男子奨学生が頑張りました。モンゴル料理は
「バンシタイ・ツァイ」という羊の肉を使った牛乳仕立
ての水餃子でした。モンゴルのガリド君は昨年も参加し
ているので、夏休みに帰国した時、ダシで使う乾燥羊の
肉を入手してきたそうです。
　食事の際には、各々の料理の説明や母国の紹介、山形
での現状や趣味などをお話ししてもらいました。出席者の
皆様からも大変評判が良く、料理を通じて和やかで笑い
声の絶えない雰囲気の中、大いに交流が深まりました。
　とても充実したセミナーと交流会で、今後も定着して
続けて欲しいと思います。準備いただいたガバナー事務
所、地区事務所、米山奨学生、学友会の皆様に、心から
感謝申し上げます。

米山奨学・学友委員会報告
2017年10月14日（土）
寒河江市ハートフルセンター

米山奨学・学友委員会委員
芦野　茂（山形西RC）
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　ガバナー公式訪問

2017年９月26日（火）
渡部　　晃

来訪日：
幹　事：余目ＲＣを語る

「温故創新・絆・感動奉仕」
　余目RCは、最年長は77歳、最年少は私の40歳で、今年48年目を
迎えました。昨年度に女性会員が増えたおかげで、クラブに華やか
さも加わりました。
　我がクラブの自慢は、何と言っても、熱い男でパワー溢れる芸達者
の柿崎会長です。仕事では、建具職人ならではの細かさを最大の武器
とし、お客様のニーズに合わせた逸品を作り上げています。地域のイ

ベントでは、もちろんリーダー的存在です。町内外の祭りでは、太鼓や笛を演奏して大いに盛り上げてくれる男です。
　鈴木一作ガバナーの想いは柿崎会長へ、そして柿崎会長から各会員へと間違いなく伝わっています。だからこそ、全
会員が一丸となって、我がクラブの本年度スローガン「温故創新・絆・感動奉仕」を旨としながら、様々な事業を展開
しているのです。公式訪問や年次計画書を通じて、鈴木ガバナーにも柿崎会長や私達の熱い心意気が伝わったのではな
いでしょうか？　
　余目ＲＣでは、ゲストスピーチの他に、全会員対象の会員スピーチを開催し、会員自身を知ってもらうことを大切に
しています。夏には、会員の育てた枝豆を食べる枝豆例会や家族例会などで、親睦と友情を深めています。他にも様々
なプログラムを計画・実施していますので、ぜひ、ブログ「歯車おやじの広報日記」を
チェックしてみてください。
　会員満足度アンケートを実施したところ、より良いクラブにしていくには、多くの会員が
活躍する機会を増やし、地域社会と交流する機会を増やすことが必要だと
感じている人が多かったようです。だからこそ、「温故創新・絆・感動奉
仕」を大切にしていかなくてはと思っています。
　まだまだ、年度の途中です。クラブメンバー１人１人が変化をもたらし
ながら、「ロータリーの目的」をぶれることなく推進し、親睦と友情、会
長のような笑顔を地域に広められたらと思います。

2017年10月２日（月）
後藤　卓也

来訪日：
幹　事：山形イブニングＲＣを語る

　山形イブニングＲＣは、夜の例会として活動している全国的にも珍しいクラブです。2000年６月、山形南ＲＣをスポ
ンサーとして、山形市内では一番若いロータリークラブとして誕生しました。会員の平均年齢は50歳で、若くてエネル
ギッシュ、自由な発想でクラブ運営することを心がけています。
　我がクラブの自慢は三つあります。一つ目は対外的な活動が盛んなことで、特に姉妹クラブの福岡平成ＲＣとの交流
を大切にしています。今年６月には福岡メンバーが来形され、９月には当クラブから大挙して福岡平成ＲＣ創立25周
年記念式典に参加するなど、毎年のように相互訪問をしています。また、南陽臨雲ＲＣ、米沢おしょうしなＲＣとは、
会場持ち回り３クラブ合同例会を毎年開催しています。今年は、東日本大震災復興支援「気仙沼さんま祭り」にも参加
し、物品協賛も行いました。
　自慢の二つ目は、文化的活動が盛んなことです。本年７月には、地区補助金を活用した「高校生ガリ版教室」を実施。
９月には、三遊亭兼好師匠をお招きして公開落語例会を実施。それ以外にも、例会時に会員から募金を集め、毎年、市内
の幼稚園や保育園に絵本を贈る運動も続けています。また、会員の寺院での「写経例会」も毎年開催しています。
　自慢の三つ目は、ボーリング大会、クリスマス家族会、モンテディオ観戦など、若い力に満ちた親睦活動が盛んなこ
とです。
　当クラブは、２年後にクラブ創立20周年を迎えます。2019年９月予定の20周年記念式典に向けて、今から準備して
いるところです。ぜひ、お出でください。

歯車おやじの
広報日記
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　ガバナー公式訪問

2017年10月10日（火）
丸森　英一

2017年10月20日（金）
鈴木　丈教

来訪日：
会　長：

来訪日：
幹　事：

南陽東ＲＣを語る

米沢中央ＲＣを語る

　我がクラブの自慢は、理事会で活発な意見が出される
ことです。理事には元会長や地区出向者も入っており、
各々の経験に基づいた様々な意見が飛び交います。会議
を取りまとめる会長にとっては大変ですが、そうした意
見が会長、幹事には良いアドバイスになりますし、次の
クラブ・リーダーにも勉強になっています。
　残念なことは、最近のクラブ入会者の出席率が少し悪
い傾向にあることです。新入会員セミナーなどで、話し
易い雰囲気の中、意識の向上を図っていきたいと思って
います。
　それにしても、最近入会してくる会員は本当に多忙で
す。友人、知人も多い年代で、仕事にしても第一線で懸
命に働いている人ばかりです。先ずは仕事優先で頑張っ
てもらい、クラブ出席は少し大目に見て入会してもら
う、例えば仮入会ということも考えながら、クラブの仲
間を増やすことを目指したいと思っています。
　来年度は、当クラブの30周年事業があります。これま
でもガバナー輩出年度や周年事業の際は、入会年度によ
らず会員全員の力が必要となり、誰にも様々な仕事が与
えられました。その結果、誰もがロータリアンとして大
きく成長したように思っています。今年から来年にかけ
て周年事業の準備に入りますが、皆の頑張りと成長を大
いに期待したいと思います。

　チャーターメンバー30名で発足した米沢中央ロータリークラブ
は、昨年、創立30周年を迎えました。当クラブ設立にご尽力され
た先輩会員に感謝しながら、31年目を38名で迎えたところです。
　我がクラブの自慢は、「家族との繋がり」です。発足当時よ
り、同伴例会を通じて会員家族同士の繋がりが密で、アットホー
ムで和やかな雰囲気の中、互いの交流を楽しんでいます。また、
我がクラブの食事は大変おいしく、皆に誇れることも自慢の一つ
です。
　今年度は、佐藤会長の「ロータリーを楽しもう　親睦を深め、
何か良いことをしよう」のスローガンの下、入会した誰もが
「ロータリーに入って良かった」と思えるようなロータリーを目

指しています。それだけに、「知人から友人へ」を合言葉に、仲間同士をもっと深く知るため、ロータリーを語る会員
卓話例会を実施しています。すなわち、仲間を知り、ロータリーを知り、親睦企画を待ちわびるような家族的雰囲気を
大切にしています。また、会員増強例会を通してメンバーの意思疎通を図りながら、会員増強にも力を入れているとこ
ろです。
　今年は、東北ロータリークラブ野球大会の主幹となりました。市
内クラブのメンバーにも協力してもらいながら、クラブ外の親睦・
交流にも力を注いでいます。
　ガバナー公式訪問では、鈴木一作ガバナーより心温まる叱咤激励
をいただき、身が引き締まる思いで「ロータリー活動に真摯に取り
組もう」と決意を新たにしたところです。そして、「ＲＩ会長賞」
を目指します。
　米沢中央ＲＣは30周年を経て、今後ますます進化していくものと
確信しています。



GOVERNOR’S
MONTHLY LETTER 2017-201814

　ガバナー公式訪問

2017年10月23日（月）
神原　祐哉

2017年10月24日（火）
白戸　勝芳

来訪日：
幹　事：

来訪日：
幹　事：

米沢おしょうしなＲＣを語る

酒田スワンＲＣを語る

　我がクラブの自慢は、会員同士がとても仲が良いことです。会員数28名の比
較的小規模なクラブですが、米沢ならではの繊維関係（米沢織関係）の会員が比
較的多く、そうした繋がりが元々強いことも仲が良い理由の一つだと思います。
また、チャーターメンバーが多く残っていることも、仲が良いクラブの理由の一
つでしょう。
　だからと言って、「新参者」が参加しにくいクラブかと言えば、決してそうで
はありません。私は入会５年目で，しかも最年少の会員ですが、軽んじられたこ
とは一度もなく、至らない点はやんわりとご指摘いただくのみで、何より例会で
の交流を楽しみにしている一人です。
　クラブの親睦活動としては、ゴルフや釣りのほか、米沢伝統の金剛流の謡クラ
ブの活動が盛んです。謡クラブは毎週稽古があり、会員の自宅に設けられた能舞
台が活用されています。主に夜の例会などで稽古の成果を披露してくれますが、

毎回、目覚ましく技能が向上
しており、素晴らしい活動だ
と思います。また、会員の配
偶者によるクラブ「桜会」も
あり、家族ぐるみの交流も盛
んです。
　以上のように、我がクラブは活発な親睦活動を通じて形成される
「強い繋がり」と、年少者であっても気軽に参加・交流できる「開放
性」とが特長です。鈴木一作ガバナーも、夜の公式訪問で我がクラブ
の特長に感動してくれたように思います。これらの特長を今後も活か
しながら、会員数の拡大維持を図っていきたいと考えております。

　鈴木一作ガバナーは、公式訪問時に「ロータリーの魅力を話す会員は多いが、クラブの魅力を話す会員は少ない」と言われま
した。なるほどと思い、私が考えるクラブの魅力を記します。

＜クラブの魅力事業＞
　我がクラブの自慢は、2013年から、東日本大震災で酒田市に避難しているご家族を招待して、クリスマス例会を行っている
ことです。当クラブ以外に、第１、第２ブロックの会員、酒田ローターアクトクラブの会員、さらに当クラブ会員の奥様や子供たち
も参加しています。避難家族が全員そろって楽しい家族クリスマスを迎える日が早く来ることを願って、今年も５回目のクリスマ
ス例会を企画しているところです。

＜クラブ会員の地域活動、社会貢献＞
　我がクラブは会員15人で、創立28年を迎えました。特に、地域活動や社会貢献に、長年に亘って中心的な立場で頑張ってい
る会員が多いです。その中から今回は２名の会員（星川洲さん、松本鶴子さん）の活動を簡単に紹介します。星川さんは酒田
市黒森地区に伝わる黒森歌舞伎の役者（現在、副団長）として、また松本さんは黒森歌舞伎の記録として写真集を作成するな
ど、歌舞伎の保存と発展に貢献しています。黒森歌舞伎は毎年2月15日と17日に行われ、完全防寒の上、当クラブも移動例会
として参加・観賞しています。
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酒田東RC50周年記念式典 第６ブロックＩＭ報告

　庄内平野の稲穂もたわわに実り、収穫の季節を迎える９
月30日、酒田東ＲＣの創立50周年記念式典を開催するこ
とができました。鈴木ガバナー、酒田市長の丸山至様をは
じめとした多数のご来賓をお迎えし、さらに姉妹クラブの
稚内ＲＣの皆様、友好クラブの会津若松、銚子東、三島西
ＲＣの皆様にも遠路はるばるご出席いただきました。また
2800地区の多くのＲＣの皆様もご出席くださり、当クラブ
の50周年を祝うことができましたこと、本当に感謝の念で
いっぱいでございます。心より御礼申し上げます。

　式典では、鈴木ガバナーと酒田市長より心温まるご祝辞
を賜り、誠にありがとうございました。式典後の記念コン
サートでは、川田会員令夫人の麻美様の心晴れ渡る歌声に
全員が魅了されました。また、アンコールにも応えていただ
き、心地良い気持ちでいっぱいでした。
　祝賀会では、伊藤会員令夫人の美代様と酒田舞妓から、
祝舞を披露していただきました。何より、美味しい料理とお
酒の中での語らいに過ぎ行く時間を忘れてしまい、まさに
ロータリーの真髄をみた思いでございます。最後に、当クラ
ブ自慢の酒田甚句を全員で踊り、祝賀会の締めとさせてい
ただきました。
　当クラブ会員一同、皆様の友情に感謝し、今後ともご指
導ご鞭撻をいただきながら、「継続は力なり」を信じて更な
る60周年、70周年へと邁進する所存でございます。ご臨
席を賜りました皆様のご健勝と参加クラブの益々のご繁栄
を、心よりご祈念申し上げます。

　10月15日(日)、南陽市宮内熊野大社で第６ブロックＩＭ
を開催いたしました。鈴木一作ガバナーの得意分野である
「職業奉仕」に重点を置きながら、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～」にふさわしいＩＭとするべく、南陽東ＲＣをホストクラ
ブとして企画運営いたしました。
　第１部では、地区職業奉仕カウンセラーの和田ＰＧから
「職業奉仕を分かりやすい言葉で語る」というテーマで、
基調講演をいただきました。特に、「我々は職業人であり、１
日の間で最も時間を割いているのが職業（仕事）です。お客
様に喜んでもらうため、色 と々創意工夫をめぐらしながら、頑
張って仕事に打ち込んでいます。それが職業奉仕です。だか
ら、ロータリアンの主体は職業奉仕なのです。」という説明
は、誰もが納得し、とても分かりやすかったと好評でした。
　第２部では、第６ブロック各クラブの職業奉仕委員長１１名
をパネリストに迎え、「職業奉仕を志す各クラブの思い」と題
したパネルディスカッションを行いました。クラブによって考
え方は様々でしたが、職業奉仕を真摯にとらえ、実践してい
る姿は同じです。大いに互いの参考になったと思います。
　最後に、鈴木一作ガバナーから、「本来あるべき討論形
式でＩＭを企画運営していただき、しかも真っ向から職業
奉仕を本気で語り合うロータリアンの姿を見ることができ
て、私は心から嬉しく思っています。福島での地区大会を途
中から抜け、後ろ髪を引かれる思いで駆けつけましたが、来
た甲斐がありました。皆様の友情と真摯なロータリー精神、
そして壇上に飾られている“職業奉仕の森”に感動していま
す。」という講評をいただきました。
　その後の懇親会は、ガバナーを囲んで大いに盛り上がっ
たことは言うまでもありません。鈴木ガバナーのロータリー
に対する誠実で熱い想いは、2800地区のロータリアンなら
誰もが知っています。喜んでもらって、大変光栄です。私た
ちこそ、皆で準備に頑張ってきた甲斐がありました。

酒田東RC会長

斉藤　透
南陽東RC幹事

横山　仁
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第４ブロックＩＭ報告 第１ブロックＩＭ報告

　10月21日（土）、寒河江さくらんぼＲＣがホストとなり、第４ブ
ロックＩＭ並びに第４ブロック５ＲＣ合同例会が、寒河江市のホテ
ルシンフォニーで開催されました。
　ＩＭテーマは「世代、時代を繋ぐ、そしてロータリー精神」であ
り、鈴木一作ガバナーが推奨するフォーラム形式のもと、４つの
テーマで進められました。
　テーマ１は、「地域内ボランティアグループ及び地域活動の活
性化を目指すグループの現状と連携について」です。第４ブロック
は、インターアクト、ローターアクトが無い状況の中、若い人たちと
のボランティア活動を通じた交流が少ないように感じられます。ま
た、高校生のボランティアグループが年々減少し、子供たちだけで
は活動しにくい状況もあります。そのような中、「ロータリーは若者
らとどうかかわっていけるのか」が今回のテーマでした。内容は、
「山形県は、山形方式など、高校生のボランティア率が全国一位
という報告もある。上杉鷹山の「自助」「互助」「扶助」の精神が
根付いているのかもしれない。こうした素晴らしい精神を継続させ
ていくために、私たちにできることがあるということを認識して行
動していくべきだ」というものでした。ただ、実効性ある具体案ま
でには至りませんでした。
　テーマ２は、「新入会員の育成に、ベテラン会員はどのようにか
かわるか」です。会員同士のかかわりで最も重要なことは、「ロータ
リーは何のためにあるのか、何を目的にしているのか」です。これ
について、“ぶれない軸”をロータリアンとして持つことが重要です。
これらを踏まえて、新入会員の育成とベテラン会員のかかわりに焦
点を当てて議論しました。
　テーマ３は、「第4ブロックとして合同で実施できるプログラムの
検討」です。近年、地区の会員数減少が続き、地区やクラブのプロ
グラムにも制限が出てくるように思われます。なぜなら、会員減少
は人的パワーの減少であり、クラブ予算の減少だからです。こうし
た対応策の１つとして、ブロック合同プログラムの意義について話
し合いました。
　テーマ４は、「ガバナー方針に基づいた討論について」です。今
年度、ガバナー公式訪問では夜の90分フォーラムが推奨されてい
ます。これまでフォーラム形式の例会を実際に行っていたクラブは
少なかったのですが、話し合いの結果、今後はフォーラムのような
意見交換をする機会を増やしていこうということになりました。
　最後に、ＲＩ会長賞をとろうということでガバナーが各クラブに
呼びかけておりますが、「MY ROTARYに入っていくのが難しい、
どのように入っていけばよいか」ということも話し合いになりまし
た。各クラブとも苦労しているようで、講習会などが必要ではない
かと思ったところであります。
　以上のような討論会でしたが、さすがは鈴木ガバナーのお膝
元、第４ブロックのＩＭは貴重かつ活発な意見が終始飛び交う中、
大盛会で終了しました。
　引き続き行われた第４ブロックＲＣ合同例会に始まる懇親会
は、大マジックショーを交えながら盛り上がり、会員同士の友情を
大いに深め合うことができました。

　11月5日（日）、第１ブロックIMを、主催者鈴木一作ガ
バナーにご参席いただき、酒田湊RCがホストクラブとし
て開催できましたこと、又多数のロータリアンに参加い
ただいたことを心より感謝申し上げます。近年のIMは、
ロータリーのテーマと離れた講演・演芸が多くなったよ
うに感じます。それだけに、IMは徹底してロータリーを
勉強する日にしたいと思い、企画いたしました。
　唐突な講演依頼を快くお引き受けいただいた石黒慶一
ＲＩ理事より、イアン・ライズリーＲＩ会長のテーマ
「ロータリー：変化をもたらす」を題目として、ロータ
リーがどのように変わろうとしているのか、どこに向か
おうとしているのか、ＲＩ理事としての視点から記念講
演をいただきました。
　講演中の「環境の変化に対応したものだけが生き残
る」のフレーズは、今こそロータリーは変化する時で
あることを表現しているものと痛感しました。また、
「LEADERの要件はListen（人の話がよく聴ける）、
Explain（人に分かり易く説明できる）、Assist（人に手
を差し伸べられる）、Discuss（人と充分意見交換ができ
る）、Evaluate（人を評価してやれる）、Respond（人
の提言を尊重し対応できる）である」とのお話しは、我
が身にあてはめて考えさせられた一文でした。
　鈴木ガバナーの地区目標「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～」のもと、酒
田湊RC守屋紀男会長は「全クラブがＲＩ会長賞を受賞しよ
う」、さらに「ロータリアン一人一本の植樹を、是非ブロック
全体の活動として達成したい」と明言されました。
　その後、次期ガバナー補佐の進藤芳明様の紹介、次年
度ホストクラブ酒田RC会長エレクトの茂木英一様の挨
拶と続き、IM総括を鈴木ガバナーよりいただき、ロー
ターアクトの活動紹介・会員勧誘のあと閉会、お待ちか
ねの懇親会の運びとなりました。
　少人数のクラブゆえ、自前の催し物でもてなす酒田湊
クラブです。池田一郎会員のお孫さんで、若干20歳の松
島流師範、松島寿々雪さんの優美な舞を皮切りに乾杯。
そして楽しい親睦の時間を満喫し、ソプラノ歌手の川田
麻実さん（親クラブ酒田東RC川田利彦会員の奥様）の素
晴らしい肉声に聴き惚れて、あっという間に「手に手つ
ないで」を歌っていました。皆様のご協力に感謝！

第４ブロックガバナー補佐

奥山 治朗（寒河江さくらんぼRC）

第１ブロックガバナー補佐

庄司　豊（酒田湊RC）
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青少年交換学生 月次報告 米山奨学・学友コーナー

⃝派遣国：ハンガリー　　⃝ホストRC：Győrújbarát　　　　　　　
⃝スポンサーRC：酒田中央

　冷え込みが激しくなって
きたハンガリーでは、街のあ
ちこちでクリスマスイベント
に向けた準備を見かけるよ
うになりました。
　こちらに来て約２カ月、は
じめは何を言われているの
か全く分からなかったハンガリー語も、ようやく聞き取れる
ようになってきました。しかし、まだ正しく話すことはでき
ません。そこで、ロータリーが用意してくれた講座とは別に、
学校の先生にお願いしてハンガリー語の授業を受けさせて
もらうことにしました。今日が第一回目の授業だったのです
が、２カ月しか経っていないのに、ここまで理解できるのは
凄いことだと褒めてくださいました。自分自身、ハンガリー
語の会話に慣れてきたことが実感できるようになり、嬉しく
思っています。他の留学生とも、できるだけハンガリー語で
話すことにしています。私と同じ1911地区にいる留学生の
ハンガリー語習熟度は、ハンガリー国内でもトップクラスだ
と思います。彼らに遅れをとらないよう、頑張っています。
　先月、ホストファミリーのことで悩み、日本のロータリー
の方に相談したところ、自分が思っていたよりも簡単に解決
しました。やはり、コミュニケーションが少なかったことが原
因だったようです。今では、その日にあった出来事を、ホスト
ファミリーにハンガリー語と英語を織り交ぜながら必ず話
すようにしています。ファミリーも、間違った表現があれば
注意してくれます。そのおかげで、ハンガリー語の法則性や
特徴が徐々に分かってきました。
　同じ外国でも米国や英国とは違い、事前の知識や情報
が少なかったハンガリーでは、日本にはない新しい発見や
経験が沢山ありました。その一方、自分を見失ってしまうこ
とも少なからずありました。しかし、誰かがいつも私を助け
てくれます。これからも、感謝の心を忘れずに過ごしていき
たいです。

佐藤 ひかり さん

　私が2010～2011年のクラブ会長時
代、白鷹ロータリークラブで米山奨学
生の世話クラブを担当しました。山形

大学工学部の学生で、大変日本語が上手で好感の持てる奨
学生でした。当時は、米山奨学生、米山奨学金、奨学基金
などはなんとなく認識しているつもりでした。月に一度、奨
学生に奨学金を例会時に手渡して卓話を聞くこと、何か行
事があると駆り出して存在をアピールしていたこと、「このよ
うな奨学生を選出する基準とはどんなものなのか」と考え
たことなどを思い出します。　
　2015年から地区の米山奨学委員会に配属となり、奨学
生の選考試験の監督をする機会がありました。米山奨学金
は返却する義務がないのでかなりの人気ですが、選考が厳
しいため、学生らは緊張しているように思えました。試験は
論文で、当日、ガバナーからテーマを与えられ、制限時間内
に日本語で書くものでした。その後に面接があり、終了で
す。試験終了後、彼らが書いた小論文を拝見させていただ
きました。驚きでした。ほとんどの学生が、突然与えられた
テーマにもかかわらず、原稿用紙にきれいな日本語で、しか
も漢字も交えて書いているのです。他にも、彼らに感動させ
られたことは沢山ありました。それだけに、優秀な米山奨学
生たちが、将来、世界の懸け橋となって活躍することを願う
ばかりです。

　恥ずかしながら、ロータリー歴30年
になりながら、今回初めて米山奨学会
に関連する地区委員会に所属する機

会を得ました。クラブでも一度も委員になったことがなく、
米山奨学会に対する認識が乏しいだけに「本当にロータリ
アンなのか？」と非難の的になりそうな状況です。
　「私に限ったことではないのでは？」などと自問しな
がらも、過去を振り返れば、クラブでも５名以上の奨学
生をお世話していたような記憶があり、改めて己の意識
の低さを深く反省しております。それだけに委員会活動
を通して、米山学友が様々な分野で活躍していて、かつ
米山奨学会に深い理解と感謝の気持ちを持っているとい
うことに感銘を受けました。
　米山奨学会に限らず、ロータリーは次世代を担う若
い人材への教育環境の改善・向上・支援を行うこと
で、国と国の関係を円滑にし、国際平和の実現に向け
て活動を行っています。今日の緊迫した国際関係を目
の当たりにして、私たちのやるべきことは、「米山奨
学会の活動をさらに充実したものにして、平和の架け
橋となる人材を地道に育てること」であると深く再認
識しているところです。

米山奨学・学友委員会委員
菊地 政人（白鷹RC）

米山奨学・学友委員会委員
太田 貴志（山形東RC）
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新入会員紹介

表 彰 関 係

訃　報
近藤 勝昭 佐山 雅映

2017年11月２日 ご逝去
享年80歳（山形北）

2017年11月16日 ご逝去
享年84歳（山形西）

第６回米山功労者
マルチプル

第３回米山功労者
マルチプル

第１回米山功労者

PHF+１

PHF+５

PHF+２

PHF+２

PHF+３

PHF+１

PHF+１

PHF+２

PHF PHF+１

第５回米山功労者
マルチプル

第２回米山功労者
マルチプル 第１回米山功労者

PHF PHF+１

第４回米山功労者
マルチプル

第１回米山功労者

PHF+１

第４回米山功労者
マルチプル

近藤 勝昭
（ 山形北 RC ）

水上　進
（ 山形北 RC ）

菅原 勝安
（ 酒田スワン RC ）

海野 寛康
（ 酒田中央 RC ）

熊谷　誠
（ 山形北 RC ）

斉藤 庄吉
（ 山形北 RC ）

長澤 裕二
（ 山形西 RC ）

國井　誠
（ 山形北 RC ）

後藤　寛
（ 山形北 RC ）

佐藤　猛
（ 酒田東 RC ）

杉山 光秀
（ 山形北 RC ）

青山　登
（ 山形北 RC ）

中村 昂三郎
（ 山形北 RC ）

伊藤 三之
（ 山形北 RC ）

佐藤　元
（ 山形北 RC ）

星川　州
（ 酒田スワン RC ）

酒巻 政明
（ 酒田中央 RC ）

黒井 重治
（ 山形北 RC ）

佐藤 幸蔵
（ 山形北 RC ）

松本 鶴子
（ 酒田スワン RC ）

石寺 憲和
（ 酒田中央 RC ）

大久保 章宏
（ 山形南 RC ）

山形北 RC　第 22 回米山功労クラブ

寒河江 RC　第 23 回米山功労クラブ

〈 米山功労クラブ 〉

高橋　剛
所属クラブ
職業分類
入 会 日

／長井中央
／鯉養殖加工販売
／2017.７.１

武田 昌裕我妻 孝志
所属クラブ
職業分類
入 会 日

所属クラブ
職業分類
入 会 日

／山形北
／リース業
／2017.11.16

／南陽
／精密機械装置製造
／2017.７.５



12月の
地区スケジュール

〒991-0041  寒河江市寒河江鷹ノ巣７番地
TEL：0237-85-1882　FAX：0237-85-1883　
E-mail：ri2800suzuki@helen.ocn.ne.jp

市の中心街より約２キロほど南の寒河江市島地区。山形県の母
なる川、最上川が流れ、最上川ふるさと公園のセンターハウス上
に月山、朝日の山々が眺望できる、すばらしい景観の地である。

〒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

http://www.rid2800.jp

◇ガバナー事務所

今月の言葉

寒河江十景
最上川堤防からの眺め

（ 島地区 ）

◇地区事務所

◇ホームページ

12/1 金
2 土 米山奨学生選考試験（山形市）
3 日 歴代地区幹事・資金委員長会議
4 月
5 火
6 水
7 木
8 金

9 土
第２回 諮問委員会
第１回 地区チーム研修セミナー
国際協議会歓送会

10 日
11 月
12 火
13 水
14 木
15 金 　 青少年交換・学友小委員会＆オリエンテーション
16 土
17 日
18 月
19 火
20 水
21 木
22 金
23 土 天皇誕生日
24 日
25 月
26 火
27 水
28 木
29 金
30 土
31 日

1/1 月 元日
2 火
3 水
4 木  　
5 金
6 土
7 日
8 月 成人の日
9 火

10 水
11 木 G公式訪問（寒河江）


