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ガバナー月信

「ロータリーの友」７月号の“クラブを訪ねて”に寒河江RCが紹介されましたので、ぜひご一読ください。
（ 写真：「ロータリーの友」岩田一平カメラマン撮影 ）
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　早いもので、いよいよガバナー月信の総括号をお届けする時期となりました。これまでのガバナーメッセージは、「ロータ
リーの外に向けた奉仕活動」がテーマの大部分でした。なぜなら、毎月の特別月間スローガンの解説と奨励が、ガバナーメッ
セージの主たる内容となってしまうからです。今回の総括号では、「内なるロータリー、ロータリアンかくあるべし」をテー
マに書かせていただきます。

◆ロータリーとは？
　私は、機会ある度に「ロータリーは、①ロータリアン同士の友情を基盤に、②立派なロータリアンを育てながら、③価値あ
る奉仕をしている世界的な団体である」と、皆様へお伝えしてきました。留意すべきは、③の「価値ある奉仕」の根幹は職
業奉仕だということです。また、①②はクラブ奉仕そのものであり、③の内容を学び検討し合うこともクラブ奉仕です。アド
ラー心理学で言えば、①は他者信頼、②は自己受容、③は他者貢献に繋がるものであり、幸福の三要素に相当するものです。
そういう意味では、ロータリーは実によくできていると思います。

◆クラブ奉仕やクラブ運営に磨きをかける
　ロータリーの持続可能な発展のために、ＲＩは「奉仕プロジェクトの充実、公共イメージの推進、会員増強」を掲げていま
す。もちろん、それらは大事です。しかし、私は地区大会に来られたＤＬジャクソンＲＩ会長代理の言葉、「ロータリーは、
人間です。ロータリーの人間（ロータリーの仲間）を大事にしましょう」こそが、まさにロータリーの喫緊の課題ではないか
と思うのです。
　ロータリーの仲間を大事にするとは、「クラブ奉仕やクラブ運営に磨きをかける」ということです。そのための最も簡単か
つ効果的な具体例を挙げれば、クラブの例会が「今日も来てよかった」、「今日の例会プログラム、とてもためになった」、
「今日の会長スピーチ、感動したよ」という声で溢れることでしょう。そういう活気に満ちたクラブであれば、会員誰もが意
気に感じ、例会も休まず、委員会活動にも精を出し、友情も深まり、職業観や人生観の涵養にも繋がり、特に若い会員が育ち
ます。立派に育った若い会員とベテラン会員とがタッグを組めば、奉仕プロジェクトはより充実するでしょう。そういう若い
会員に地域のリーダーを任せれば、ロータリーの公共イメージ推進にも貢献するはずです。もちろん、それらは会員増強にも
繋がるのです。
　そういう意味では、例会の在り方、奉仕プロジェクトの内容、新会員の育成、クラブの問題点と対策などについて会員アン
ケート調査をしたり、話し合いの場を持ったりすることも、「クラブ奉仕やクラブ運営に磨きをかける」ための良いヒントが
得られる機会となるでしょう。私は、クラブの10年先の命運は、ロータリーの仲間を大事にした「活気に満ちたクラブ」の成
否にかかっていると思います。もちろん、命運の鍵を握っているのはクラブ会長です。

◆ロータリアン同士の友情“fellowship”とは？
　一般に、単なる親睦や友情は“friendship”ですが、ロータリアン同士の友情は“fellowship”、すなわち、目的や理念が同じ者
同士の「仲間意識、連帯感、同志」です。なぜなら、ロータリーは、「ロータリーの目的」の推進・達成を目指すロータリア
ンの集まりだからです。ところが、この“fellowship”を、ロータリー公式訳語では「親睦」としてしまいました。語学的には
明らかに誤訳ですが、今さら変えようはないでしょう。いずれにしても、ロータリアン同士の友情“fellowship”（ロータリー
公式訳語：親睦）は、「ロータリーという苗木が成長するために、その根に栄養を与えてくれる土壌」（Guy Gundakerの言
葉）に相当するものだということを、我々は忘れてはなりませんし、若い会員にも伝えていかなければなりません。

◆クラブ例会こそ、ロータリー発展の根幹
　そういう「土壌」の代表例は、もちろん「クラブ例会」です。すなわち、ロータリアン同士が情報や経験を語り合い、好意
と友情と敬愛を深め合い、自己改善を図り、奉仕の心を育て高めるのが「クラブ例会」です。会員スピーチの重要性が強調さ
れるのも、このためです。そして、その「クラブ例会」で高められた奉仕の心で、各々の家庭、職場、地域社会において、よ
り良い奉仕の実践に努めるロータリアンが増えていくこと―。それが、「ロータリーという苗木の成長」だということです。
まさに、1947−1948年度のケンドリック・ガーンジーRI 会長が残した珠玉の言葉「入りて学び、出でて奉仕せよ（Enter to 
learn, Go forth to serve）」です。

◆ロータリーは不滅
　それでは、ロータリーはポリオ撲滅をはじめとした財団事業をやめてしまうと、さらには米山奨学事業や青少年交換留学事

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　鈴木 一作

　ＲＩテーマ

　 地区目標

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～
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業もやめてしまうと、存在価値はなくなる
のでしょうか？　あるいは、衰退、崩壊し
てしまうのでしょうか？　いいえ、そんな
ことはありません。それらが例えなくなっ
たとしても、前述の「①友情、②自己向
上、③価値ある奉仕（特に職業奉仕）」は
微動だにしません。そして、我々が最も大
事にしなければならない「ロータリーの目
的」にしても微動だにしないのです。なぜ
なら、「ロータリーの目的」には、財団事
業、米山奨学事業、青少年交換留学事業な
どの記述はないからです。言い換えれば、
それらの事業は「③価値ある奉仕」の具体
例の一つに過ぎないのであって、大切なの
は「ロータリーの目的」＝「立派なロータ
リアンとしての生き方」だということで
す。その生き方をロータリアン同士で研
鑚していく土壌が「ロータリアン同士の友
情“fellowship”（ロータリー公式訳語：親
睦）」であり、良い土壌にしていくことが
「クラブ奉仕やクラブ運営に磨きをかける」ということです。そして、それらが確固たるものであれば、ロータリーは不滅な
のです。

◆The development of acquaintanceは、知り合いを広めることなのか？
　さて、ロータリアン同士の友情という観点から、どうしても触れておきたいことがあります。それは、『ロータリー
の目的：第１』の公式和訳、すなわち「知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること（The development of 
acquaintance as an opportunity for service）」は、少なからず誤解を招きやすい表現だということです。先ず留意すべき
は、「acquaintance（知り合い）」 の「development（発展）」というのは、知り合いの量が増えることよりも、むしろ質
が深まることを指す内容だということです。
　その理由は、『ロータリーの目的』の変遷の歴史を振り返ると分かります。現在の『ロータリーの目的：第１』の原型は、
実は1912年に制定された『ロータリークラブの目的：第４』に記された「奉仕の一つの機会として、また成功への道とし
て、出会いから親交への必然的な深まりを推進すること（To promote the scientizing of acquaintance as an opportunity 
for service and an aid to success）」です。当時のロータリーの広報誌「The National Rotarian」に掲載された「the 
scientizing of acquaintance」の解説には、「scientizing」＝「必然的な成り行き」とあります。すなわち、「出会って知
り合いとなり、交友を深めて友人となり、絆で結ばれた同志となる」＝「出会いから親交への必然的な深まり」ということで
す。言い換えれば、「acquaintance（知り合い）」→「friendship（友情）」→「fellowship（連帯意識、同志）」という成
り行きを推進することが、「To promote the scientizing of acquaintance｣の意味なのです。こういう意味合いが、現在の
「The development of acquaintance」という表現に託されてきたのです。

◆The development of acquaintanceの場所は、どこなのか？
　もう一つの留意すべき点は、「The development of acquaintance」の場所については、クラブ例会と考える方や、地域
社会と考える方がいることです。これについては、やはり同じ1912年に制定された「国際ロータリークラブ連合会の目的：第
４」で、「各国各都市のロータリアンやクラブ同士が友愛の精神を推進し合い、互いの興味・関心・利益の調和や統一をはか
ること」が謳われていたことに注目したいと思います。そして、この「国際ロータリークラブ連合会の目的」と先の「ロータ
リークラブの目的」は多少の変更を経た後、1922年のロスアンゼルス大会で現在のように一つにまとめられ、その後も改編・
簡略化されながら現在の「ロータリーの目的」に至っています。こうした背景や経緯を踏まえれば、「The development of 
acquaintance」の場所は「ロータリアン同士の出会いの場の全て」と理解するべきだと、私は思っています。もちろん、そ
の主たる場はクラブ例会ですが、奉仕プロジェクトの場、ＩＭや地区大会、さらには地区内外のセミナー、国際協議会や国際
大会の場も含まれます。そうしたロータリアン同士の出会いの場で、大いに経験を語り合い、意見を交換し、互いの人柄に触
れ、敬愛の念を深め、自己の研鑚と奉仕の心を高めながら、それらを価値ある奉仕に繋げてゆくのです。そして、それこそが
ロータリーです。この数年間、そういう貴重な場を数え切れないほど体験できたことが、なによりのガバナー冥利だと思って
います。

◆「ロータリーの目的：第１」の意味
　以上をまとめると、「ロータリーの目的：第1」は“ロータリアン同士が、あらゆる出会いの場で親交を深め合うことによっ
て、奉仕の機会に繋げていくこと”が、私なりの解釈です。皆さんは、如何お考えでしょうか。
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　時間が経つのは本当に早いものです。計画を練ったり、目標を
設定したり、アイデアを出し合ったりと、新年度の準備に勤んで
いたことがまるで昨日のことのようです。そしてまた一つのロータ
リー年度が終わり、新しい年度がやって来ました。良い機会です
ので、今回はリーダーシップの年であった2017-18年度について
振り返ってみたいと思います。
　以前、私から各クラブにお願いしたことの一つに、「奉仕の総
時間数」と「慈善活動に費やした資金」という2つの情報を報告
してほしいというものがありました。ご協力いただきありがとうご
ざいます。各クラブから寄せられた時間の活用方法や、苦労して
得た資金の情報を元に、世界各地におけるロータリーの影響力
を数値化することが可能となります。この情報を世界に発信し、
世界を良くするロータリーの大きな力を示すことができれば、
ロータリアンとしての誇りに繋がります。

　もう一つ、私からすべてのロータリアンの皆さまにお願いして
いたことがありました。それは、７月１日から2018年４月22日の
アースデイまでの間に各クラブの会員一人ひとりの皆さまに木を
一本ずつ植えてもらい、環境持続性の向上に貢献してもらうと
いうことでした。私は皆さまの努力が、120万本の新しい木がも
たらす環境的メリットよりも遥かに素晴らしい結果を生み出し、
その努力そのものに価値があると確信していました。
　今年度もさまざまな場所を訪れましたが、この目標に挑むロー
タリアンの数に驚かされた一方、嬉しさも覚えました。私も仲間
のロータリアンと一緒にたくさんの木を植えることができまし
た。数え切れないほど何度も皆さんと一緒に汗を流すことがで
きましたが、アースデイを迎える日までに世界各地のロータリア
ンが何百万本もの木を植えてくれたそうです。地域によっては植
樹に適した季節がこれからやって来るので、その時にはもっと多
くの木が植えられることでしょう。
　この目標に取り組む皆さまの姿にはとても心を打たれます。ま
さに地球に対するロータリアンの強い想いが伝わってきます。私
の任期が終了した後も、皆さまには地域社会や国際社会のため
に木を植え続けていただきたいと願っています。

　環境持続性というトピックは、私の在任期間中に行われた計
６回の会長主催平和会議の数ある議題の一つでした。それぞ
れの会議では、平和とほかの５つの各重点分野との関係性に加
え、環境持続性について話し合われました。私の願いは、会議で
感銘を受けた人びとが行動を起こし、新たな取り組みが始まる
ことでした。私はすべての会議に参加しましたが、毎回出席者が
非常に多く、世界をより平和にしたいというロータリーの気概を
感じることができました。
　今年はローターアクトの創立50周年という重要な一里塚を
達成した年でもあります。1968年、米国ノースカロライナ州の
ロータリー会員らが初となるローターアクトクラブを設立し、若
い人びとが奉仕活動に携わることのできる機会を作りました。
今日、184カ国に１万を超えるローターアクトクラブが存在し、
世界に変化をもたらそうと若いリーダーたちが奔走していま
す。ローターアクトがこれから先の50年も繁栄を続けるよう、
各ロータリークラブにはローターアクトクラブへの資金援助を
ご検討いただき、またローターアクターたちが今後もロータリア
ンとしてロータリーの家族と繋がりを保てるよう、周りのクラブ
と協力しましょう。
　そして今年度の最後のハイライトはもちろん、インスピレー
ションをいたるところで発見できたトロント国際大会です。ポリオ
撲滅の活動を支援するため、ユニークな体験ができるバーチャ
ル・リアリティ（VR）の動画を作成・公開しました。今年の友愛
の家では、最新のVR動画『ペイシェンス（忍耐）：ポリオに立ち
向かう女性』の特別上映が行われました。ウガンダのローターア
クターであるペイシェンスさんが僻地へと赴き、ポリオの予防接
種を受けていないこどもたちに必要なポリオワクチンを投与する
彼女の姿を映し出した動画です。
　ペイシェンスさんのストーリーを世界に広げることで、ロータ
リーのポリオ撲滅活動を継続していくことの重要性を伝えるこ
とができるでしょう。私たちはポリオ患者がゼロになるまで活動
を続け、その状態を維持し、最終的にポリオを撲滅へと追いや
らなければいけません。
　今年度は本当にたくさんのことを達成でき、そして未来のロー
タリアンのための基礎を築けたことを大変嬉しく思っています。
皆さまのお力添えがなければどの目標も達成できなかったこと
でしょう。これは会員の皆さま一人ひとりやスタッフ、そして国際
パートナーの協力こそがロータリーの成功への鍵であるからに
他なりません。
　皆さまにおかれましては、年始よりもさらに強い情熱を持って
この一年を締めくくられたことと思います。私はサンディエゴで
のスピーチにおいて、チームとして動き、個人では成し遂げられな
いことを達成することの重要性について話しました。2017-18年
度、私たちはチームとなり、「ロータリー：変化をもたらす」という
ビジョンを確実に進展させることができました。皆さまの多大な
ご協力に心から感謝の意を表したいと思います。私はロータリー
の会長であることを誇りに、そして光栄に思います。
　ロータリーにとどまらず、今後の皆さまのご活躍をお祈りいた
します。

2017-18年度
国際ロータリー会長

イアン H. S. ライズリー

2017-18年度 国際ロータリー会長からのメッセージ
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　６月１日（金）、第27回インターアクト年次大会が羽黒
高等学校および松ヶ岡開墾場を会場として、近年稀にみる
150名近くの参加者を集め、盛大に開催されました。2800
地区7校のインターアクターをはじめ、平日のお忙しい中に
もかかわらず、鈴木一作ガバナー、地区役員、スポンサーク
ラブのロータリアンの皆様、ローターアクターの方々がご出
席くださいました。
　開会式では、鈴木ガバナーから 「先ずはやってみる（新
たな経験と貴重な出会い）」、そして「一生懸命やる（必ず
誰かが見てくれている）」、何より「失敗や叱責があっても
希望を捨てない（今日が全てではない、失敗こそ貴重な財
産）」など、ご自身の体験をもとにした熱いメッセージがあ
り、インターアクターにとっては今後の活動、人生の指針と
なるお話を伺うことができました。
　引き続いての講演会では、酒井家19代当主の酒井忠順
氏から、本質を捉えること、他者を感じることの重要性につ
いて貴重なお話しをいただきました。
　活動報告では、各校が“伝える工夫”を駆使しながら発表
する姿が見られ、情報共有だけに留まらず、お互いに刺激を

受けました。また、鶴岡中央高校の阿部花蓮さんが地区外
研修報告の発表を行い、後輩インターアクターたちにとって
は、今年度の研修に対する関心を一層高めるものとなりま
した。
　午後の制作活動は内容が盛りだくさんで、やりきれるか
どうか不安もありましたし、多少のトラブルもありました。そ
れでも、本校スポンサーの鶴岡東RCをはじめ、多くの方々
のご協力のおかげで成功裡に終えることができたと思いま
す。ホスト校の代表として自分なりに頑張ってきた私にとっ
て、鈴木ガバナーからの開会式メッセージの意味をしみじ
みと感じた時間でもありました。
　次年度以降も地区内のクラブ同士で切磋琢磨しながら、
インターアクトとロータリーの理念に対する理解をさらに深
め、活動に邁進していく所存です。今後とも変わらぬご支
援、ご協力をお願い申し上げます。

羽黒高等学校
インターアクト顧問

小松 敬太

インターアクト年次大会報告
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RYLA研修を振り返って
　皆さんは、「RYLAプログラムとは」と聞かれて何を思い浮
かべますか？　ほとんどのロータリアンが、「参加したことは
ない、どういうものか分からない」というのが正直な思いなの
ではないでしょうか。恥ずかしい話ですが、私もそんな１人で
した。しかし、今年度は鈴木一作ガバナーからRYLA研修リー
ダーの１人に指名されてしまい、私なりに必死に考えました。
　RYLA（ロータリー・ユース・リーダーシップ・アワード）とは、
日本語で青少年指導者養成プログラムです。「そうか、ロータ
リーの数あるプログラムの中でも、次世代の若者を直接指導
し、リーダーを育てることができるロータリー主導のプログラ
ムなのだ」と考えたら、ワクワクせずにはいられませんでした。
　だったら、やりたいことが真っ直ぐ見えてきました。「18歳～
30歳までの若者が集まる。企業から期待された青年、地域の
リーダーとして期待される若者、自分を磨くために集まった若
い人たちへ、我々ロータリアンは何ができるのか、何を伝えら
れるのか」―。
　その答えは唯一つ、自分の価値に気づいてもらうこと。自分
の可能性に気づいてもらうこと。できない、やれない、無理だ、
あきらめるなど、自分の限界を決めているのは他の誰でもなく
「自分自身」だということに気づいてもらいたい―。そんな想
いで、私は今回のライラ研修リーダーを引き受けました。
　先ずは伝えたいこと、伝えなければならないことを4つに絞り
ました。すなわち、「①リーダーシップ、②コミュニケーション能
力、③やりぬく力、④結果・成果を出す」の4つです。その上で、
「自分を知る。自分に足りないものは何か。どれだけ言い訳を
し、やれないこと、できないことを他人のせいにして逃げてきた
自分なのか―。それらを心と体で感じる、認める。そして変わ

る。変わっていく自分を感じる。そんな研修に必ずしてやる」と
心に決め、計画を立て、実行したのです。
　講演会などの良い話、ためになる話、明日から見習ってこうし
たい—。そんなことだったら、みんな何度も経験している筈で
す。でも、何も変わらない。実際、１週間も経てば何を聞いたか
も思い出せない。そんなもんです、話だけなら。
　今回のRYLAは、そんなものにはしたくない。自分で行動し、
自分で体感し、「気づく」ことをテーマにしたい。色々なセッ
ションを通じて、気づいていく。何に？　昨日までの自分に気
づく。明日からの自分の可能性に気づく。無限にできる可能性
が自分にもあることに気づくのです。
　気づくのは、若者だけではありません。そう、ロータリアンも
です。実際、今回のRYLAに参加したロータリアンなら気づい
たはずです。始まりの時の若者の顔と表情、それが終了時には
どんな顔と表情に変わっていたかを—。まさに精気が漂い、
自信に満ち溢れていたのです。そして、明日からの仕事に、生活
に、希望や可能性を持つことができた彼らの目は明るく輝いて
いたことを、ロータリアンの誰もが気づいたことでしょう。
　具体的には、どんなRYLAだったか？　どのセッションも、
涙なくしてはいられない。それは、写真を見て感じてください。
いや、気づいてください。
　企画する側が目的意識を明確にし、委員会としてどこまで
できるのか、どこまでしなければならないのか、使命感をもっ
て臨めば結果は必ず出る！　そして、それを実践し、成果を出
す！　そんなRYLAの実現に尽力してくれた委員会メンバー、
わがままを（心中する覚悟で？）支えてくれた鈴木ガバナー、お
手伝いくださった2人の研修リーダー、あなた方は本当に素晴
らしい！　心から感謝申し上げます。完全燃焼！

青少年奉仕コーナー

青少年奉仕委員会
委員長

遠藤 伸一（寒河江RC）
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～ガバナー月信は私信である～
　1年ほど前、ガバナー月信の発行編集にあたり、敬愛す
る安孫子貞夫パストガバナーから貴重な御教示を２ついた
だきました。その１つは、「ガバナー月信は、ガバナーから
地区内各クラブ（会長）へ宛てた私信、すなわち手紙であ
る。だから、セミナー報告などは担当委員が書くのはよい
が、その内容についてはガバナーが責任を持たなければな
らない」というものです。それだけに、執筆者の想いは十
分に活かしながらも、元稿に多少の加除訂正を加えさせて
いただいたことを、お許しいただきたく存じます。

～特別月間を正しく解説する～
　安孫子パストガバナーからのもう１つの御教示は、「毎
月のガバナーメッセージでは、特別月間の意味を正しく
解説すること」でした。私もＲＩ役員のガバナーとして、
毎月、特別月間のテーマについて、歴史的な背景、意義、
推奨・奨励、成果、展望、問題点などを自分なりに調査
分析して正しく解説してきたつもりです。それだけに、全
国のガバナーの集まりの度に「2800地区のガバナーメッ
セージは、大いに参考になった」、「さすがは、石黒慶一
ＲＩ理事を出している地区だ」という声をいただき、嬉し
く思っているところです。

～私自身、ガバナー月信で意図してきたこと～
　上記以外に、私自身がガバナー月信で意図してきた
ことは、①巻頭のガバナーメッセージだけでは伝えき
れない内容を、「ガバナーの想い」として追記するこ
と。②インターアクト、ローターアクト、米山奨学
生、青少年交換留学生の活躍をきちんと報告するこ
と。③地区内クラブの特徴や伝統、活動事業などを紹
介すること。④セミナー、ＩＭ、周年事業の報告は、
参加しなかった人にも具体的内容が分かるように記す
こと。⑤会員が費用と時間を負担するセミナーは極力
減らすかわりに、月信では地区委員会からの情報提供
を大幅に増やすこと。⑥掲載内容が例年より多くなっ
た分、ハイライト米山、財団ニュース、コーディネー
ターニュースなどは、会員へ絶対に知らせなければな
らない重要事項のみの抜粋紹介に限ったこと。⑦月信の
表紙を、その号の内容にふさわしい人物の写真にする
ことなどです。
　いずれにしても、内容的にも注文が多い原稿依頼が
何度となく続き、執筆者と編集校正担当者の労苦に
は、敬意と感謝の言葉しかありません。1年間、ありが
とうございました。

ガバナーの想い

　去る５月26日、300余名のご来賓・県内外のロータリアンに
ご臨席いただき、盛大に米沢ＲＣ創立60周年の式典・記念講
演会・祝賀会を米沢市のグランドホクヨウで開催することがで
きました。創立以来、当クラブを支えていただい方々に感謝申
し上げます。
　本事業は、２年前の平成28年４月７日から準備がスタートし
ました。内藤実行委員長の基本方針「ロータリーらしい記念事
業」と「手をつなぎ“真っすぐ”歩む奉仕の道」のもと、14回の
幹事会をはじめ、数多くの部会打合せを重ねてまいりました。
式典においては、22名の物故会員（元会員を含む）に黙祷を
捧げた後、九里会長が式辞を述べ、記念事業の植樹の発表を
行いました。その後、スポンサークラブ山形ＲＣ会長、第50～
59代のクラブ会長と上杉事務局員への感謝状の贈呈を行い、
50周年時から始めたカンボジアのパンニャサ大学とメコン大
学への奨学事業の紹介、現奨学生からのビデオメッセージと
続きました。引き続き、鈴木一作ガバナー、石黒慶一ＲＩ理事
をはじめ来賓の方々からご祝辞を賜り、閉式となりました。
　記念講演は、2012－13年度ＲＩ会長の田中作次様からお

話しをいただきました。ここまでは決して華やかではないもの
の、ロータリー色の濃い内容で進行してまいりました。
　その後の祝賀会は一転して、会津東山温泉芸妓衆の祝舞、
友好クラブ東京品川ＲＣの会員で俳優の高橋英樹様からのお
祝いメッセージ、元宝塚の鳴海じゅんさんの華やかなステージ
で、会場は大いに盛り上がりました。
　これから、創立60周年の記念誌の刊行、決算と残務整理な
どが残っていますが、無事に終えることができて、一安心して
いるところです。60周年事業の終了は、70周年に向けてのス
タートを意味します。今年のクラブテーマは、「みんなの想いを
新しい革袋に！　～60周年をステップとして～」です。決して後
退することなどないよう、我々は進んでまいります。

米沢RC創立60周年記念式典のご報告

米沢RC 幹事

我妻 弘一
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第７回青少年交換・学友小委員会オリエンテーション報告
　６月16日（土）、寒河江市ホテルサンチェリーで、今年度最後
（７回目）の青少年交換・学友小委員会オリエンテーションが、
鈴木一作ガバナーをはじめ39名の参加で開催されました。
　オリエンテーションpart１では、最初に各スポンサークラブ
から派遣学生の近況報告を受け、その後、来日学生ジャスティン
（鶴岡ＲＣ）、ネルソン（山形西ＲＣ）、ユエン（寒河江ＲＣ）の３
名から、1年間の留学生活の成果を報告してもらいました。また、
先に帰国したナティ（酒田中央ＲＣ）からは、ビデオレターでの報
告を受けました。留学生の誰もが自分の成長と未来を語り、ホス
トクラブやホストファミリーはじめ全てのロータリアンへの感謝
の気持ちを精一杯伝えていました。最後にガバナーから記念の
盾をもらい、留学生活の終わりを実感したようでした。
　オリエンテーションpart２では、派遣学生の佐藤眞綸さん
（寒河江ＲＣ）、春日七虹さん（大江ＲＣ）、草刈菜桜さん（鶴
岡西ＲＣ）、柿崎琴音さん（酒田湊ＲＣ）、深瀬美希さん（東根
ＲＣ）から留学に際しての決意表明があり、その後、ガバナー
から名刺とバッジが渡されました。渡航手続きも最終段階とな
り、不安と期待に胸を膨らませる彼らの姿を見ながら、私は忘
れかけていた「初心」という言葉が心に浮かびました。頑張っ
て来てください！
　最後に、ガバナー、ガバナーエレクト、委員会メンバーから、
厳しくも心温かいエールの言葉が贈られました。新緑の眩しい
この時期に、とても相応しい一日となりました。

　私は、７月からブラジルに留学の予定です。この１年間、研
修オリエンテーションで様々なことを学ばせていただきまし
た。特に大切だと思ったのは、人に合わせるのではなく、自ら
自分の思いを伝えるということです。これまでは、「人に合わ
せていれば、失敗することはないだろう」という気持ちばかり
で、自分の思いを伝えることから逃げていました。しかし、研
修で多くの方とかかわる中、「自分の思いを伝えなければ、何
も始まらない」ことを思い知ったのです。
　留学の日が近づくにつれて、言葉が通じない、そして文化が
違う国に行くのだという不安と、新しい発見、新しい出会いが
あるという希望とが交錯してきました。それでも、小さなロー

タリー親善大使として行く以上、私から見た「日本とブラジル
の様々な違い」を皆様に報告できればと思っています。
　私の留学を支えてくださるロータリアンの方々、そし
て両親への感謝の気持ちを忘れずに、充実した留学生活を
送ってきます。

　私は、フランスの1640地区、ノルマンディーに派遣留学
が決まりました。ホストクラブは、CHERBOURG val de 
saireです。シェルブールは、フランス北西部の美しい港湾
都市です。ホストファミリーも優しそうな方で、会うのが
楽しみです。
　今年は、日仏友好160周年の年です。その記念すべき年にフ
ランスに行けることを、とても嬉しく思います。たくさんの人に
日本のことを知ってもらえるよう、精一杯頑張ります。
　言葉も文化も違う場所で辛くなった時、私には思い出したい
言葉があります。それは、「神は、その人の力に余る試練を与え
ない。試練には、それに耐える力と逃れる道を備えてくださる」
です。いつも笑顔で、前向きに生活してきます。
　地区のロータリアンの皆様、そして酒田湊ロータリーク
ラブの皆様、本当にありがとうございました。私は今、
嬉しい気持ちでいっぱいで、出発の日をとても待ち遠しく
思っています。皆様からいただいたアドバイスを忘れず
に、８月27日、私は旅立ちます。

　約１年間のオリエンテーションを終え、待ちに待ったア
メリカへの留学が近づいてきました。今でも不安はありま
すが、もうじき出発すると考えると、とても楽しみです。
万全の状態で出発日を迎えられるよう、残りの期間でしっ
かり準備していきたいと思います。
　３月に行われたスプリングキャンプでは、英語で「人に
伝わる発表」をすることは簡単ではないと思い知りまし
た。それでも、何度も練習を繰り返したことで、自分とし
ては納得のいく発表ができ、充実した3日間を過ごせまし
た。キャンプ中の課題だった「笑顔で話す」は、留学生活
ではとても大切だと思います。うまく言葉が伝わらない時
でも、臆病にならず、自分から積極的に笑顔でコミュニ
ケーションの輪を広げていきたいです。そして、留学先に
集まった色々な国の学生と友達になりたいです。
　支えてくれる方々への感謝の気持ちを忘れずに、留学中
に沢山のことを吸収できるよう頑張ってきます。

青少年交換・学友コーナー

青少年交換・学友小委員会 委員

中山　一（酒田中央RC）

春日 七虹
寒河江高等学校
スポンサークラブ：大江RC
派遣国：ブラジル

柿崎 琴音
羽黒高等学校
スポンサークラブ：酒田湊RC
派遣国：フランス

草刈 菜桜
羽黒高等学校
スポンサークラブ：鶴岡西RC
派遣国：アメリカ派遣学生５名 出発に向けて
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　最初に、私のホストクラブ寒河江RC、そして2800地区
青少年委員会の皆様には、昨年からのオリエンテーショ
ン、スプリングキャンプ、ライラ研修など、様々な事業に
参加させてもらい、自分自身が成長したと実感できました。
心から感謝申し上げます。
　いよいよフランスへの交換留学出発の時期が迫り、今の
心境は「期待」よりも「不安」でいっぱいです。出発まで
の日々を無駄にせず、語学の勉強に励みます。そして、
様々な人とコミュニケーションをとり、友達をたくさん
作って、楽しく充実した留学生活を送りたいです。１年間で
どれだけ語学を習得できるかは分かりませんが、将来の自
分の夢に結びつけるためにもしっかり勉強して、フランスの
歴史や文化も学んできたいと思います。
　これまで自分を支えてくれた家族、そして全ての方への
感謝を忘れず、常に笑顔で前向きを心がけます。「でき
る、できないではない。やってみる、一歩前へ！」

　いよいよ出発まで1ヶ月となりました。現在、語学の上達
や様々な準備について、あせるところもありますが、自分
なりに必要だと思うことを積極的に行っています。
　派遣候補学生となってからの1年間は、経験したことがな
いことだらけで、本当にあっという間でした。多くのロー
タリアンの方々、家族や学校の先生方に手取り足取り教え
ていただきました。なにしろ留学先では、全てを自分で行
わなければなりません。1年間も留学するには色々な準備、
たくさんの人の協力が必要なんだということを、様々な場
面で感じました。この貴重な機会をいただいたこと、たく
さんの出会いがあったことに、心から感謝します。
　派遣先のドイツは、私の第一希望だった国です。最も行
きたいと思っていた国に行けるのは、本当に大きな喜びで
す。それだけに、高い語学力を身につけることはもちろ
ん、生活の中で伝統的な文化や習慣に触れ、様々な国籍の
人たちから様々な価値観を学びながら、人としても大きく
成長していきたいです。
　しっかりと期待に応えられるよう、精一杯努力してきま
す。１年間の研修期間でたくさんのことを教えていただ
き、本当にありがとうございました。

深瀬 美希
東桜学館高等学校
スポンサークラブ：東根RC
派遣国：ドイツ

佐藤 眞綸
東海大学山形高等学校
スポンサークラブ：寒河江RC
派遣国：フランス

～ＲＩ会長賞とガバナー賞～
　今年度は、「ＲＩ会長賞を達成しよう」を大き
なスローガンに掲げ、クラブ毎に作成した登録マ
ニュアルをそれぞれ送付するなど、達成に向けて
年度末のギリギリまでお願いしてまいりました。
おかげさまで、年度最後で多くのクラブがＲＩ会
長賞を達成されました。達成数は全国トップで、
石黒慶一ＲＩ理事もお喜びのことと存じます。最
終的な確定は８月中旬で、達成クラブにはＲＩか
ら通知が届くはずです。
　また、2800地区独自のガバナー賞について
も、多くのクラブが達成されました。残念だった
のは、ＲＹＬＡへ若者を参加させていればガバ
ナー賞に到達していたクラブが６つもあったこと
です。以下に、各賞のクラブ名をご報告申し上げ
ます。

＜ＲＩ会長賞＞
【達成】 酒田東、酒田中央、酒田スワン、酒田

湊、鶴岡西、余目、東根、東根中央、新
庄、寒河江、大江、河北、寒河江さくら
んぼ、西川月山、山形、山形北、山形
南、山形西、山形東、山形イブニング、
米沢、米沢上杉、米沢中央、米沢おしょ
うしな、南陽、南陽東（26クラブ：達
成確定）

【確認中】 天童西、最上、尾花沢中央、村山ロー
ズ、山辺、中山、上山、山形中央、長
井、長井中央（10クラブ：７月１日
時点の会員登録数次第で達成）

【照会中】 酒田、鶴岡、天童、天童東（４クラ
ブ：会員減に伴うロータリー財団の寄
付者と寄付額の変動次第で達成）

＜ガバナー賞＞
　　 酒田中央、酒田スワン、酒田湊、鶴岡、鶴岡

西、東根、天童、天童東、寒河江、大江、河
北、寒河江さくらんぼ、山形、山形北、山形
南、山形西、山形東、山形中央、米沢、米沢
上杉、米沢おしょうしな、白鷹、南陽東、長
井、長井中央（25クラブ）

　2800地区の以下に記した４つのローターアクトク
ラブもＲＩ会長賞を達成しました。全国的にも素晴
らしい快挙です。

＜ローターアクトクラブＲＩ会長賞＞
　　 酒田ローターアクトクラブ、鶴岡ローターアク

トクラブ、南陽東ローターアクトクラブ、米沢
ローターアクトクラブ（４クラブ）

ガバナーの想い
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　ガバナー補佐メッセージ

　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いたしましたが、早いもので感動の
１年が幕を閉じようとしています。
　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、お二人の熱い想いを果たすべく、ブロック目標
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」とし、RI会長賞を全クラブが取得すること、１人１
本の植樹をすることを目指して活動してきました。
　第１ブロックのロータリアンが「変化をもたらす」とい
う意味を理解・認識し、情熱をもって奉仕を実践すること
により、ブロック内クラブのＲＩ会長賞取得の目途が立った
ことを大変感謝いたします。また、各クラブが独自の植樹
事業を展開してくださっただけでなく、ブロック全体で協
力の上、酒田市で整備中の日和山公園「湊庭園」にアジサ
イ120本を植樹できたことは、ロータリーの公共イメージ
向上に大きく貢献できたものと自負しているところです。
　１年間、ガバナー補佐として、楽しくロータリーライフ
を満喫できました。鈴木ガバナー、そしてブロック内の会
員の皆様に、心から感謝申し上げます。

　イアン・ライズリーRI会長のＲＩテーマ「ロータリー；
変化をもたらす」のもと、鈴木一作ガバナーは「美しい
心、ロータリアンの矜持」を地区目標にするとともに、
「地区内全てのクラブにＲＩ会長賞を」と熱望されまし
た。第２ブロックでは、各クラブの熱心な取り組みによ
り、これらの目標はほぼ達成されたように思います。また、
ガバナー補佐としての一大事業であるインターシティ・
ミーティング（ＩＭ）も、諸行事の多い中の開催にもかか
わらず、ブロック内会員の多数の参加をいただき、成功裡
に終えることができました。
　心配なのは、年度替わりの会員減少です。第２ブロック
会長幹事会においても、今年度末の退会希望者が少なから
ずいるとの話を聞いています。会長などクラブ役員の引き
受け手がいない、またはスムーズに引き継げないという話

もありました。以前、ロータリーには「頼まれた役職は断
らない」という不文律があると教えられてきましたが、最
近は、この良き伝統が上手く受け継がれていないのではと
感じたところです。
　年度後半は、私の出身クラブである立川ＲＣの存続危機
の問題が発生し、対応に忙殺されてしまいました。諸般の
事情からクラブを解散せざるを得ないとの結論に至ったこ
とは誠に残念で、鈴木ガバナーをはじめ、地区内会員にご
心配・ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。ク
ラブの高齢化と会員数の減少は言うまでもなく大問題、各
クラブとも新会員の獲得は最優先事項であることを改めて
実感した次第です。
　最後に、鈴木ガバナーのご配慮により、４月の地区協議
会においてガバナー特別表彰を頂戴し、立川ＲＣ解散に華
をそえていただいたことに心から感謝申し上げ、１年間の
反省の弁といたします。

　ガバナー補佐の拝命をいただいた時、果たして自分が能
力的に務まるか、鈴木一作ガバナーが求めているものにつ
いていけるかなど、思い悩みながら引き受けさせていただ
きました。そして年度開始前の様々な研修を重ねていく度
に、ガバナーのロータリーへの熱い想い、課題の多さをま
すます実感するようになり、改めて大変な一年になること
を覚悟したものです。
　「全クラブＲＩ会長賞を目指すこと」、「公式訪問は夜
の例会でフォーラム形式とし、懇親の場も設けること」な
ど、各クラブとの調整にいろいろ動き回りましたが、各ク
ラブの会長・幹事さんからご協力をいただき、概ね達成で
きました。ＩＭの開催も、ホストクラブの天童西ＲＣが、
少ない会員の中で立派に運営してくださいました。ガバ
ナーからも賞賛の言葉をいただき、我がクラブ、そしてブ
ロック内の全クラブ会員の皆様に、心から感謝申し上げま
す。　
　今回、ブロック内のクラブを回る機会に恵まれ、各クラ
ブの考え方や特徴がよく分かり、大変勉強になりました。
会員の減少に悩んでいるクラブがある反面、７～８名の増
強を達成しているクラブもありました。数は力であり、数
が増えることでクラブが活性することは間違いありませ
ん。これからも、「ロータリーの目的」に沿った行動を心
がけ、ロータリーの良さを語らいながら、仲間を増やすこ
とに尽力していきたいと思っているところです。１年間、
ありがとうございました。

第 1ブロックガバナー補佐

庄司　豊
（ 酒田湊 RC ）

第 2 ブロックガバナー補佐

大滝 孝一
（ 立川 RC ）

第 3 ブロックガバナー補佐

東海林 松男
（ 天童西 RC ）
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　ガバナー補佐メッセージ

　～ロータリー再発見～
　「鈴木一作！　お前はなんてめんどくさいやつなんだ！
　でも、一生の友でいたい！」―、当クラブ公式訪問時の
最後に私の口から出た言葉です。
　地区セミナーの分厚い資料、事細かな説明、要望の多
さ、公式訪問は夜に、ＲＩ会長賞を目指せ、これまでのガ
バナーとは違う、鈴木ガバナー年度はどうなるのだろう、
気が重い。これが、最初の印象でした。
　しかし、鈴木ガバナーの気持ちや人柄を知るにつけ、例
えばＲＩ会長賞を取って欲しいというのも、クラブの活性
化を図ることが大きな目的の一つだということなど、次第
に真意を理解できるようになりました。「このガバナー
は、何処まで思慮深いのか」と底知れぬものを感じなが
ら、この一年半余り、務めてまいりました。
　私が担当する７つのRCは、いずれも特徴が強いクラブ
ばかりです。例会は月２～３回、例会時はロータリーソン
グも歌わない、夜の公式訪問はいやだなど、各々が独自の
考えでクラブ運営をしています。しかし、実際のクラブと
しての活動は、どれもロータリーの名に恥じない、しっか
りとした内容であり、知れば知るほど敬服するばかりでし
た。これまで滅多にメイクで他クラブを訪問することがな
かった（実は、東京RCだけ２度）私にとっては、ロータ
リーの奥深さを改めて実感した1年半でした。
　ＲＩ会長賞は2800地区のおよそ７割近いクラブが達成し
たようですが、鈴木ガバナーの思惑にまんまと乗せられ、お
かげでクラブの活性化、2800地区ロータリアンの矜持、石
黒慶一RI理事の名誉に繋げるなど、多大なる成果を上げた
年度だったと思います。私自身も、多くの方々のご協力と
ご支援で、無事に任務を遂行できました。ありがとうござ
いました。

　私は寒河江さくらんぼＲＣのキーメンバーで、10年前か
ら幾度かガバナー補佐の推薦を受けておりましたが、整骨
院経営という仕事上の都合で断り続けてきました。最近よ
うやく息子へ特殊療法技術等の継承を終え、ブロック幹事
にも恵まれたこともあって、この度、ガバナー補佐をお引
き受けしたところです。ところが、12月の地区リーダー

研修セミナーで、鈴木一作ガバナーから渡された資料を見
た時、理解すべき内容と要望事項の多さに驚き、凄いガバ
ナーの時にガバナー補佐になったと唖然としました。しか
し、研修を重ねる度に納得と共感ができるようになり、ま
た訪問先の担当クラブも好意と友情をもって温かく迎えて
くださる中、私は俄然やる気が湧いてきました。
　ＩＭは、ホストクラブの小野慎一実行委員長のもと、ガ
バナー要望のフォーラム形式で活発な意見が飛び交い、懇
親会も含めて意義深い集いにできました。また、寒河江市
で開催された地区大会は、寒河江ＲＣを中心として第4ブ
ロック会員が一丸となって協力してくださり、まさに地区
目標「美しい心、ロータリアンの矜持」にふさわしい内容
だったと思います。
　この１年間、ガバナーと各クラブのパイプ役となり、第4
ブロック内の会長、幹事さんのお役に少しでも立てればと
いう思いで務めてまいりました。何より鈴木ガバナーのお
膝元、第４ブロックの全クラブがＲＩ会長賞の達成を確定で
きたことを、私も心から誇らしく思っているところです。
おかげ様で、本当に充実した1年でした。ありがとうござい
ました。

　ガバナー補佐就任のオファーを頂戴し、何も分からない
まま、鈴木一作ガバナーの地区チームセミナーに参加した
のが始まりでした。当初は、鈴木ガバナーのロータリーに
対する「非常に熱い想い」に驚いただけではなく、分厚い
資料まで頂戴し、果たして自分にガバナー補佐が務まるの
か不安な思いでいっぱいでした。まずは、担当する全クラ
ブがRI会長賞を獲得することを目標に取り組むつもりでし
たが、年度開始早々に発生した個人的な事情で思うように
クラブ訪問ができず、各クラブに十分な協力ができなかっ
たことを大変申し訳なく思っております。
　そのような中、ガバナー補佐だからできた貴重な経験を
３つ紹介いたします。一つは、11月のロータリー研究会に
参加協力したことで、全国のガバナーやパストガバナーが
集まる会合（これまでは「雲の上」と思えた世界）を覗く
ことができたこと。二つ目は、山形北ＲＣの素晴らしい50
周年記念式典に立ち会えたこと。三つ目は、中山ＲＣが協
力する県営球場での楽天2軍戦で、私が始球式をさせていた
だく役得に恵まれたことです。
　心配していたＲＩ会長賞も、クラブ事務局の頑張りのおか
げもあって、担当クラブ全てが取得できそうです。ありが
とうございました。

第 3 ブロックガバナー補佐

大山 二郞
（ 尾花沢中央 RC ）

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 5 ブロックガバナー補佐

鈴木 政康
（ 山形南 RC ）
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ガバナー補佐メッセージ

　私にとっての今年度は、ガバナーである鈴木一作氏の
ロータリーに対する熱い思いをひしひしと感じる1年でし
た。中でも、ＲＩ会長賞の取得には、特に熱い思いが感じら
れました。私が第５ブロックで担当してきたクラブにして
も、その多く（もしかしたら全クラブ）が受賞することが
できました。これまで、雲の上の存在のように思っていた
ＲＩ会長賞です。ところが今年は、６月時点で受賞が確定し
ていたクラブは地区全体で25を超えています。今まで、こ
んなにＲＩ会長賞を受賞するなどということはありませんで
した。これも、ひとえに鈴木ガバナーの熱意と指導のお陰
だと思っています。
　私が担当しました第５ブロックのＩＭは、雪が舞い散る
今年2月、会場内を180名ものロータリアンで埋めつくす
盛況の中、上山市の福祉村に焦点を当てながら、鈴木ガバ
ナー年度の地区目標に相応しい「美しい心 in かみのやま
　～偉い人より立派な人に～」というテーマで行われまし
た。意気に感じた鈴木ガバナーは、パネルディスカッショ
ンで名コーディネーターぶりを発揮してくださいました。
　ホストクラブの上山ＲＣは、まさに「美しい心、ロータ
リアンの矜持」です。小人数ながら素晴らしいＩＭを企
画、立案してくださいました。準備や打ち合わせも実に入
念で、おかげで鈴木ガバナーの公式・非公式訪問は、私が
同行して３回でした。ＩＭの最後の総括でいただいた鈴木
ガバナーからの賞賛の言葉に、私も上山ＲＣの面々も酔い

しれてしまい、そ
のまま熱気溢れる
懇親会に突入した
ことは言うまでも
ありません。
　思い出深い１年
間、ありがとうご
ざいました。

　突然やってくれと、青天の霹靂で言われて固辞したので
すが、仲間の悪巧みにはめられ、無理矢理ガバナー補佐に
選ばれてしまいました。そうそうたる先輩方が担われてき
た大役に身の引き締まる思いでしたが、ロータリアンとし

ての実績はもちろん、キャリアも無い私には、やはり不安
でした。
　初めて鈴木一作ガバナーのお話をお聞きした時、私はこ
んなバリバリ型の人にはついていけないのではないかと思
いました。それでも、ガバナーから熱い想いで託されたＲ
Ｉ会長賞です。私が担当するクラブにも頑張っていただ
き、多くのクラブが達成できたことは大きな喜びでした。
おめでとうございます。
　寒河江に何度も通った思い出多き１年であり、多くの知
己を得ることもできてありがたく、振り返ってみれば本当に
楽しい１年でした。
　国際ロータリーと第2800地区の益々のご発展と、ロータ
リークラブ会員皆様のご健勝を祈念いたします。１年間、
ありがとうございました。

～ガバナー補佐は楽しい～
　ガバナー補佐は２回目でしたが、前回とは違った意味で
楽しめました。しかも、地区目標「美しい心、ロータリア
ンの矜持」は私の価値観にも合致していただけに、実に心
地良い１年でした。さらに、「ロータリーを共に学び、親
しみ睦み合い、熱い情熱で奉仕に取り組み、平和を目指
し、大きな感動を共有し合おう」を真剣に訴え続ける鈴木
一作ガバナーのおかげで、（この年齢で）ある時は涙を流
し、本当に感動しながら、実に様々なことを学んだ１年で
した。鈴木ガバナーは、強いリーダーシップで、間違いな
く地区に変化をもたらしました。実に立派な人です。
　私の担当クラブの会員の皆様も、誰もが立派な人たちば
かりです。ご親切な対応とご協力に、感動と感謝の連続で
した。お陰様で、１年間のガバナー補佐活動を（夜遅くま
で！）充分に楽しめました。私は、まさに今年度、地区活
動の一翼を担う役職に就任できたことを幸福だったと思っ
ています。
　最後に、「楽しいから、ガバナー補佐を経験しましょ
う。一生の思い出になります。そして、共にロータリーを
楽しみましょう」が、私から皆様へのメッセージです。１
年間、ありがとうございました。

第 5 ブロックガバナー補佐

須藤 吉実
（ 山形イブニング RC ）

第 6 ブロックガバナー補佐

山村　明
（ 米沢おしょうしな RC ）

第 6 ブロックガバナー補佐

小林 正芳
（ 長井中央 RC ）
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大小委員長メッセージ

～エンドレス～
　鈴木一作ガバナーをはじめ2800地区の全てのロータリアン
の皆様、この１年間、それぞれの役割を果たされましたこと、
誠にご苦労様でした。　
　毎年、RI会長は我々にテーマを示され、ガバナーは地区目
標を提案されます。それらの内容に沿って、または踏まえなが
ら、我々は１年間活動します。だからと言って、毎年の我々の
活動が大きく異なるのかと言えば、そうではありません。鈴木
ガバナーが強調してきたように、我々の活動の根底にあるのは
「ロータリーの目的」以外の何物でもないからです。
　長いロータリーの歴史の中で、その思考に多少なりとも変遷
があったのは事実です。しかし、いつの時代でも大切にされて
きたのは、「友愛の精神」を継続しようという固い意志であっ
たことを忘れてはなりません。もちろん、それはクラブ奉仕の
要でもあります。
　我々ロータリアンにとって「ロータリーの目的」と「友愛の
精神」はエンドレスだということを忘れず、各地域における
ロータリーの益々の発展に尽力していこうではありませんか。
私は、「それこそが、鈴木ガバナーの想いである」と実感でき
た１年だったと思います。１年間、ありがとうございました。

　当委員会は、地区の皆様にロータリー情報を伝えると共に、
ロータリーを学び実践する喜びを実感してもらうことを念頭に
活動してまいりました。それだけに、委員への例会卓話依頼は
嬉しい限りです。私自身も3クラブを訪問させていただきまし
たが、卓話でお伝えするよりも、私の方が学ぶことの多かった
訪問だったように思います。気持ちの良い受け入れ、例会進行
や会長スピーチの見事さ、何より卓話を聞いてくださる熱心な
姿に感動を味わいました。
　ガバナー月信では、当委員会の皆様のご協力により、日本の
著名なロータリアン7名を紹介させていただきました。日本の
ロータリー創成期のロータリアンの質の高さ、そして誇り高き
日本ロータリーの歴史の重さを感じとっていただけたのではな
いでしょうか。特に、日本ロータリーの生みの親である米山梅
吉氏の生涯、そして彼のロータリーとの関わりについてご紹介
できたことを嬉しく思っております。
　１年間に亘り、鈴木一作ガバナーを始め多くの皆様にご指導
を賜り、さらに当委員会の皆様、地区スタッフの皆様にもご協
力をいただきました。心より感謝申し上げます。

　会員増強の取り組みは毎年のことですが、その手法もそんなに
変わりありません。今年は少し角度を変えて、あまり知られていな
い情報を提供してまいりました。
　例えば、2800地区の会員数を他地区、他県、他国の人口に対す
る入会率で比較してみると、国内では地区としての会員数は少ない
のですが、人口に対する会員の入会率は国内、国外においてもトッ
プクラスなのです。
　しかし、クラブの健康診断においては、世代間バランスと高齢化、
例会運営、女性会員の入会、新たな活動（事業）への取り組みなど、
色々な課題があるのです。１つ１つの課題を解決しながら、魅力ある
クラブづくりを実践していく中で、会員の拡大に繋がると思います。
　国際ロータリはＲＣ入会のハードルを下げ、総体的な会員拡大を
推進しています。それは日本にとって得策とは思いませんが、その
ハードルを各々のクラブにあった「個性あるクラブづくり」に活用
できれば、クラブの進化に繋がるのではないでしょうか。
　最後に、会員増強委員長としてのクラブ訪問は、各クラブの例会
運営が様々で、会員交流の工夫も感じられ、大変勉強になりまし
た。そして、たくさんの魅力あふれるクラブに出会うことができま
した。１年間、ありがとうございました。

　2016年12月に開催された地区研修セミナ−で、鈴木一作ガバ
ナーは、公共イメージ推進委員会へ９項目の要望を提示されまし
た。特に各クラブまたはその会員が、Facebookでクラブの活動
内容を情報発信することを奨励されました。しかし、Facebookや
ホームページを開設することの必要性は認識しているものの、なか
なか一歩が踏み出せないでいるクラブも少なくないように思われ
ます。今後は、既に会合や行事をネット発信しているクラブの成功
事例を参考にしながら、Facebookなどの開設や活用に繋げてい
ただければと存じます。
　また、「ロータリ−の友」や「ガバナー月信」の活用、新聞・テ
レビ・市報や町報・タウン誌などの積極的な活用も、鈴木ガバ
ナーからの要望事項でした。実際、今年度は各クラブの活動がメ
ディアに紹介される機会が多かったように思います。また、「ガバ
ナー月信」では、「ガバナー公式訪問」コーナーが「我がクラブを
語る」コーナーになっていたので、各クラブの活動内容が多数紹
介されるなど、他クラブへの奮起にも繋がったと思います。私自
身、「ガバナー月信」は今回で4回目の投稿記事となりますが、そ
れ以外には、目立った活動もできずにいたことを反省している次
第です。次年度の公共イメージ推進小委員会のご活躍をお祈り
申し上げます。

クラブ奉仕委員会
委員長

高橋 敏行
（ 南陽 RC ）

ロータリー情報小委員会
委員長

野川 勝弘
（ 天童 RC ）

会員増強委員会
委員長

坂部　登
（ 山形西 RC ）

公共イメージ推進小委員会
委員長

髙橋 眞己
（ 南陽東 RC ）
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～美しい心、ロータリアンの矜持を思う～
　プロ野球の開幕ダッシュはキャンプの充実にあると同じく、
今年度の鈴木一作ガバナーは、第１回地区研修セミナーでガバ
ナー補佐・地区委員長への要望事項を詳細かつ明確に述べてく
ださいました。さらに、第２回地区研修セミナーでは、国際協
議会の研修報告、そして地区目標「美しい心、ロータリアンの
矜持」に込めた自らの思いを熱く語られました。その後のＰＥ
ＴＳでも、地区内各クラブ会長に対して、地区目標に相応しい
「ホームクラブの充実」を強く切々と訴えておられました。そ
して、これらの会合を通じて、「３月の地区研修・協議会の分
科会は、ガバナー年度の成否がかかっています。地区の各委員
会は、クラブの各委員会プログラム充実のために何を成すべ
きか。どう伝えればよいかを考えて欲しい」という大きなミッ
ションが与えられました。地区の各委員長は、大いに悩み考え
たものと思います。
　私は、すぐに地区の職業奉仕委員会を開き、地区研修・協
議会における分科会のプログラム内容、役割分担、タイムス
ケジュールについて徹底的に討議しました。引き続き、鈴木
ガバナーエレクトを交えての懇親会を行いましたが、地区委
員からは「ガバナーエレクトとじっくり飲みながら、熱のこ
もったロータリー談義ができて大変良かった」との声があ
り、まさに「美しい心、ロータリアンの矜持」を深め合う有
意義な時間となったことを嬉しく思っております。
　思い起こせば、“職業奉仕と言えば鈴木一作！”―、その鈴
木ガバナー年度で、まさか私が地区の職業奉仕委員長を仰せつ
かるとは思ってもいませんでした。それでも、「ＹＥＳしかな
いロータリー」、「役が人を作る」の精神で、お引き受けした
次第であります。沢山の資料や解説集などもいただき、お蔭様
で職業奉仕を広く深く学ぶことができました。
　１月の職業奉仕月間では、地区内７クラブから例会卓話の依
頼をいただきました。「職業奉仕は難しい」と言われているこ
とにチャレンジし、具体的で親しみ易い職業奉仕についてお話
ししたつもりです。
　３月の「クラブ奉仕・ロータリー情報・職業奉仕の合同セミ
ナー」では、鈴木ガバナーと綿密な打合せを行い、当日の会場
段取り一切を担当させていただきました（これこそ、私が最も
得意とする分野です）。鈴木ガバナー・三木明ＲＩ理事・石黒
慶一ＲＩ理事という超豪華な顔ぶれのセミナーでしたが、誰も
が分かり易くて親しみ深い、それでいて「美しい心、ロータリ
アンの矜持」に相応しい格調ある講演をされ、参加ロータリア
ンからも大変好評でした。なお、この時の講演録は全国からも
引く手あまたです。
　あっという間の１年でした。「美しい心、ロータリアンの矜
持」の大切さをしみじみと実感できた１年であり、それはロー
タリープライドとして、皆様の心にも残っていくのではないで
しょうか。

　社会奉仕委員会の今年度の目標と成果は次の通りです。
① 「各クラブは、社会奉仕活動のリストアップと実践活動の目

標を創り実践しよう。クラブ広報委員会と連携して広報も充
実しよう！」が今年度の大目標でした。地区内、各クラブ会
長と社会奉仕委員会の力で成果が出たと思います。

② イアンライズリーＲＩ会長提唱の「一人一本の植樹」につい
ては、日本の行政機関は「今は植樹をやる所が無い」と言い
ますが、世界は砂漠化防止のために、日本は温暖化現象で豪
雨被害の山崩れ防止のために植樹が必要であると言い続けて
きました。嬉しいことに、頑張って実施したクラブが沢山あ
りました。

③ 「地区補助金」活用による社会奉仕事業については、顕著に
増えています。今年度は、31申請中30承認で、実施クラブ
は地区内の60％でした。

④ 「地区災害等救援特別基金」活用（震災避難者支援）による
社会奉仕事業については、今年度は５件の申請で、地区補助
金との併用２クラブを含めると、実施したクラブは７クラブ
でした。避難者の方で被災地に戻る人、戻れない人、山形県
内に定住を決めた人など、沢山いらっしゃいます。復興ボラ
ンティア支援センターETCは今でも活動を続けており、今後
とも支援が必要です。

⑤ ロータリー希望の風奨学金については、学生の奨学金申請
の取次ぎ、各クラブ判断での“独自プログラム支援”の実施な
ど、広報および情報収集不足が反省点です。

　この１年、“社会奉仕事業”を盛り上げてくださった各クラブの
社会奉仕委員会とロータリアンに、心から感謝申し上げます。

　１年が経つのは本当に早いものだと身にしみて感じているの
は、年齢のせいばかりではないと思います。充実した鈴木一作ガバ
ナー年度の国際奉仕委員長として、以下に今年度の目標、感想、反
省を述べさせていただきます。
１． 各クラブで実施可能な国際奉仕プロジェクトの具体例の調査

と周知
　　 　各クラブで成果を上げた国際奉仕活動の報告は、ガバナー

月信に掲載された天童東ＲＣや寒河江ＲＣの活躍を始め、山
形新聞で報道された数多くの交流事業の報告に成果を見る
ことができると思います。地元在住の外国人との交流事業に
ついても、その食文化、歴史文化などについての交流が、米山
奨学生、青少年交換留学生、ＡＬＴの方々などの協力により、
実行できたのではないでしょうか。

職業奉仕委員会
委員長

藤野 和男
（ 大江 RC ）

国際奉仕委員会
委員長

遠藤 隆一
（ 山形中央 RC ）

社会奉仕委員会
委員長

武山　茂
（ 天童東 RC ）
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２．グローバル補助金の理解と活用
　　 　当委員会は補助金申請に慣れていないこともあり、まだま

だ理解不足、力不足の感がありました。それでも、天童RCが
グローバル補助金を活用した事業を展開されました。関係者
の努力と成果を、心から称賛いたします。

３． ロータリー友情交換事業（Rotary Friendship Exchange）
の推進参加

　　 　これは、ロータリアンとその家族が国際的に訪問し合い、
交流することを目的とした活動です。例年の通り、寒河江RC
が実施されましたが、他クラブでは実現に至っていなかったよ
うに思います。費用の全額自己負担というのが影響している
のでしょうか。

　国際奉仕活動とはいっても、大上段に構えるのではなく、地道
な活動を行いながら、地域に活性化をもたらし、それらの広報活動
にも努めていくことが大切だと思います。１年間を振り返り、心よ
り皆様に感謝いたします。

～１年を振り返っている場合ではない～
　４つの小委員会（インターアクト（ＩＡＣ）、ローターアクト（Ｒ
ＡＣ）、ＲＹＬＡ、青少年交換・学友）を担当して間もなく、多く
の「なぜ？」が私の頭の中を駆け巡りました。例えば、これまで
の青少年奉仕委員長やガバナー経験者は、「ＩＡＣを卒業した
らＲＡＣに入って学び、将来はロータリークラブに入会してロー
タリアンになってもらう」と口にされていました。しかし、現実は
どうでしょう？　そんなものは、まさに｢絵に描いた餅｣ではあり
ませんか！　実際、そういう道筋を準備し、そういう努力をして
きたと言えるのでしょうか？　
　今年度、そういう考えに同感だと言ってくれた鈴木一作ガバナー
は、先ずは各委員会の活動に交流・協同を取り入れることを提案さ
れました。地区大会における青少年らの合同清掃奉仕、ＲＡＣ年次
大会へのＩＡＣ参加なども、その一環です。特に、ＲＹＬＡには青少
年交換学生、ＲＡＣ、さらに米山奨学生にも参加してもらいました。
　私は、青少年奉仕活動の中でもＲＹＬＡプログラムの重要性を
実感しています。ロータリーが次世代のためにやりたい、こういう
方向で若者を導きたい、しかもロータリアン自身が汗を流して実現
できるプログラム—、それがＲＹＬＡです。ＲＹＬＡで若者が輝い
ていく、成長する、ロータリーの素晴らしさも知ってもらうことが、
ロータリーの発展に繋がっていくと思います。実際、今年度のＲＹ
ＬＡ参加を契機に、ＲＡＣへ入会した若者もいたのです。次年度
は、ＲＹＬＡプログラムの精度や充実度をさらに向上させ、ＩＡＣや
ＲＡＣの参加を増やしていきたいと思います。
　我々は、次世代の育成に本気度を伝えられるロータリアンでなく
てはなりません。言葉だけの綺麗ごとなら、誰でも言えるのです。
その点、鈴木ガバナーはＲＹＬＡの実施期間中、夫婦そろって若者
につきっきりでした。しかも奥様は、研修リーダーまで引き受けて
くださいました。そういう姿勢が、そういう想いが、人の心を動か

すのではないでしょうか？　（本当は、ガバナー自ら研修リーダー
をしたかったはずです。実際、次年度は東京のＲＹＬＡで研修リー
ダーをすると聞いています。）
　私は今年度、４つの小委員会に「各々の“目的“と“使命感”を強く
認識した上で、活動して欲しい」と言い続けてきました。何のため
に各委員会に独自の青少年プログラムがあるのか—、そのプログ
ラムをどうすれば若者の成長に繋げることができるのか—、それ
らを考えてもらい、委員の誰もが達成感を感じられるようになって
欲しいというのが私の想いです。次年度も、ＲＹＬＡを重要な柱に
据えながら頑張ってまいります。

～ロータリアン全員が「道標」～
　私は、インターアクト（ＩＡＣ）の若者が羨ましいです。彼
らは、ＩＡＣの活動を通じて視野を広げ、リーダーシップを身
につけ、無限に広がる未来を持っています。私は、その可能性
を羨ましく、そして眩しく感じるのです。彼らは私たちの未来
であり、宝物です。
　もし私が高校生の時にＩＡＣに加入していたら、私の今の人
生はもっと豊かなものになっていたと思います。感受性豊かな
年齢で、地域社会のリーダーであるロータリアンと接点が持て
ることは貴重な経験なのです。
　私たちロータリアンは、インターアクトと接する時は名脇役
に徹します。活発に活動するアクターらを陰で見守り、そして
「道標」となる存在であればよいのです。それは難しいことで
はなく、彼らと会話し、笑い合い、同じ時間を共有し、一緒に
活動するだけです。それで十分、「道標」という目的が果たせ
るということを、私はこの１年間で学びました。
　もちろん、私一人だけでは彼らの「道標」にはなれません。ロー
タリアン全員が「道標」となるのです。それこそが、ロータリーが担
う目的の一つではないでしょうか。鈴木一作ガバナーと、想いは同
じです。皆様のさらなるご協力をお願いします。

ローターアクト3年間を振り返って
　現在、2800地区のローターアクト（ＲＡＣ）は、米沢、南
陽東、鶴岡、酒田、文教大学の５クラブで、会員数は合計で40
名。それぞれ、提唱するスポンサークラブによって支えられて
います。会員の構成年齢は18歳から30歳までとなっています
が、実際には30歳を超えても、その半数がクラブに引き続き在
籍してくれているようです。
　ＲＡＣは仲間としての親睦（friendshipではなくfellowship）を

青少年奉仕委員会
委員長

遠藤 伸一
（ 寒河江 RC ）

インターアクト小委員会
委員長

高橋　章
（ 米沢 RC ）

ローターアクト小委員会
委員長

大竹 一晴
（ 南陽東 RC ）
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大切にしながら、地域の奉仕活動、例えば老人ホーム等の車椅子
清掃、海岸や公園のごみ拾いなどを積極的に実施しており、立派
に活躍しています。特に今年度は、鈴木一作ガバナーの念願でも
あった「ローターアクトＲＩ会長賞」を地区内４クラブが受賞しまし
た。全国的にも誇るべき、輝かしい実績です。
　私は、地区ローターアクト小委員長を拝命して３年、南陽東ＲＣ
の青少年奉仕委員長を拝命して２年となりますが、最近、はっき
りと見えてきたことがあります。それは、ＲＡＣメンバー数の減少
です。このままでは、ＲＡＣ自体が消滅する可能性は極めて大であ
り、まさに喫緊の課題は「人数」、そして「お金」なのです。
　そういう意味では、ＲＡＣの活動支援を各々の提唱スポンサー
クラブだけに任せるのではなく、2800地区の全てのロータリアン
で支える工夫や仕組みが必要なのではないでしょうか。具体的に
は、ロータリアン会員企業からは、もっと積極的にＲＡＣ会員を出
して欲しいし、ＲＹＬＡの参加者募集についても、もっと協力して
欲しいと思います。提唱スポンサークラブに対する地区予算の配
分についても、増額が必要です。例えば、青少年奉仕関連予算に
地区人頭分担金制度を導入して、ロータリアン一人一人に関心を
持ってもらうことも考えて欲しいです。このままでは、スポンサーを
辞退するクラブも出てくるはずです。
　ＲＡＣについて私が何かを言うのはこれが最後だと思いますが、
幸い、鈴木一作ガバナーも同様な考えを持っておいでです。事態は
一朝一夕で変わらないのは承知していますが、そういう方向で地
区が進んでいくことを切望し、かつ期待します。

～若者は宝、若者は希望、若者は未来～
　2018年６月２日（土）、３日（日）の２日間、2017-2018年度の
ＲＹＬＡ（Rotary Youth Leadership Awards：ロータリー青
少年指導者養成プログラム)を開催いたしました。参加者は青少
年35名、スタッフが35名です。
　今回のＲＹＬＡのテーマは『気づき』で、鈴木一作ガバナーの
強い推薦により、研修リーダーは青少年奉仕委員長の遠藤伸一
氏、鈴木多鶴子ガバナー令夫人、そして神奈川県の中学教師で
ある服部剛先生の３人です。
　遠藤氏の担当は「自信」です。何と言っても、彼の「できる・で
きないではなく、やるか・やらないかだ」という言葉が、２日間の
研修で若者たちの心に強く残ったと思います。一方、多鶴子さ
んの担当は「愛」で、動画と音楽、語り、グループでの話し合い
を組み合わせた“バースカフェ”という手法による研修でした。会
場内は、若者たちの笑顔と涙、感謝の気持ちで包まれました。
また、服部先生の担当は「志」で、特に“焼き場に立つ少年”の
悲しくも凛とした姿に、（スタッフも含めて）誰もが強く感動しま
した。そして夜は、鈴木ガバナーの言う“ロータリーの親睦は、
friendshipではなくfellowship”、すなわち「仲間としての友情」
をテーマに、皆で大いに語らい楽しむバーベキュー・パーティー
を催しました。言うまでもなく、「自信と愛と志と友情」はリー
ダーにとって必須の資質だからです。

　この２日間の研修で、若者たちには様々な『気づき』がありまし
た。我が身を振り返ることにもなったろうし、今後の指針や人生設
計にも繋がったはずです。それは２日目の閉会式前に行われた、参
加者一人一人からの「感想と抱負」の言葉に間違いなく現れていま
した。その際、スタッフからも「感想と励まし」を述べてもらいまし
たが、“若者がどんどん輝いていく姿に感動した”とか “失敗の数だ
け人は立派になるという名言を、久しぶりに思い出した”とか “準備
は大変だったけど、この場に立ち会えて本当に良かった”などの言
葉がありました。
　また、鈴木ガバナーの縁で、2550地区（栃木県）からも鈴木宏
パストガバナーをはじめＲＹＬＡ委員会関係者４人が参加してくだ
さいましたが、「大変素晴らしいRYLAです」とお褒めの言葉をい
ただきました。
　今回のＲＹＬＡの概略は、ＤＶＤにまとめて各クラブにお配りす
る予定です。ぜひ、例会などで供覧していただき、ＲＹＬＡが価値
あるプログラムであることを評価して欲しいと思います。そして次
年度以降も、一人でも多くの方々に参加・協力していただきたいの
です。若者は私たちの宝であり、希望であり、未来です。
　最後になりましたが、お世話になった関係者の皆様に心から感
謝申し上げます。

　鈴木一作ガバナー年度の青少年交換・学友小委員会としての
１年を振り返ると、やはり感謝の言葉が最初に浮かんできま
す。その感謝の言葉は、やるべきことに精力的に取り組んでく
れた委員会メンバーと地区事務所の菅野さん、スポンサー・ホ
ストクラブ、そしてご理解とご支援をいただいている地区の全
ロータリアンに贈りたいと思います。
　当委員会のチームは、派遣候補学生と来日学生の思いをしっ
かり受け止めながら、委員会活動をしてきたと思います。個人
的には、海外からのメールのあまりの多さに、委員長１年目の
私は齢68にして知恵熱を出しそうな状況でしたが、委員の皆さ
んに助けていただき、何とか職責を果たせています。委員会で
必要なことや問題などがあれば委員会メンバーだけのLINEに
流し、それについて知識のある委員が迅速に回答することで、
委員全員で情報を共有していくという仕組みになっています。
それには、365日は大げさにしても、多くの時間が費やされて
いると思います。
　鈴木年度で５名の候補学生を選出できたのは、ガバナーとス
ポンサークラブの理解と協力のおかげです。特にクラブにとっ
ては、派遣スポンサークラブ＝受入れホストクラブであるだけ
に、大きな決断だったと思いますが、快く引き受けていただい
たことに感謝申し上げます。
　今年度は、スプリングキャンプやウィンターキャンプに加え、来
日学生の早期研修のために３地区合同オータムキャンプを当地区
で開きたい旨を鈴木ガバナーに提案したところ、快諾をいただいて
蔵王高原で開催することができました。来日学生にとっては、初め
て多国籍の学生と交流できる機会であっただけに、有意義で楽し

青少年交換・学友小委員会
委員長

今間 勝見
（ 鶴岡西 RC ）

RYLA 小委員会
委員長

前田 昌信
（ 長井 RC ）
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　大小委員長メッセージ
い時間を過ごせました。３地区というのは2520、2530、2800地
区で、上林年度では2530地区が主催する予定です。
　価値あるロータリー奉仕活動としての「青少年交換プログラム」
に応募してくれた学生、そして我が子の思いを受け入れ叶えようと
いう保護者の方々に心から敬意をはらうとともに、このプログラム
に携わる委員会として、地区の皆様への感謝の気持ちを忘れず、こ
れからもしっかり取り組んでいきたいと思います。

　私にとって当委員会の委員長は連続３年目で、まさに３年間の
総仕上げの年になったと思います。今年度の奨学生は、ドイツやア
メリカなど、今までとは異なった新たな雰囲気でのスタートを切る
ことができました。海外応募奨学生制度は毎年別枠での受け入れ
が可能なのですが、新モンゴル学園からの米山留学生は残念なが
ら山形大学への入学が叶わず、今年度は受け入れ無しでした。寄付
増進では、１年目より着実に増加しております。地区内ロータリア
ン皆様のご理解の賜物と、心より感謝申し上げます。
　今年は財団設立50周年でしたが、その記念に作成されたDVD
は、米山梅吉翁の足跡と米山記念奨学会の活動など、誰がご覧に
なっても米山奨学事業を理解していただける内容です。全クラブ
に配布されておりますので、例会やＩＭなど、色々な場面で活用し
ていただきたく存じます。
　米山奨学事業は、日本の全てのロータリアンが参加し、かつ推
進している国際奉仕事業であり、価値ある奨学生育成事業です。
今後とも、世界に誇る米山奨学事業にご理解とご支援をお願い申
し上げます。１年間、ありがとうございました。

　ロータリー財団委員会は、今年度から４つの小委員会で組織さ
れ、新しく加わったのが「財団学友小委員会」です。これは、財団
プログラムに参加し、奨学金や補助金を受けた方で、ロータリーに
理解のある方を会員に誘い、いずれ寄付に貢献してもらうのが目
的です。また、財団寄付の理解を推進し、寄付を進めるのが「資金
推進管理委員会」。補助金を推進し、社会奉仕に役立ててもらう
のが「補助金・奉仕プロジェクト委員会」。その補助金が適切に運
用されているか調べるのが「監査委員会」となります。これらの委
員会が協力し合いながら、2800地区財団を運営しております。
　その結果、財団理解が深まり、昨年同等の結果が得られまし
た。クラブの地区補助金申請は継続事業に工夫が加わり、新たな
申請もなされ、地域の奉仕事業がより活発になり、新聞等に取り
上げられることも多くなりました。ただし、グロバール補助金の申
請は１件のみでした。グロバール補助金は、地区補助金と違って締

切りがありません。次年度は、ぜひクラブ全体で世界に向けた奉仕
に挑戦してください。
　日本では、前年度に引き続き、“年次基金寄付ゼロクラブ”が解
消されました。これは、日本全国の全てのクラブが年次基金寄付を
したということです。日本のこうした実績は、ＲＩが驚くほど、全世
界では珍しいことなのです。皆様のご理解とご協力に感謝申し上
げます。

　当委員会は、財団補助金管理セミナーで補助金の説明を担当
し、クラブ会長、幹事、クラブ財団委員長の皆様にご理解いただけ
るように説明をさせていただきました。その後、クラブからの要請
でロータリー財団に関する例会卓話を行い、またガバナー月信を
通じてそれらの周知に努めてまいりました。今後も地区内各クラブ
のご理解を得られるよう、努力をしていきたいと考えます。
　今年度の地区内クラブに対する地区財団補助金の支出に関す
る審査会をロータリー財団委員会で開催し、各クラブの社会奉仕
プログラムに関する内容を精査の上、28の事業に対し支出額を決
定いたしました。それぞれの事業にご活用いただき、活発な社会奉
仕事業を展開していただければと存じます。
　また、今年度のグローバル補助金に関する審査については、天
童東ロータリークラブの「タイの子供達にきれいな水を」を採択さ
せていただき、現在事業進行中です。グローバル補助金の更なる
活用を、今後も模索していきたいと考えております。
　この１年、地区内全ての会員の皆様から、多大なるご協力をいた
だきましたことに感謝申し上げます。

　この３年間、財団学友委員として地区役員に携わり、地区学友の
名簿の整備と学友会の活性化を目指し、地区内クラブへメークに
行っては協力の依頼を行ってまいりました。しかし、３人という委員
だけでは活動的に無理な部分もあり、大きな成果を出すまでには至
りませんでした。第６回日本ロータリー学友全国大会が神戸であり
ましたが、参加できず、情報収集不足もあったように思います。
　近年の会員数減少の中、財団学友の活性化については「米山学
友会」「青少年交換委員会」など、奉仕プロジェクトの枠を超え、
連携を密にしながら進んでいけたらと私は思います。地区より100
名を超える財団奨学生を輩出し、国内外で活躍されています。学
友小委員会として、地道に学友の掌握と学友会の発会、そして会員
増員に繋げればと考えます。
　１年間地区役員として活動させていただき、協力いただきました
ことに感謝します。ありがとうございました。

財団学友小委員会
委員長

沼澤 岩夫
（ 長井中央 RC ）

ロータリー財団
補助金・奉仕プロジェクト小委員会
委員長

小松 栄一
（ 寒河江 RC ）

ロータリー財団委員会
委員長

新関 彌一郎
（ 天童東 RC ）

米山奨学・学友委員会
委員長

大久保 章宏
（ 山形南 RC ）
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　６月９日（土）、寒河江市のホテルサンチェリー
で今年度第５回の諮問委員会が開催されました。

　１．第４回諮問委員会の議事録確認の件　＜了解＞

　２．ＲＩ会長賞取得の進捗状況の件　＜報告のみ＞

　３． 第25回 日本青少年交換研究会開催ホスト地区
の受諾書・覚書の件　＜報告のみ＞

　４． 2017-18年度 地区資金中間報告・地区大会中
間決算報告の件　＜了解＞

　５． 2018-19年度 地区大会の件
　　　・ 初日：10月20日（土）ホテルリッチ＆ガー

デン酒田で開催　＜了解＞
　　　・ ２日目：10月21日（日）酒田市民会館、ベ

ルナール酒田で開催　＜了解＞

　６． 青少年交換（派遣・受け入れ）学生の山形県親善
大使の件　＜了解＞

　７．地区研修本の作成の件
　　　・内容の骨子について検討　＜了解＞
　　　・ 原稿を次回の諮問委員会に提示する（担当

は鈴木一作）　＜了解＞

　８．地区内諸規定の変更・追加の件
　　　・ ガバナー指名委員会規定、地区外旅費規定、地

区基金運営規定、地区災害等救援特別基金規
定、危機管理規定について検討　＜了解＞

　９．青少年交換特別会計の件
　　　・青少年交換特別会計を新たに設ける　＜了解＞

　６月９日（土）、上記の第５回諮問委員会に引き続き指名委員会が開催され、米沢中央ロータリークラブの齋
藤榮助氏が今年度のガバナーノミニー・デグジネイトに指名されました。なお、ガバナーノミニー・デグジネイ
トは、指定期日までに第2800地区内クラブから推薦がなかったので、この指名をもって正式決定となります。こ
の決定は、ガバナーから各クラブに文書で翌日郵送通知されました。齋藤榮助氏は、７月１日よりガバナーノミ
ニーとなります。

2017-18年度 地区幹事

奥山 吉一（寒河江RC）

第５回諮問委員会 及び 指名委員会報告

ガバナーノミニーの紹介

所属クラブ
生 年 月 日
住 所
電 話

齋藤 榮助 （さいとう　えいすけ）

：　米沢中央ロータリークラブ
：　1945年（昭和20年）２月７日
：　992-0045　米沢市中央１丁目７-30
：　0238-22-4140　　090-6787-2210

【ロータリー歴】 1987年６月
1999年７月～2000年６月
2016年７月～2017年６月
マルチプルポールハリスフェロー、米山功労者

米沢中央ロータリークラブ入会
米沢中央ロータリークラブ会長
ガバナー補佐（第６ブロック）

【 そ の 他 】 1993年10月～1999年９月
2001年 ４月～2006年３月
2003年 ６月～2013年６月
2015年11月

米沢市教育委員会　教育委員長　
山形県立米沢興譲館高校　教育振興会　会長　
山形県石油政治連盟　会長
米沢市功労者表彰

【 職 　 　 歴 】 1969年４月
1987年３月～
2014年７月～

㈱大丸石油店　入社
同上　代表取締役社長　
エムツーホールデングス㈱　代表取締役会長

【 学 　 　 歴 】 1963年３月
1968年３月

山形県立米沢興譲館高校　卒業
明治大学政治経済学部　卒業
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　ロータリークラブにおけるすべてのことは、満足
感に始まり満足感に終わると言われます。もちろ
ん、その満足感をつくりだす第１のステップは、
「例会に出席するのが楽しい、楽しみだ、友人に会
える」と思える環境であることは言うまでもありま
せん。ここではロータリアンの満足感について、
「奉仕（Service）、親睦（Fellowship）、多様性
（Diversity）、高潔性（Integrity）、リーダーシッ
プ（Leadership）」という中核的価値観で考えてみ
ましょう。

● 奉仕については、「会員に受け入れられる事業をし
ているでしょうか？　会員の参加人数は充分でしょ
うか？　それは、社会に評価されている事業でしょ
うか？」などを調査する必要があるでしょう。

● 親睦については、「会員相互のコミュニケーショ
ンは充分にとられているでしょうか？　ロータ
リーの基本理念を踏まえた討論ができる環境はあ
るでしょうか？　特定の会員に疎外感をあたえる
行動はしていないでしょうか？」などを検討すべ
きでしょう。

● 多様性については、「職業に偏りはありません
か？　年齢構成は？　若い会員が入会しやすい環
境はありますか？　女性会員の比率はどうです
か？」など、様々なアイデアを導入するために多
様な会員構成になっているでしょうか？

● 高潔性については、社会的責任としての「四つの
テスト」や職業奉仕について、自分と職業の倫
理向上に役立つ学びの場や機会がもたれているで
しょうか？

● リーダーシップについては、「会員の誰もが、自

ら進んで様々なロータリー活動をしているでしょ
うか？　自分の考えやアイデアを他の会員に話し
たり、活躍したりする場や、それらを受け入れる
環境づくりがなされているでしょうか？」を考え
ましょう。

　以上のような内容も含めて、ぜひ会員アンケート
調査をしてみましょう。そこから数値化した満足
度を分析・検討することで、自分のクラブがどんな
クラブであるのかが分かります。そのリソースとし
ては、国際ロータリーの資料「クラブの健康チェッ
ク」（2540-JA-（516））があり、結果に対する対処
方法のヒントも記されています。
　分析の結果、「①クラブ現状を、長所と短所に振
り分ける。②クラブのビジョンを描く。③３年先
のクラブのなりたい姿を想像し、ビジョンを踏まえ
た具体的な３年計画を立てる。④３年計画の実施進
捗状況の把握と修正を定期的に行う」ことが大切で
す。もちろん、これらの分析と計画の立案には、会
員の満足度を向上させるためにも、全会員の参加が
必要です。計画立案のリソースとしては、国際ロー
タリーの資料「戦略計画立案ガイド」があります。
　強いクラブを創るためには、会員の満足度が高く
なければなりません。満足していれば、退会者は減
少します。そして、ロータリーの中核的価値観に基
づいた満足感が高いほど、入会予定者にも魅力的な
クラブとして映るはずです。その結果が会員増強を
もたらし、多くのアイデアが生まれ行動できるマン
パワーに繋がります。全てのクラブが、「会員満足
度調査」をするように提案します。

（ロータリー「コーディネーターニュース」より抜粋・一部改編）

強いクラブを創る（会員満足度調査の提案）

米山記念奨学会からのお知らせ

　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会の第19回理事会が本年６月４日に
開催され、2800地区からは、武田和夫PDGが常任理事の一人として参加され
ました。そして、2019学年度の奨学生採用数は前年度比30人増の850人枠と
することや、海外応募者対象奨学金が６年にわたる試行期間を終え、2019学
年度の正規奨学金プログラムに加わることなどが決定しました。
　また、本年５月までの米山寄付金は、前年同期と比べて6.5％増（普通寄付
金：0.6％増、特別寄付金：9.5％増）の約8,100万円の増加となりました。
財団設立50周年である今年度は、２年ぶりに14億円を超すことがほぼ確定的となりました。皆様に心より感謝
いたします。  （抜粋、一部改編）
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１年を振り返って

～１年間の感謝を込めて～
　現ガバナーがまだノミニーの時、現地区幹事と共に我が家
にやってきた。何のことかと話を聞いてみると、「地区資金委
員長をお願いしたい」とのこと。なんで私がと思いながらも、
「〇〇さんの推薦です」との言葉に私は固まった―。
　推薦者は、クラブの中でも色々お世話になってきた私の大先
輩であり、尊敬もしている会員だったのです。何日か考えた末、
承諾の旨をノミニーに伝えました。2800地区という大きな組
織の中で揉まれてみるのもいいのではないか―、そう思った
からです。結果、揉まれ過ぎました。でも、多くの会員のおかげ
さまを持って何とかやれたと、一人で思っています。
　地区チーム研修セミナーに始まり、ＰＥＴＳ、地区研修・協
議会まで、人が集まれば物が動き、金が動く。動く金を整理
して、一件落着。他にもセミナーがあったりで、休む間もなく
ガバナー年度に突入しました。
　皆さんも感じておられると思いますが、ガバナーの行動力
はスケールが大きく、そして実行に移すための力が強大であ
り、メンバーをぐいぐいと引っ張っていく不思議な力を持って
います。地区大会では、まさにその力が発揮されたのではな
いでしょうか。それと、ガバナー公式訪問が夜の例会という
のも初耳で、体が持つのかなという心配もありましたが、当初
の考え通り実行されました。
　こんなことから、まさに色々なことが起こりました。人
間60歳になっても、70歳になっても知らないことは知ら
ないし、教えてもらうしかありません。なにせ初めてのこ
とばかりでしたので、そんな時に色々な情報を流してくれ
たのがクラブの仲間だったり、以前の地区幹事さんや資金
委員長さんであったり、現在の幹事であったりと、多くの
方々に支えてもらいました。
　資金委員長をやってみて、実に多くの人たちによって支
えられているということを、しみじみと感じているところ
です。誠に有り難うございました。

～皆さん、頑張ってくださいました～
　寒河江クラブとして23年ぶりにガバナーを出すことにな
り、果たしてどのようなことになるのか見当もつかず、私
はただただ流れに乗って、目の前の与えられたことを処理
していく毎日でした。小野資金委員長と話したことは、絶
対に赤字にしないこと。どんなに求められても、2800地区
の会員が2,400名以上だった23年前と同じことはできませ
ん。ゼロからの出発、いやマイナスからの出発という気持
ちだったので、本当に心細くて、決して23年前のことは考
えないようにしておりました。
　幸いなことに、鈴木一作ガバナーエレクト年度、私は寒
河江ＲＣ会長をさせていただきました。それだけに、クラ
ブとガバナーエレクト事務所の橋渡しをすることを、常に
心がけていました。それは、酒井ガバナー年度の内藤地区
幹事から教えていただいたことでもあり、肝に銘じて実行
したことでした。
　ガバナーエレクト年度の後半からは、地区チーム研修セ
ミナー、国際協議会出発歓送会、ＰＥＴＳ、地区研修・協
議会など、ホストクラブの協力なくしては実施できない大
きな事業が続きました。
　ガバナー公式訪問では、飲食を伴う夜の例会であっただ
けに、寒河江クラブ会員全員で交代しながら２名の運転随
行員を出しました。帰りが深夜０時のときもあったと思い
ます。本当にありがとうございました。
　11月の地区大会では、各部会の実行委員長のもと、寒河
江クラブ会員をはじめ第４ブロックのロータリアン皆様の
心からのご協力をいただいたことこそ、地区大会が大成功
だった最大の要因と思っております。衷心より感謝申し上
げます。
　ガバナー補佐も、例年になく大変だったと思います。最
初の頃は不運を嘆く声も聞こえましたが、最後は楽しく充
実した仕事ができたという声ばかりで嬉しいです。地区の
委員会の皆様方にも、心強いご協力をいただきました。素
晴らしいロータリアンに恵まれて、本当に感謝いたしま
す。
　最後になりますが、歴代の地区幹事、地区資金委員長の
方々にはいつも相談に乗っていただきました。また、ガバ
ナー事務所の鈴木奈津子さん、深沢環さん、事務局長の佐
藤榮一さん、地区事務所の菅野さんにも、分からないこと
だらけの私を助けていただきました。本当に、ありがとう
ございました。
　あっ、忘れてました。鈴木一作ガバナーにも感謝申し上
げます。あなたは、実に頑張りました。

　ロータリー歴10年目の私は、寒河江ＲＣ第59代会長の指
名をいただいた時、何も悩むことはありませんでした。寒
河江クラブには「Noという言葉はなく、all Yesしかない」

地区資金委員長

小野 承信（ 寒河江RC ）

2017-18年度 地区幹事

奥山 吉一（ 寒河江RC ）

2017-18年度 ホストRC 会長

安孫子 新市（寒河江RC）
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のであり、私自身、これまでも実行してきたからで
す。しかし、ガバナーを出すホストクラブの在り様は
全く知識がなく、不安もいっぱいでした。それでも、
寒河江クラブが安孫子貞夫氏をガバナーに出したのが
23年前、数多くの先輩のアドバイスのもと、会員一
丸となって地区大会を無事に乗り越えることができま
した。これも偏に、県内外のロータリアンの皆様の友
情、そして地区幹事をはじめとした地区役員の皆様の
ご指導、ご協力のおかげと、衷心より感謝申し上げま
す。
　鈴木一作ガバナーは、寒河江クラブから二人の運転
随行員を伴って、夜のクラブ公式訪問を行いました。
それは我がクラブ会員にとっても、地区内50クラブの
在り様を知ることができただけではなく、新たな出会
い、懇親など、コミュニケーション・ネットワークの
構築にも繋がり、大変有意義な訪問となりました。
　私は、今年度のＲＩテーマ「変化をもたらす」、地
区目標「美しい心、ロータリアンの矜持」を踏まえ、
寒河江ＲＣのテーマとして「不易流行」を掲げまし
た。美しい心、ロータリアンの矜持を大切にするから
こそ、「厳守すべきこと」と「創新して変化という発
展に繋げること」が見えてくるからです。おかげで、
充実した１年でした。一期一会を大切に、感謝報恩。

～見よ、あの素晴らしきロータリアンを～
　あれは、３年以上前のことです。「大変なのは
承知だが、君ならガバナーをやれる。ロータリー
クラブにとってガバナーを出すことは一大事業で
あり、夢でもある。私は、その夢をこの目で見た
い。もし今回も寒河江クラブがガバナーを出さな
いのなら、身体もボロボロで齢83の私には、次
の機会まで待てない。夢をあきらめて、今年で退
会する。どうか、ガバナーをやって欲しい」―。
実は、この言葉が私の心を大きく動かしたのでし
た。それから約１年後、ガバナーノミニー年度の
寒河江クラブ年頭例会で、この方の年男スピーチ
を、私は涙を浮かべて聴きました。まさにGuy 
Gundakerの言葉「見よ、あの素晴らしきロータ
リアンを」を思い出しながら—。そして、その
言葉は私の年度の地区大会の「結び」の言葉と
なったのです。
　この度、私のガバナー任期の終わりを待って、
息子さんの入会と入れ替わるように寒河江RCを退
会された古川哲夫氏のお許しのもと、その「年男
スピーチ」を皆様に紹介させていただき、私の年
度最後のガバナー月信を閉じたく存じます。

　私が寒河江RCに入会したのは、平成11年6月でした。例会の
度に、皆さんのテキパキした行動が新鮮に見え、常に思いやりを
もって行動しているのに感心し、私は別世界に来たようでした。
ロータリークラブこそ、福沢諭吉の言葉「人の上に人を作らず、人
の下に人を作らず」の根源をマスターした集まりだと思いました。
　当時、私は民生児童委員を務めておりました。寝たきり老人、
一人暮らし老人、生活保護家庭など、社会的弱者への援護が主
たる活動ですが、ロータリーに入会したことで大変参考になりま
した。私が住む柴橋地区には12名の民生児童委員がおりまし
て、定例会が月1回あります。その席で、活動の中に「四つのテス
ト」の精神を取り入れてはどうかと思って提案したところ、委員の
皆さんから賛成をいただきました。その提案とは、「①色々な噂
情報は真実か、②我々の活動はみんなに公平か、③我々の活動
は好意と友情を深めるか、④我々の活動はみんなのためになっ
ているか、⑤過去の経験だけで物事を判断して活動していない
か」です。民生児童委員会の県の初任者研修が天童市であり、
そこでも大変好評を得たという報告があり、嬉しかったです。
　さて、私の仕事は板金加工業です。父とともに終戦後の苦しい
混乱期を乗り越え、高度成長期の波に乗り、おかげさまで寒河江
市の農家、商店、住宅、工場などを始め、神社仏閣の銅版葺き、官
公庁の板金工事にも携わるなど、実績を積み重ねてまいりました。
今にして思えば、信用と信頼を大切にし、堅実な仕事を心がけて
きたからこそ、ここまで来れたのだと思います。また、板金工業組
合活動にも専念してまいりましたが、それらの功績を認められ、平
成12年には県知事から「伝承の匠」の表彰を受けました。
　現在、当社の従業員は8名です。毎日の朝礼では、社訓である
「会社元気十ヶ条」を唱和しています。それは、「① 明るい挨拶、
② 整理整頓、③ 自分の道具の確認、④ ハサミの刃は切れ味よ
く、⑤ 道具は命の次に大切に、⑥ 安全点検・安全作業、⑦ 仕
事は敏速に、⑧ 個人個人の独創性を生かす、⑨ 意識の改革、
⑩ 輝く笑顔」でございます。日々のレベルアップと規律ある職場
を目指しています。
　仕事は地味で根気が必要ですが、やればやっただけ結果が
出て、報われる仕事です。若い社員も歯を食いしばってついてき
てくれますので、頼もしい限りです。太陽光発電器や融雪器の設
置など、新しい仕事にも積極的に関わり、時代の動きにも対応し
ています。幸い社長を継承してくれた息子も、将来に向けて意欲
的に取り組んでくれています。これからも、さらに技術を磨き、信
頼を高め、地域のために尽力するものと思います。以上が、私が
ロータリーで学び、実践してきた職業奉仕です。
　今は野菜作りに精を出し、老人クラブに入会して会長職を３
年ほど引き受けました。目が悪い、耳が聞こえないという不自由
な身ではありますが、ロータリーのスピーチや資料から習ったこと
を取り入れながら、どうにか務めてまいりました。
　私はロータリー会員になったことで、人生に生きがいを感じま
した。「何が？」、「どこが？」と聞かれても、上手く答えることはで
きません。目には見えないけれど、人間の心を動かす強さを持っ
ている—、それがロータリーです。ロータリーだけが持つ独特の
奉仕の精神、その根源は四つのテストであり、「人の上に人を作ら
ず、人の下に人を作らず」に徹しているからこそ、ロータリークラブ
の魅力があるのであり、世界的にも深い絆で結ばれているのだ
と思います。今年も皆様にとって良い年でありますことをご祈念
申し上げ、私の年男スピーチといたします。

ガバナーの想い

古川 哲夫（ 寒河江RC前会員 ）

ロータリに入会して（平成28年1月7日）

 （抜粋・一部改編）
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　第2次大戦前、軍や新聞はロータリーを袋だたきにするか
のような扱いであった。地方の小さなクラブでは、とても押し
止めうるような流れではなかった。バラバラと落伍が出て、こ
れが瞬く間に広がった。東京クラブは昭和15年９月11日、ク
ラブ解散を決議した。終わりに米山梅吉は、苦悩に満ちた表
情で壇上に立った。 
　「私は、こんなつらい気持ちで話をしなければならないの
は、20年来はじめてである。（中略）創立以来20年を顧みる
時、万感胸に迫るものがある。この間、ロータリークラブが
如何に社会に貢献してきたか、その歴史は凛として輝いてい
る。（中略）私は、ただ皆さんに御礼を申し上げ、自分の不行
届の点をお詫びしたい。水曜会という名の会合を続けられる
ことは、この美しい会合の空気を維持するために是非必要と
思う。過去のロータリークラブもこれらの会も、皆様方で最
もよい道を選ぶべく努力していただきたい。」 
　米山の最後の言葉が終わった後、皆で「奉仕の理想」を歌っ
た。この後、会長の中山龍次は、閉会と解散を告げる最後の点
鐘をした。こうして、東京ロータリークラブは解散した。

　米山は、すべてのクラブに次のような一
文をしたためた。「日本のロータリーは、
それを攻撃する勢力以上に、日本という国
家、社会のために尽くしてきた、それを国賊呼ばわりするとは
何事か」―と。
　米山は、日本のロータリーの幕を引いた後、東京水曜会の
例会に出席することがあった。最後に出席したのは、昭和20
年12月の夜の家族会であったという。そうして自分の奉仕の
最後の仕上げ、緑岡小学校の子供たちの成長を見守りなが
ら、やがて病がちとなり、長泉町の別邸に引きこもることが
多くなった。空襲が激しくなると、子供たちを伊豆の湯ヶ島に
疎開させたが、戦禍はそれをも許すことなく、結局は遠い青
森に移っていった。米山は、終戦後の昭和21年４月28日、長
泉町の別邸で、この世を去る。
　昭和24年３月、米山梅吉に春が訪れる。米山の想いは、東
京クラブ会長の古沢丈作の提唱により、米山記念奨学会とし
て大輪の花を咲かせることになったのである。

（参照：米山梅吉記念館資料「米山梅吉 そのロータリーとのかかわり」）

ロータリー情報のコーナー 〈 11 〉 ロータリー情報小委員長　野川 勝弘i
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表 彰 関 係

第９回米山功労者
マルチプル

第２回米山功労者
マルチプル
ＰＨＦ+２

ＰＨＦ+３

ＰＨＦ+２

ＰＨＦ+１

ＰＨＦ+１

ＰＨＦ

第11回米山功労者
メジャードナー

第１回米山功労者

第１回米山功労者

ＰＨＦ+２

ＰＨＦ+１

ＰＨＦ+１

第９回米山功労者
マルチプル

第１回米山功労者

ＰＨＦ+２

ＰＨＦ+２

ＰＨＦ

ＰＨＦ

矢吹 海慶
（ 天童 RC ）

佐藤 哲雄
（ 米沢中央 RC ）

堺　清一
（ 長井 RC ）

阿部 悦子
（ 鶴岡西 RC ）

真垣 政春
（ 酒田湊 RC ）

引屋 正市
（ 酒田中央 RC ）

遠藤　浩
（ 米沢おしょうしな RC ）

和田　廣
（ 南陽東 RC ）

櫻井　清
（ 鶴岡西 RC ）

加藤 英樹
（ 米沢 RC ）

本間 光廣
（ 鶴岡西 RC ）

木村 仁一郎
（ 寒河江 RC ）

佐藤 佳之輔
（ 米沢おしょうしな RC ）

池田 德博
（ 鶴岡西 RC ）

菊地 正憲
（ 大江 RC ）

栗田 正彦
（ 長井 RC ）

五十嵐 浩
（ 鶴岡西 RC ）

名和 邦二
（ 天童 RC ）

下村　宏
（ 酒田中央 RC ）

新入会員紹介

青木 浩二
所属クラブ
職業分類
入 会 日

／長井中央
／建築業
／2018.６.20

仲野 純一加藤 聡範
所属クラブ
職業分類
入 会 日

所属クラブ
職業分類
入 会 日

／酒田東
／弁護士
／2018.６.７

／寒河江さくらんぼ
／タイル工事業
／2018.５.29
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～修養、友情、情熱、奉仕、平和、感動～
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  インターアクトクラブ地区外研修の様子  インターアクトクラブ地区外研修の様子
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地区目標

第5号

美しい心、ロータリアンの矜持
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青少年交換オータムキャンプIBS（来日学生）in 蔵王青少年交換オータムキャンプIBS（来日学生）in 蔵王
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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～

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER vol.11

国際ロータリー第2800地区
2017▶2018年度

◇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　

ガバナー月信
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長岡山から一望できる奥羽山脈展望板
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美しい心、ロータリアンの矜持
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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
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地区目標

第12号

美しい心、ロータリアンの矜持
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　鈴木一作ガバナー年度の月信は、今回をもって最終号となります。地区チーム研修セミ
ナーから始まり、ガバナー公式訪問、地区大会を経て、ガバナーの想いは地区全体に伝わ
り響きました。それでも、「参加できなかったロータリアンにも、私の想いが伝わる内容
にしたい」というのが、鈴木ガバナーの月信に対する考えでした。その熱い思いに感銘を
受け、この1年間、見やすく内容の濃い月信に仕上げることを目指し、７名の編集・印刷
担当者およびガバナー事務所のスタッフで制作してまいりました。
　月信の原点は、まだラジオ放送が始まって間もない頃、ポールハリスがロータリーの意
思を統一するために、遠く離れた各RC支部の会長・幹事宛てに手紙を送ったことが始ま
りという説があります。まさしくガバナーはRI会長の代行者であり、月信はガバナーの
指針（私信）を表すものです。
　この1年間、原稿依頼に快く応じてくださった皆様に心から感謝申し上げます。至らぬ点もあったかと存じますが、大過なく終える
ことができたのも、地区内ロータリアンの皆様のご協力、ご支援の賜物です。何より、我々が編集してきたガバナー月信が、皆様の
ロータリーライフに少しでもお役に立ったのであれば幸いです。ありがとうございました。

編集後記

国際ロータリー第2800地区 2017-2018年度ガバナー月信　編集長  工藤　孝（ 寒河江RC ）


