Governor’s Monthly Letter

8

ガバナー月信
基本理念

元気なクラブづくりのために

「ロータリーの木」の苗木を植えましょう
クラブに、地域社会に、世界に、次世代の為に

山形花笠まつり
（山形市）
（絵）上野 啓太
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国際ロータリー第2800地区 2019-2020年度
カバナー 大久保章宏 地区幹事 鈴木政康 地区資金委員長・菊川 明
RI会長 マーク・ダニエル・マローニー RI理事 三木 明

元気なクラブづくりのために
一歩前に踏み出しましょう
特別月間
「会員増強・新クラブ結成推進月間」
国際ロータリー 2019-2020年度
第2800地区ガバナー

大久保 章 宏
８月は「会員増強・新クラブ結成特別月間」です。
2019−20年度の最重要項目に「会員増強」を掲げて
います。2015年１月RI理事会は８月を重点分野：
「会
員増強・新クラブ結成推進月間」
としました。ロータリ
アン、
クラブ、地区が新会員の勧誘とロータリーの新ク
ラブ結成に焦点を当てて活動する月間であります。会
大久保 章宏ガバナーメッセージ

員増強には、内部拡大、外部拡大の二つがあると思い
ます。内部拡大はクラブの区域内で得ることが出来る
会員候補者に入会してもらい、
クラブの会員数を増や
すことです。一方外部拡大は、ロータリークラブが無
い地域に、新しいクラブを設立しロータリーを拡大し
て行く活動です。
また、ロータリークラブの事情によっ
ては、ロータリー衛星クラブのように、
「クラブの中に
あるクラブ」を設立し、運営する方法もあります。衛星
クラブの会員は、そのスポンサークラブの会員でもあ
ります。衛星クラブは、
スポンサークラブとは別に例会
を開きますが、通常のロータリークラブの規則に則っ
て運営されなければなりません。手続要覧で言及さ
れるロータリークラブには、特記されていない限り、
ロータリー衛星クラブも含まれます。状況によっては
衛生クラブをクラブ内に設立する事も問題解決の手
段ではないでしょうか。

さて、ロータリーとは？ 何なのでしょうか。
この問
いかけに研修リーダー鈴木一作PGが考え方を示して
頂いたと思っています。以前はロータリーの綱領と
言っていましたが、現在ではロータリーの目的と変
わっています。ロータリーの目的は４つの項目で構成
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されています。綱領の方が分かりやすいとか、目的の
方が分かりやすいとかさまざまな意見がありますが、

ガバナー プロフィール

エレクト年度の研修会、セミナーでは研修リーダーよ

大久保 章 宏

り短 い 言 葉で 説 明 する内 容を教えて頂きました。
「ロータリーは、ロータリアン同士の親睦を基盤に、立
派なロータリアンを育てながら、価値ある奉仕を通じ

（おおくぼ あきひろ）

所属クラブ：山形南ロータリークラブ
生年月日：1956年（昭和31年）12月13日
住
所：〒990−0025 山形市あこや町１−19−５
電
話：023−42−5550

て、社会に貢献する世界的団体である。」
この言葉は、
私は覚えやすく短く表現されていると思っています。
私がGETS（ガバナーエレクトトレーニングセミナー）
で研修中に、ロータリーとは何ですか？と質問があり

る短い文章でしたので答えは直ぐに発言しました。
研修の中で「立派なロータリアンを育て……」の言葉
に、
この言葉を入れて認識している事に驚きと感動し
たとリーダーはお話しされました。
この「育てる……」
は綱領、目的どちらの文章にも
「育てる」の文字はあり
ません。

私は31歳でロータリーに入会しました。何も分から
ないロータリアンである私を現在まで育てて頂いた

日本大学山形高等学校 卒業
日本大学理工学部建築学科 卒業

【職歴】
1979年
1981年
2000年

浜屋ガラス株式会社 入社
株式会社大久保硝子店 入社
株式会社大久保硝子店 社長就任

【その他】
1998年 社団法人山形法人会 青年部会部会長
社団法人山形県法人会連絡協議会
青年部会 部会長
財団法人全国法人会総連合青年部会
連絡協議会 役員
社団法人山形法人会 理事（現在に至る）
2002年 全国板硝子厚生年金基金 代議員
（2016年９月29日 解散）
2003年 山形県私立高等学校PTA連合会 会長
日本大学山形高等学校保護者会 会長
2004年

2010年

のはロータリーと思います。将来を考えれば「育てる」
ことが一番大切な事と考えます。育てる為には、最初
に種を播く必要があるのです。私の年度の基本理念
『「ロータリーの木」の苗木を植えましょう』に繋がるも
のがあるのではと考えます。
「植えて育てる」
この行為
を実行して行く事が、ロータリアンを育て、
クラブを育
て、地区を発展させることにつながって行く事と確信
しています。次世代の為にも皆様方と共に育てて行き
ましょう。

2017年

東北板硝子卸商業組合

理事長
（至る2006年）
全国板硝子卸商業組合連合会 理事
東北板硝子卸商業組合 理事長
（現在に至る）
全国板硝子卸商業組合連合会 理事
（現在に至る）
学校法人山本学園 理事・評議員
他 日本大学校友会山形県支部 幹事
他 日本大学工科系校友会山形県支部
副幹事長

【ロータリー歴】
1988年１月 山形南ロータリークラブ 入会
2002年
山形南ロータリークラブ 幹事
2007年
山形南ロータリークラブ
会長・地区副幹事
2008年
地区幹事
2009年
地区資金副委員長
2010年
地区ロータリー情報小委員長
2014年
第５ブロックガバナー補佐・
地区米山奨学委員会 委員
2015年
地区米山奨学委員会 委員長
2016年
地区米山奨学委員会 委員長
2017年
地区米山奨学・学友委員会 委員長
Multiple Paul Harris Fellow
Benefactor Major donor 米山功労者
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ました。私はこの言葉を答えました。私でも覚えられ

【学歴】
1975年
1979年

今年度の各委員会の活動方針
委員会活動はロータリーの具体的な行動を示す重要な施策です。
各委員長から今年度の重点的な活動方針をお聞きしました。

ロータリー活動の根幹をなすものであることは自明

クラブ奉仕委員会

の理であると思います。

今年度の各委員会の活動方針

自分たちのクラブにとって何が
一番必要か考えましょう
委員長

齋藤

善明

（酒田中央RC）

クラブ奉仕委員会にはいくつかの小委員会があり
ます。このことはクラブ奉仕をする（元気なクラブ
をつくる）には、いくつかのアプローチがあること
だと思います。各クラブによってクラブを元気にす
るための方策はそれぞれにあるのではないでしょうか。

大久保章宏ガバナーは基本理念として、
「 ロータ
リーの木」の苗木を植えましょう

クラブに、地域

社会に、世界に、次世代の為にと提唱されています。
また、基本方針として「一歩前に踏み出しましょ
う」と唱えられています。
そして、これらのスローガンの前段に『元気なク
ラブづくりのために』という言葉が加えられています。
さらに、基本方針の中で「何より大切なことは各

会員を増強すること、例会を充実させること（例
会プログラムの組み方）、親睦活動のやり方等々。
自分たちのクラブにとって今何が一番必要なことか、
会長、幹事、クラブ奉仕委員長の皆様には検討して
いただきたいと考えています。
なお、クラブ奉仕についてご理解いただくために、
新入会員を対象としたセミナーを開催いたしたいと
計画しています。

クラブが元気なクラブになること、つまり「クラブ
活性化」だと考えています。」と述べられています。
まさにガバナーの主眼はここにあるのではないで
しょうか。
また、クラブ奉仕委員会のカウンセラーを務めら
れる寒河江ロータリークラブの安孫子貞夫パストガ
バナーは、親睦と奉仕の調和について、
「親睦」とは、

ロータリー情報小委員会
ロータリーの特典と責務を提供
し会員の意識の高揚に努めます
委員長

庄司

豊

（酒田湊RC）

世俗から離れて楽しく心と心が通い合い、お互いが
学び合える教育的環境を意味し、
「奉仕」とは、親睦

2019〜2020年度のRI会長マーク・ダニエル・マ

によって形成される精神的境地の向上や人格の形成

ローニー氏は「ロータリーは世界をつなぐ」のテー

を指しております。
（中略）故に、
「ロータリーのロー

マの下、ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深

タリーたる所以はクラブ奉仕にある。
」と述べられ

く。寛大な人々が手を取り合い行動を起こすための

ていらっしゃいます。

つながりを築いてまいりましょうと提唱。

まさに、要諦であり至言であり、クラブ奉仕が、
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それを受け大久保章宏ガバナーは、基本理念を

「ロータリーの木」の苗木を植えましょう、クラブに、
地域社会に、世界に、次世代の為にと唱えました。

会員増強委員会
全会員が会員増強の重要性を理
解し、全会員で会員増強運動を！

ロータリー情報小委員会は、2800地区の会員、
特に在籍年数の少ない会員が、ロータリーを十分理
解し、ロータリー会員の特典と責務を把握できるよ

委員長

恩田

うな情報を提供することが任務と考えます。会員に

次郎

（鶴岡南RC）

ロータリーに関する知識や情報を提供し、会員の意
識の高揚に努めると共にコミュニケーションを図る
活動内容

会員増強です。
地区大会での全クラブの新入会員の紹介を目指し

○入会３年以内の新入会員を対象に研修会を実施する。

てください。会員増強だけでは無く、退会防止にも着

○入会３年以内の新入会員に、地区大会やIMの新

目して全クラブのサポートをお願いします。会員増強

会員セミナーへの参加を促し、ロータリー活動に

はクラブ委員会だけの問題では無く、全クラブ会員の

参加してもらう。

大切な活動として確認いただくようにサポートお願い

○例会卓話の依頼・情報集会の開催・クラブフォー
ラムへの参加等を通じて、ロータリー情報小委員
会として積極的に対応する。
●「ロータリーの目的」
（会員に必須で理解して頂

します。ガバナー補佐との協働をお願いします。
各クラブ純増１名の達成を（出来れば９月末まで
に）お願いします。
全クラブ地区大会での新入会員紹介達成のため、

きたい項目）

ガバナー補佐との協動をお願いします。
（ 第2800地

ロータリアン、ロータリークラブ、地区やRIの目

区・地区大会は令和元年10月20日）

的、そしてガバナーの目標は、すべて「ロータリー
の目的」を推進することです。
「ロータリーの目的」
を理解するには、下図の「ロータリアンの木」で考
えると分かり易いでしょう。

全会員が会員増強の重要性を理解いただくこと、
全会員での会員増強運動をお願いします。
地区会員増強セミナーを開催致します。地区大会
までにクラブ１名の会員増強を目指してお願いしま
す。
（開催日時

令和元年8月31日

天童ホテル）

会員を増やすには…原則
「革新的・戦略的アプローチ」
会長さんがスローガンを掲げ目標を明確に宣言する
（会員増強委員長・幹事との協力体制が必須）
●具体的には○○周年までに○○名にするという長
期目的（戦略計画）に沿った年間目標
●定款・細則見直しによる入会基準緩和（クラブ独自による）
●例会数、入会金、職業分類など…見直し
●会員全員が候補者をリストアップ
●定期的に進行状況の確認をすること
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今年度の各委員会の活動方針

活動を計画するべく、委員一同、鋭意努力致します。

大久保章宏ガバナーは、最も重要視しているのは

公共イメージ小委員会

職業奉仕委員会

SNS等での活用を積極的にやって
いきます
委員長

白井

元気なクラブづくりのお役に立
てる職業奉仕に務めます

健道

委員長

（東根中央RC）
今年度の各委員会の活動方針

本年度の運営方針にある、最重要項目「会員増強」、

横山

仁

（南陽東RC）
2019−2020年度のRIテーマが「ロータリーは世

重点項目「公共イメージと認知度の向上」達成のた

界をつなぐ」としております。マーク・ダニエル・

めに、
公共イメージ小委員会では、上位目標を「2800

マローニー会長は「最初の強調事項はロータリーを

地区の会員数が増加する」
、プロジェクト目標を

成長させることです。私たちの奉仕活動やプロジェ

「ロータリークラブのブランド力が向上する」とし

クトのインパクトを成長させること、また最も重要

ました。具体的には、次の５つの活動を行います。

なのはこれからより多くのことを達成するために、

⑴

ロータリーの組織とは？ロータリアンとは？地

会員を増やすことです」とマローニー会長は述べて

域社会や世界にどのようなインパクトを与えてい

おります。RIテーマを踏まえて大久保ガバナーが掲

るか、などについて会員が共通認識を持ち、発信

げたテーマは「元気なクラブづくりのために」とし

できる体制を構築する。

ております。このテーマの意味は私たち一人ひとり

⑵

情報発信ツール（各クラブのHPやFacebookな

のクラブが元気になることで活性化を図りなお且つ

ど）の棚卸を行い、効果的な情報発信方法につい

「職業奉仕が金看板」と言われている事を踏まえて

て提言を行う。
⑶

地区補助金事業などについて、積極的にプレス
リリースを行うことを推奨する。

⑷ 「ロータリーの友」、
「ガバナー月信」などの有効
活用を推奨する。
⑸

ロータリーデイの開催を推奨する。

元気なクラブづくりのために「一歩前に踏み出しま
しょう」
と基本方針を掲げました。
「つながり」をもっ
て「一歩前に踏み出す」ためにも難しいと言われる
職業奉仕が広く理解され職業奉仕を語り合い個々が
つながっていく事が重要と考えます。具体的には①
ロータリーの目的の理解②ロータリアンの行動規範

優良かつ市民の関心を引く情報発信を強化してい

③職業奉仕セミナーの開催④2800地区の各クラブ

くためにはSNSの活用が欠かせません。ハッシュタ

での例会卓話を受け入れ、分かりやすい職業奉仕を

グ「＃世界を変える行動人」、
「＃国際ロータリー第

地区委員が共有し、ブロック単位で話をする。これ

2800地区」
「
、＃〇〇ロータリークラブ」などを活用

らの活動を通してロータリアンとしての情報を発信

し多くの人の目に留まるようにしていきましょう。

し、大久保ガバナーの元気なクラブづくりのお役に

是非、
「リツイート」、
「いいね」をお願いします！

立てる職業奉仕委員会となるよう務めて参りたいと
思います。
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インターアクターにはその瞬間に立ち会うことで、

青少年奉仕委員会

自分でもできる国際親善を考える動機付けになれば

苗木である若者を育て、ロータ
リアンが一歩踏み込んだ事業を
委員長

遠藤

と考えております。他、米山梅吉記念館を米山委員
会と合同で見学しロータリーの歴史を学びます。

伸一

（寒河江RC）

令 和 ２ 年 ４ 月 に 全 国 イ ン タ ー ア ク ト 研 究会が
2800地区で開催されます。これはなんとしても成
功させなければならないプログラムです。

青少年奉仕委員会は、ローターアクト、インター

インター、ローター、ロータリーをつなぐために

アクト、ロータリー青少年指導者養成プログラム

は何が必要なのか、また何が足りないのかを全国の

（RYLA）
、ロータリー青少年交換プログラムなどを

委員長で考える場を提供してみたいと考えています。

通じて、青少年や若い世代の社会人がリーダーシッ
プ能力を伸ばせるように支援する事です。
この、新世代のためのRI常設プログラムは、30歳

ローターアクト小委員会
各市に１つローターアクト・ク
ラブの設立を目指します

までの多数の青少年が、将来のリーダーとなる為に
必要なスキルを身につけようと、参加しています。
青少年プログラムの参加者は、地域のプロジェクト

委員長

や指導力開発の研修、文化交流などに参加すること

越智

茂昭

（鶴岡RC）

によって、自分自身と世界について発見する事が出
来ます。その他、ロータリアンを模範として、倫理、

的に、さらに国内はもちろん全世界の他地区ローター

まさに、大久保ガバナーの基本理念「ロータリー
の木」の苗木を植えましょう。

アクターとも交流し視野の広いリーダーシップのと
れる青年男女を育てるプロジェクトでもあります。

そして基本方針の「一歩前に踏み出しましょう」。

2800地区のローターアクト・クラブは、米沢RAC、

これを実践すべき委員会であると感じております。

南陽東RAC、酒田RAC、鶴岡RACそして学校を基盤

苗木である若者を育て、ロータリアンが一歩踏み込

とする東北文教大学RACの５クラブがあります。各

んで関われるように各事業を魅力的なものにしてま

クラブは、独自の活動の他、ローターアクト地区代

いります。

表を中心として次の行事を実施しています。当委員
会は、提唱クラブと伴にこれらを例年どおり支援し
ていきます。

インターアクト小委員会
令和２年４月開催全国インター
アクト研究会の成功を
委員長

髙橋

章

１

2800地区ローターアクト年次大会の主催

２

夏季・冬季交流会、ローターアクトの日など地
区内の交流

３

アジア第１ゾーン代表者会議及び全国ローター
アクト研修会への参加

（米沢RC）
４
昨年までの様にインターアクトだけを見つめるの

その他
また、今年度はガバナーの方針により各市に一つ

ではなく、他の委員会プログラムと連携しながら幅

のローターアクト・クラブの設立を目指しています。

広い活動を考えています。

ローターアクトの活動にご理解頂くため、是非例会

元米山奨学生のマリエッタさんが言った「私はベ
ナンと日本の架け橋になりたい」の一言。

にローターアクターをお呼び頂き卓話をお聞き頂け
れば幸いです。

この夢の実現の足掛かりとしてベナン大使館を表
敬訪問したいとオファーしたところ、大使公邸でセ
レモニーの話を頂き、現在調整中です。
山形の未来を担うインターアクターが一緒に表敬
訪問することで、将来の山形とベナン共和国の親善
の足掛かりを作って参りたいと思います。
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奉仕、親睦の理念についても学べます。

ローターアクトは、2800地区の他クラブとは定期

ロータリーの指導や助言を受けながらホストファミ

RYLA小委員会

リーと生活する事になります。その間、世界各国か

「未来のリーダーへの投資」
「若
者の倫理観と自信を養う」
「直面

ら派遣されている学生と交流を深め、語学や世界観

する問題を学ぶ」を基本にプロ
グラムを充実させる

世界平和に貢献出来る人材育成となり、地域社会や

委員長

松岡

友路

（山形イブニングRC）

を学び、次世代のリーダーとしての見識を身につけ、
クラブにとっても大きな成果を上げる事が出来るプ
ログラムです。
2800地区の現状として、派遣学生のスポンサー
クラブになることで、来日学生のホストクラブにも

「リーダーシップを発揮したい」「自分の可能性を

なるということがセットになっており、スポンサー

広げたい」などそんな若者の考えを実現するための

クラブについては積極的に取り組んで頂いておりま

第一歩がRYLAです。14〜30歳の若者を対象に、ス

すが、多くのスポンサークラブがホストクラブに

キルと人格を養いながら、奉仕、高い道徳的基準、

なってからのホストファミリー探しで苦労している

平和といったロータリーの価値観を学ぶ機会を提供

ようです。

今年度の各委員会の活動方針

することを目的としています。 RYLAの形態は地区

ホストファミリーを受けるきっかけは色々なケー

によって様々ですが、多くはセミナーや指導力養成

スがありますが、ロータリアンの人脈を大いに活用

キャンプなどの形で行われています。 RYLAを通じ

してホストファミリーを探すことに努力すれば、潜

て、地域の若者たちがリーダーとしての資質を養い、

在している候補者は地区内に多くいる様に感じられ

人間として成長するのを助けることができます。

ます。ロータリアンに良く理解されてない事の一つ

私たちにできることとして

にロータリアンの子弟が参加できるプロクラムだと

①

地域の未来のリーダーに投資する

いう事があります。ロータリアンの子供や孫であれ

②

若者の倫理観と自信を養う

ばクラブとして全面的に支援してくれると思います

③

現代の若者が直面する問題について学ぶ

ので、積極的に考えて頂きたいと思います。子供が
派遣学生になったことでロータリーに入会するケー

など活動意義が高いのがRYLAです。
本年度の大久保ガバナーの方針に基づき、上林カ
ウンセラー、遠藤青少年奉仕委員長、委員会の皆様

スも最近良くありますので、知人友人に呼びかける
事も大切ではないかと思います。

の指導のもと2019−2020年RYLAを開催します。そ

また、受け入れ校についても現在は私立校が殆ど

のために、会員へのRYLAの認知度を向上させるた

だという事もあり、公立高校でも将来取り組んでも

めにPRを早めに行います。地域の若いリーダー早

らえるような活動をしていきたいと思います。

期育成のために、充実したプログラムを企画すると

2020年５月16日
（土）−17日（日）に、日本青少年

ともに、会員と地域社会へのRYLAの理解と参加促

交換研究会・山形会議が天童で開催されます。今年

進を目指します。また、日本青少年交換研究会・山

度の来日学生は３名と開催地としては少し寂しいこ

形会議への支援も積極的に行います。

とですが、多くのROTEXの参加協力を得て委員会を
挙げて取り組まなければならないと考えております。
地区内ロータリークラブの皆さんにはこれまで以上

青少年交換・学友小委員会

のご支援とご協力をお願いいたします。

青少年交換プログラムの充実と５

派遣されて帰国した学生達の成長がどのようなも

月天童で開催の日本青少年交換研

のか、これまでの帰国学生を見れば良く分かります。

究会山形会議の成功に向けて

地区内ロータリークラブに支えられてこのプログラ

委員長

今間

勝見

（鶴岡西RC）

ムは前に進む事が出来ます。
山形に一人でも多くのグローバルな感性を持った
若者を育てるために、取り組んでまいりますのでご

青少年交換プログラムは、スポンサークラブを通
して申込があった応募学生が、面接試験を経て候補
学生となり、一年間のオリエンテーションを受けた
後、派遣学生として地区委員会で決定した派遣国で
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指導とご協力をお願い致します。

国際奉仕委員会は、地区内のロータリークラブを世

社会奉仕委員会

界と繋ぐ援助をするために地区内クラブと海外クラ

「社会奉仕による地域社会への影
響を考えた活動を」推進します
委員長

赤塚

弘実

（天童東RC）

ブとを引き合わせたり、補助金申請プロセスを援助
します。また、クラブの海外プロジェクトを支援し
ます。その他、新しいロータリー地域社会共同隊を
提唱するようクラブに奨励したり、様々な分野の専
門知識をもつロータリアン行動グループから支援を

いよいよ大久保年度が始まりました。大切な事は

得ることを補助します。

「クラブが元気になる事、地域のニーズに合わせた

クラブと地域の人びとが協力しながら、地域社会

活動が大切であり社会奉仕活動の重要性をもう一歩

や世界に大きな影響を与えるプロジェクトには、入

踏み出しましょう！」と基本方針をあげております。

念な計画が欠かせません。地域社会に独自の資産や

＜重点目標＞

課題がある事を知るために、ロータリーの６つの重

①元気なクラブづくりの為に地域会社のニーズを調

点分野について理解してもらい、次の様な事項につ

査しましょう。又、地域・一般の方々を巻き込み
ながら社会奉仕活動の実践をしましょう。
②有効的な地区補助金の活用をサポートしましょう。

いてクラブを支援する事を目指します。
• プロジェクトをロータリーの重点分野に沿ったも
のにする

全クラブが社会奉仕活動を考えクラブの活性化を

• プロジェクトの立案・実施に必要な支援を募る

目指し全員参加型の奉仕活動をしましょう。

• グローバル補助金の手続きを学ぶ

③地域に対してPR活動を実践し、公共イメージ委
奨学金制度の周知をはかりましょう。詳細は、
「ロータリー希望の風奨学金」ホームページをご

• 援助国側提唱者を見つける
地元や海外のエキスパートを見つける上で、地区
奉仕委員会、財団委員会またはロータリー財団専門

参照ください。
（http://kibounokaze.com/）

家グループなどからサポートを得る様に協力して活

私は、ロータリーの活動で大切な事は、より多く

動していきます。

のことを地域社会の中でどれだけ関わりを持つ事が
大切であるのかと思います。まさに「ロータリーの
礎は、つながり」とマーク・ダニエル・マローニー

米山奨学・学友委員会
米山奨学会の意義を理解してい

RI会長が所信の中で申しております。
「つながり」を大切にしながらより多くの情報を

ただき寄付の促進につとめます

クラブに対して吸収と発信をして参りたいと思います。

委員長

田中

又、どんな事業を行ったかではなく、その事業がど

隆一

（米沢RC）

のように地域社会に影響を与えたのか、を考えて委
員会活動を推進して参ります。充実した年度になり

⑴サブ世話クラブ制度

ますように、頑張って参りましょう。

・全奨学生に対してサブ世話クラブを
導入し、大学から遠方の地域や世話
クラブの経験が少ないクラブに、奨

国際奉仕委員会

学生を年間２回ほど訪問、させ地区内多数のクラ

他委員会からの情報提供、サポー
トを得ながら活動します
委員長

小松

ブに米山奨学生との交流の機会を作る。
⑵米山卓話の推進

栄一

（寒河江RC）

・各クラブで、地区米山奨学委員はもちろん、米山
奨学生も積極的に卓話に応じるように心がける。
（特に今年度は、地区米山奨学委員は所属ブロッ

2019-20年度RI会長テーマ「Rotary connects the

クでの例会卓話を積極的に行う）

world:ロータリーは世界をつなぐ」と大久保ガバ

⑶世話クラブの推進

ナーの基本方針「一歩前に踏み出しましょう」を実

・積極的に世話クラブを受諾してもらえるよう、各

現するために、下記の方針に従い行動して行きます。

クラブに世話クラブの良さをPRする。
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員会と協働しましょう。又、
「ロータリー希望の風」

• 地域のニーズ調査を実施する

・世話クラブカウンセラーへのオリエンテーション
を、さらに充実したものにする。

ロータリー財団学友小委員会

・オリエンテーションには、世話クラブ、サブ世話

学友の情報を把握し、将来の学
友会結成を

クラブ、カウンセラー、大学担当教授らを招き、
一年間の打ち合わせや情報提供に心がけ、世話ク

委員長

ラブとサブ世話クラブの情報交換を促す。

伊藤

明彦

（山形北RC）

・一人の奨学生に世話クラブの希望が集中した際は、
前年度寄付額の多いクラブを世話クラブとする。
・米山梅吉記念館研修参加奨学生へ世話クラブより
20,000のご寄付を賜りたい。
⑷米山学友会運営への支援
・米山奨学・学友会のHP及びFaceBookの活用を推進する。
・県外転出の奨学生は、奨学生歓送時に学友会へ登
録させ、HPやメールによる情報交換を促進する。
・2800地区としての在籍証明書を交付する。
⑸米山奨学事業の理解促進
・地区行事、ガバナー月信、ロータリーの友などで、
米山奨学事業をPRし、米山功労者を称える。
・ガバナー月信の企画記事「米山奨学・学友コー
ナー」に、
全ての米山奨学生と地区委員が投稿する。
今年度の各委員会の活動方針

・米山奨学生を、各クラブでの例会卓話やIM等で
活用してもらえるようにお願いする。
・７月開催の米山奨学・学友セミナーよねやま親善
大使のスピーチを実施する。

1947年以来、ロータリー財団プログラムの奨学
金や補助金を受領した人は、125,000人以上に上り
ます。プログラムの元参加者は、ロータリーによる
奉仕の幅を広げるだけでなく、財団の力強いサポー
ターとなり、寄付見込者ともなります。
このため、地区財団委員長がロータリー財団学友
（以下、学友という。）との関係を維持し、ロータリー
への参加を促すことが重要となります。
学友は、以下のような点で地区にとっての大きな
力となります。
●国境を越えた地区の交流、奉仕プロジェクト、親
睦のきっかけを生む。
●学友会に参加したり、学友会を結成したりする。
●入会候補者または寄付見込者となる。
上記のように地区が学友との関係を緊密に保つこ
とは、地区のロータリー活動にとって有意義です。

・地区大会では、奨学生の出席も義務化していく。

しかし、近時の2800地区では必ずしも学友との関

とともに、
「よねやまナイトin山形」を合わせて開

係が緊密に保たれているわけではありません。従っ

催するなどして、地区内米山奨学生、学友、米山

て本年度は各クラブのご協力の下、地区内の学友の

関係者との交流を促進する。

情報を収集し、学友の存在を把握するなど将来の学

⑹奨学生の選考とフォロー

友会の結成等を見据えた礎となる年度とすることを

・指定校の選定、奨学生選考試験、オリエンテーショ

目指したいと考えております。

ン、歓送会、ホームカミング、学友会との懇親会。
・奨学生に卓話を依頼、委員が同伴などして、コミュ
ニケーションに心がける。
⑺寄付の促進

ロータリー財団委員会
補助金・奉仕プロジェクト小委員会

・米山奨学生卓話の際、訪問クラブに特別寄付をお願いする。

グローバル補助金に積極的に挑
戦してほしい

・各ブロックのガバナー補佐へ担当クラブの寄付状
況を発信し、特別寄付のPRを依頼する。

委員長

・各クラブに過去の寄付実績をお伝えし、今後の目

和田

實

（米沢RC）

標設定をお願いする。
全国34地区中28位の2800地区全国順位を引き上
げるため、委員全員で努力する。
地 区 の 特 別 寄 付 者 割 合40.9 ％ を、 全 国 平 均 の

本補助金は年度開始前にＲ財団に申請・承認を得

45.4％を超えるように努力する。

る必要がある為、例年年度開始時点では全ての手配

最終目標である地区一人当たり年間寄付額15,000

が完了して居ることになります。

円の達成を目指す。
（ 普通寄付：一人5,000円）
（特
別寄付：クラブ会員全員 1,000円以上から10,000円）
⑻米山奨学生を『米山梅吉記念館』への視察・研修
の実施
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○地区補助金

先ずPETS開催の二日目２月24日に「Ｒ財団補助
金管理セミナー」が開催され、本年度の方針・手続
明細が示されました。
結果として38の案件に総額59,387ドル（本年４

月時点で6,530,000円、例年の約50％増）の配分が

補助金を有効かつ適切に運用し、各クラブの有意

決定し、その詳細は４月13日開催の「地区研修・

義な奉仕事業のお手伝いをする。特に、グローバ

協議会」にて発表されました。

ル補助金は是非１件以上の活用を目指したい

その後当該クラブへはドル建ての配分決定額が連

更に、地区内で普及が進んでいないロータリー

絡され、年度開始直後の７月から８月にはＲ財団か

カードの普及促進と、
「ロータリー平和センタープロ

らの入金を待って各クラブに同時点でのレートで円

グラム」のPRと理解促進も進めて行きたい

貨送金されます。

以上を達成する為に

当該プログラム完了後は速やかに、請求書・領収
書本紙を添え決算報告の提出をお願いすることにな
ります。

１．財団月間である11月の23日
（土）10：00 〜 12：
00に財団セミナーを開催（天童ホテル）
２．各クラブ例会へ積極的に出前講師を派遣（是非

○グローバル補助金

遠慮なくご要請下さい！）

本補助金は海外案件且つ実施国側のRCと共同し

ご理解とご支援を宜しくお願い致します。

て対応する必要あることからタイ・モンゴルでの数
件の実績しか無く、当委員会としても毎期新たな案
件開発に苦慮していますが、本年度は「財団奨学生」

資金推進・管理小委員会

た。実現すれば本制度に基づく最初の「奨学生」と

ロ ー タ リ ー の 多 彩 か つ 重 要 な、
人道的奉仕活動へのご理解とご

なります。又、米沢クラブにてラオス・カンボジア

協力をお願い申し上げます

等での案件を検討されており、当委員会としても期

委員長

候補が地区として決定、Ｒ財団に申請が完了しまし

池田

（鶴岡RC）

本補助金は申請時期に制限は無く総プロジェクト
費用が３万ドル以上と比較的大型でありながら提唱

皆様方に資金推進・管理小委員会からのお願いで

するクラブの拠出はゼロでも可ですので多くのクラ

す。ご寄付は

ブでのご検討を期待しています。

①年次基金寄付については、
年間お１人当たり150 ＄
②あともう少しの、ポリオ撲滅のためのご寄付は、
年間お１人当たり10 ＄

ロータリー財団委員会

③もうひとつの、平和構築のために活動する若者を育

財団の意義を理解し進んで寄付

成・支援するための平和フェローシップへのご寄付

するロータリアンに！

①の納付期限は、毎年６月上旬です。これを過ぎ

委員長

長谷川憲治
（山形RC）

ますと、ご寄付額がゼロ扱いになり、誠に不名誉な
ことになりかねません。是非ご留意下さい。
②のポリオプラスへのご寄付は任意ではあります

今年度のロータリー財団委員会の方針は以下の通

が、年間お１人当たり10 ＄のため、できればひと

りです。

つのクラブで年間1,500 ＄をお願いできればと思い

１．先ず、財団の意義を地区内全ロータリアンに良

ますが、この点につきましてはDDFの残額（2019

く理解して頂く
２．理解して頂いた上で、
「強制的に集められる寄付」か
ら「進んで寄付をする」意識の醸成へと進めて行く
３．50ドルの自動的寄付に加えて、地区内全ロー

年５月末日現在＄109,471）からの10％のご寄贈を
いただければと思います。ちなみに昨年度は１万
＄のご寄贈をいただいております。
③の平和フェローシップにつきましては「日本

タリアンに些かでも上乗せして頂く運動を推進す

ロータリー平和センター基金」
（恒久基金として）

る。特にポリオプラスへの寄付金10ドル/人は是

へのご寄贈となります。年200万＄の基金で、毎年

非お願いしたい

１名の日本の冠名のついた平和フェローを誕生させ

４．最終的には、
「 自動的寄付50ドル＋ポリオプラ

ることができます。これにつきましても、上記DDF

ス10ドル＋上乗せ任意寄付90ドル＝ガバナー方

の残額からの、この基金へのご寄贈をいただければ

針の150ドル/人」の目標達成を目指す

と思います。昨年度は１万＄のご寄贈をいただいて

５．その結果の反映である地区補助金・グローバル

おります。
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今年度の各委員会の活動方針

待している処です。

德博

大久保ガバナー

ごあいさつ

米山奨学・学友セミナーレポート
日時
場所

令和元年 7 月 6 日
（土）13：30 〜
ほほえみの宿 滝の湯（天童市）

米山奨学・学友セミナーレポート

冷夏のなか、新年度に入って早々、米山奨学・
学友セミナーが天童ホテルで開催されました。
今年度は米山梅吉記念館創立50周年でもあり、

米山奨学・学友委員長

田中

隆一

続いて委員長の私から、米山奨学事業に関する
事や、指定校の選定から選考までの流れを説明致
しました。

インターアクト・ローターアクト・米山奨学生と

この米山奨学セミナーでは初めて、米山大使と

の合同地区外研修で記念館へ訪問する予定です。

して活躍されているアブデルアール・アハメド様
にお越し頂き、講話をお願い致しました。

12

大久保ガバナーの開会点鐘に続き、依田ソング

ご自身の出身地であるエジプトのお話や、これ

リーダーのもと、国歌及びロータリーソング「奉

まで得た日本語、日本の伝統文化の伝授を通して

仕の理想」を合唱しガバナーからのご挨拶があり

国際社会で活躍する人材の育成に努めているお話

ました。

をされました。

特別講演 よねやま親善大使
アブデルアール・アハメド氏

次に山形米山学友会の高吉嬉会長による学友会

の２学生からはビデオメッセージ）が行われ、日

の報告があり、地区学友会の活発な活動をまとめ

本での学生生活、母国のこと、卒業後の展望など

たDVDが上映され、米山記念奨学会、財団への理

が率直に語られました。

解をさらに深めることのできた充実したセミナー

米山奨学生になったことにより、母国と日本の

となりました。

架け橋になり活躍したいという言葉が奨学生全員

最後に米山奨学・学友会カウンセラーの武田パ

から聞けたことはとても嬉しく、このセミナーの

ストガバナーから所感を、大久保ガバナーより総

目的を少し果たすことが出来たのではないかと思

括をいただき、セミナーを閉会しました。

いました。

今後米山奨学生としての数々の活動が心に残り、
一生の宝となることを信じて。
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米山奨学・学友セミナーレポート

その後、16名の奨学生によるスピーチ（欠席

第１回

全国青少年交換委員長会議報告

青少年交換・学友小委員会委員長

今間

勝 見（鶴 岡 西 R C）

2019年７月７日（日）東京都AP品川

新年度が始まって一週目での委員長会議の為、早

どこの地区でも悩みは同じで、ホストクラブや

朝の庄内空港から一便で上京して品川駅近くにある

ホストファミリーの選考に頭を痛めているようでした。

会場に雨の中向かいました。

午後からはRIJYEMの委員会報告と基調スピーチ

同じ会場では、RIJYEMの理事会と全国危機管理委

で、金沢会議でプレゼンテーションをしたスティーブ・

員長会議が開催されており、当委員長会議は７階で

ガーディス氏が「米国に派遣されてくる学生の実態報

行われ、参加人数は研修委員と事務局員を入れて

告」
と題してお話しされました。

100名程でした。

その中で、米国のことではありませんが、EUと交換

第１回全国青少年交換委員長会議報告・第１回インターアクト連絡協議会報告

全国青少年交換委員長会議の午前のテーマは「効

した学生の書類の取り扱いについて、交換プログラム

果的な学生募集と選考方法」についてで、９つのテー

が終了した時点で廃棄しなければならない、
という点

ブルに分かれてグループディスカッションを行い、各

では書類の取り扱いについて慎重に対応する必要が

グループの代表が討議内容を発表しました。

あると感じました。

その中で、日本で最多の受け入れと派遣を行って

地区によって、会員数や会費等の違いで予算措置

いる2770地区では、地区からの予算措置が無く、

に差があることは止むを得ないことですので、2800

スポンサークラブがクラブ予算の中で青少年交換プ

地区では委員会の頑張りと地区ロータリアンの熱い

ログラムを実施していることに驚き、
また、ほとんどの

友情で、今後も青少年交換プログラムを推進してい

地区ではホストクラブに対して、IBS一人に対して60

かなければと思いながら庄内空港に帰ってきました。

万〜80万の予算措置をしているとのことでした。

第１回

インターアクト連絡協議報告

インターアクト小委員会委員長

髙橋

章（米 沢 R C）

ホストクラブは新庄RC、新庄あじさいRC、最上RC
です。

第１回インターアクト連絡協議会が新旧関係者を

高校生がロータリーと一緒に活動することは、ロータ

招いて7月9日寒河江市で行われました。

リアンにとっても良い刺激になります。

６月７日に開催されたインターアクト年次大会の報

更なる奉仕活動が期待できると信じております。

告を九里学園高等学校より頂きました。

最後に各学校より活動内容を紹介頂き、閉会となりま

８月５日〜７日の米山RAC,IAC合同研修に関しての

した。

説明と現在の状況を報告しました。
初めての企画ですが内容が濃く、必ずやインターア
クターにとって良い経験になると信じています。
新庄東高等学校が６月に正式にインターアクトクラ
ブとして認定されました。
14

国際ロータリー青少年交換学生
募 集
あなたも若き親善大使になりませんか
● ロータリーは世界各国と年間8,000余名の留学生を交換しています。
● 留学前の１年間、約７回のオリエンテーションを実施します。
● １年間ホームステイをし、現地の学校に通います。
● 食費・小遣い・学校関係費用など滞在費はホストロータリークラブから支給されます。
派

遣

先

アメリカ・カナダ・フランス・メキシコ・ブラジル・台湾など

派 遣 期 間

１年間

７・８月中旬〜翌年６月中旬（約10ヶ月）

応 募 資 格

山形県内居住者

2020年出発時15才以上18才までの高校在学生

※最寄りのロータリークラブの推薦が必要です。
費

用

（１）往復の旅費・保険料・VISA取得費用

約40万円

（２）諸経費30万円（ブレザー・バッジ・名刺代・オリエンテーション費用など）
応 募 方 法

応募はお住まいの近くのロータリークラブを通じて行います。
別紙ロータリークラブ一覧より、最寄りのロータリークラブにお問合せください。
国際ロータリー青少年交換学生募集

選 考 試 験

【面接試験】面接日時・詳細については後日ご連絡いたします。

書類提出先

国際ロータリー第2800地区 地区事務局
〒994-0027

山形県天童市桜町2-20

ＴＥＬ：023-687-0208 / ＦＡＸ：023-687-0209
Ｅ−ｍａｉｌ：oﬃce@rid2800.org / ri2800@muse.ocn.ne.jp
＜２０１９年８月末日 必着＞
＜最寄りのロータリークラブにお問い合わせください＞
最近の青少年交換学生派遣先
2014-15年度

台湾

2015-16年度 アメリカ , 台湾

2016-17年度 ブラジル ,

台湾

2017-18年度 アメリカ , ブラジル ，ハンガリー , 台湾

2018-19年度 アメリカ , ブラジル ，
フランス , ドイツ

2019-20年度 アメリカ , 台湾

※オーストラリア , ニュージーランド などへの派遣はできません。
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大久保ガバナーの表敬訪問日記
●７月８日
（月）山形市長表敬訪問

●７月12日
（金）酒田市長表敬訪問

●７月16日
（火）南陽市長表敬訪問

●７月17日
（水）NHK表敬訪問

●７月19日
（金）天童市長表敬訪問

●７月24日
（水）長井市長表敬訪問

●７月８日
（月）

山形市長表敬訪問

●７月17日
（水）

NHK表敬訪問

第５ブロックから

NHK山形放送局を

のガバナー輩出とい

表敬訪問。メンバー

うことで、新年度ス

は大久保ガバナー、

タートとして佐藤孝

小松ガバナー補佐、

弘山形市長を表敬訪

山 形RC会 長 幹 事、

問いたしました。当日は、大久保ガバナー、小松

地区運営委員の６名

ガバナー補佐、遠藤ガバナー補佐、鈴木地区幹事、

です。藤田美和子局長自身も山形ロータリークラ

他地区運営委員の７名で面会いたしました。大久

ブの女性会員、県内の女性活躍や女性ロータリア

保ガバナーは、第2800地区の現状と今後の方針・

ンの話題。１月のサンディエゴの国際協議会で奥

課題等、ローターアクト・インターアクトへのご

様パートナー向けプログラムに参加しポリオ撲滅

協力、また10月に山形市で開催される地区大会

活動に感銘を受けた。スタジオ見学では「やまま

について説明いたしました。

る」セットを視察、大久保キャスターはとても様

（金田

亮一）

になっていました。
●７月12日
（金）

（鈴木

崇弘）

酒田市長表敬訪問

大久保ガバナーの表敬訪問日記

●７月19日
（金）

天童市長表敬訪問

天童市役所にて山
本信治市長に表敬訪
問いたしました。メ
酒田市役所にて丸山至市長に表敬訪問いたしま

ンバーは大久保ガバ

した。メンバーは大久保ガバナーに池田ガバナー

ナーに矢口ガバナー

補佐、酒田市内各会長幹事と地区幹事が同行いた

補佐、天童市内各会長幹事と地区幹事が同行いた

しました。大久保ガバナーからは国際ロータリー

しました。大久保ガバナーからは来年５月に天童

の本年度テーマ「ロータリーは世界をつなぐ」に

で開催予定の全国青少年交換研究会への協力のお

ついての紹介や、地区の若い人の活動で特に「イ

願いや、天童地区には「ローターアクトクラブ」

ンターアクト」への協力を市長に提案し、市長か

がないことから地区の若い人の活動への協力を市

らもご賛同いただきました。

長に提案いたしました。 （地区幹事

（地区幹事

鈴木政康）
●７月24日
（水）

●７月16日
（火）

鈴木政康）

長井市長表敬訪問

長井市役所にて

南陽市長表敬訪問

内谷重治市長不在
のため遠藤健司副
市長、齋藤環樹統
括監に表敬訪問い
大久保章宏ガバナーは、南陽市役所にて白岩孝

たしました。メン

夫南陽市長を表敬訪問いたしました。訪問には、

バーは、大久保ガバナー、味田ガバナー補佐、長

味田ガバナー補佐、南陽東・南陽・南陽臨雲各ロー

井・長井中央各ロータリークラブ会長、幹事、地

タリークラブ会長・幹事、鈴木地区幹事、地区運

区運営委員の８名が同行いたしました。大久保ガ

営委員の10名が同行いただきました。大久保ガ

バナーからローターアクトクラブをつくるために

バナーはローターアクト・インターアクトの活動

ご協力をお願いし、長井市で協力できることは協

とロータリークラブの支援活動に触れ、理解と協

議し協力したい旨のお言葉を頂戴しました。

力を求めました。
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（鉄

浩二）

（鈴木

崇弘）

クラブ便り

「松尾芭蕉を迎えるおもてなしの集い」開催
尾花沢ロータリークラブ事務局

鈴木

勲

10月19日（土）・20日（日） 地 区 大 会 のご 案 内
地区大会実行委員長

長 沢 一 好（山 形 南 R C）
大久保章宏ガバナー年度が７月よりスタート

者研修セミナーを山形市民会館ホールにて開

致しました。前鈴木一作ガバナーのご指導に

催。その後、午後６時よりホテルキャッスル

下で、PETS、地区研修協議会を終えられ

にてRI会長代理歓迎晩餐会を執り行います。

て、ようやく船出が出来ました。これも多く

第２日目、地区大会のメインイベントであ

のパストガバナーの皆様方よりご指導賜り深

ります。会場は山形市民会館ホール。第２回

く感謝申し上げます。

本会議また、記念講演会は大久保ガバナー自

我、山形南ロータリークラブと致しまして

ら講演要請された米山親善大使。中国上海市

も、2008〜2009年度の武田和夫パストガバ

でご活躍されておられる弁護士姫軍（ジジュ

ナー以来11年目であります。当時、活躍された

ン）さんであります。豊富な経験から中国で

メンバーも世代交代が進んでおるのが現状で

の日本企業をサポートされておられるお話が

あります。只、若い会員の皆さんが一丸となっ

聞けると思われます。

て地区大会を盛り上げ様と現在先輩会員より
指導頂いて進めているところであります。
現在での地区大会計画の概要についてご説
明申し上げます。
第１日目、10月19日（土）午後１時よりRI会
長代理をお迎えしての第１回本会議及び指導

懇親会は会場をパレスグランデールに移し
て皆様に喜んで頂ける様スタッフ全員で知恵
を出して「想い出に残る懇親会」をモットー
に企画致しておりますので、多くのロータ
リーアンの参加を心よりお待ち致しておりま
す。
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クラブ便り／地区大会のご案内

尾花沢ロータリークラブでは芭蕉来訪330年を想定し、５年前から、芭蕉研究家梅津保一先生を講師に
「地域の歴史を学ぶ例会」
として月１回開催し、芭蕉の旅心を学んできました。
この程、芭蕉の滞在した、養泉寺のある梺町自治会に呼びかけ、芭蕉来訪330年を記念し
「松尾芭蕉を迎
えるおもてなしの集い」
を開催しました。
今から、330年前の1689年（元禄２年）の７月３日、俳聖松尾芭蕉は、河合曽良を伴い、最上町から山刀
峠の難所を超え、尾花沢に到着したのが昼過ぎである。
豪商鈴木清風宅に3日間、同市梺町集落の養泉寺に７日間滞在、奥のほそみち紀行でもっと長躯逗留し、
鈴木清風や地域民のおもてなしを受け、多くの名句を残され
され
ました。
家の
芭蕉に同地区出身の米沢女子短大講師で芭蕉研究家の
梅津保一先生、曽良に地域代表の石川利信氏に依頼し、芭
蕉と曽良の衣装を纏い、芭蕉清風歴史資料館を出発市街地
街地
を経由し、尾花沢小学生訳80名、地域民70名の待つ養泉寺
泉寺
へ到着。
生の
養泉寺本堂では、
「養泉寺の芭蕉さん」
と題し、梅津先生の
記念講演が行われました。清風が芭蕉を養泉寺に泊めた理
由について、
「涼しい風と美しい風景でもてなし、芭蕉に自由
を与えた」
と紹介し、真のもてなしの心を学ぶことが出来まし
た。
その後、境内では、地区民の協力を願い芭蕉が大好物だっ
た、コンニャクの食べ放題、
とポケットテッシュのつかみ取り
を行い、小学生と地域民から講評を博した行事となりました。

ロ ー タ リ ー 財 団 寄 付

PHF+5

PHF+5

水上

PHF+3

三浦 信英

進

坂部

［白鷹］

［山形北］

PHF+3

PHF+2

富樫 松夫

PHF+1

齋藤 憲康

［鶴岡］

大滝 正博

［鶴岡東］

PHF+1

［余目］

PHF+1

日向 信之

PHF+1

進藤 芳明

［酒田中央］

登

［山形西］

芳賀 康雄

［酒田］

［白鷹］

PHF

PHF

阿部 敏則

齋藤 幸一

［酒田中央］

［白鷹］

ロータリー財団寄付／米山奨学会寄付

米 山 奨 学 会 寄 付
第６回

米山功労クラブ

第11回 米山功労クラブ

鶴岡東ロータリークラブ

米沢ロータリークラブ

第19回 米山功労クラブ

第19回 米山功労クラブ

山形南ロータリークラブ

鶴岡ロータリークラブ

第32回
米山功労者メジャードナー

第10回
米山功労者メジャードナー

藤川 享胤

矢吹 海慶

［鶴岡］

［鶴岡東］

第２回
米山功労者マルチプル

隆

第２回
米山功労者マルチプル

佐藤 幸蔵

［山形北］

五十嵐 勇

［［山形北］

第１回
米山功労者

［鶴岡東］

第１回
米山功労者

中川 国弘

第１回
米山功労者

佐藤 詩郎

［大江］

菅原 成規

［鶴岡］

第１回
米山功労者

上野 欣一
［鶴岡］
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齋藤 憲康

［天童］

第４回
米山功労者マルチプル

増田

第９回
米山功労者マルチプル

［鶴岡］

第１回
米山功労者

早坂
［鶴岡西］

剛

新 入 会 員
所属／酒田東
職業分類／緑化整備業

所属／新庄RC
職業分類／建設資材販売・機械レンタル

所属／新庄RC
職業分類／測量設計

川上

青木朋祐貴

海藤

裕

Kawakami Yutaka

Aoki Tomoyuki

Kaito Takeshi

剛

［2019年7月4日入会］

［2019年7月2日入会］

所属／新庄RC
職業分類／生命保険

所属／寒河江RC
職業分類／信用組合

所属／米沢RC
職業分類／ビルディング経営

濱

川越

阿部

智春

Hama Tomoharu

Kawagoe Toru

［2019年7月2日入会］

［2019年7月2日入会］

徹

隆司

Abe Takeshi

［2019年7月11日入会］

［2019年7月2日入会］

所属／米沢RC
職業分類／社会保険労務士

所属／上山ＲＣ
職業分類／シール・ラベル印刷

所属／米沢上杉RC
職業分類／うどん・そば店

高橋

晋道

冨澤

百栄

Takahashi Momoe

純一

Shindo Junichi

［2019年7月2日入会］

［2019年7月1日入会］

［2019年7月2日入会］

所属／米沢上杉RC
職業分類／銀行

加藤

土田

寿一

泰之

Tsuchida Yasuyuki

［2019年7月2日入会］

［2019年7月16日入会］

訃 報
所属／寒河江RC
職業分類／耳鼻咽喉科医

安孫子正平
享年87歳
令和元年7月1日ご逝去

ロ ー タ リ ー の 友 委 員から一言
第2800地区ロータリーの友委員

谷口

義 洋（山 形 南 R C）

する機会があったがおもしろい意見があったので紹
介したい。
それは佐世保RCのＴ氏の意見であったが、１年間
「ロータリーの友」を熟読されたとのこと。さらに
それを奥様にも読んで頂いた。その結果夫婦の会話
７月１日に、ロータリーの友委員会の新旧区代表

がはずみ、夫婦仲が極めて円満になったそうだ。

委員によるロータリーの友事務所との合同会議が

会員の皆様の中に、夫婦関係を改善されたい方が

グランドプリンスホテル高輪で開催された。テーブル

いらっしゃれば、是非、「ロータリーの友」のご活

毎に分かれ、主に旧委員から１年間の感想をお聞き

用をお薦めしたい。
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新入会員／訃報／ロータリーの友委員から一言

所属／米沢上杉RC
職業分類／建築板金

Kato Juichi

吉璋

Tomizawa Yoshiaki

August
８月の地区スケジュール

日

会員増強・新クラブ結成推進月間

曜

主要な行事

8/ 1

木

Ｇ公式訪問（山形北） 山形新聞表敬訪問（14：00）

2

金

Ｇ公式訪問（米沢中央）

3

土

D2830・南グループIM（八戸市）

4

日

RAC会長・幹事会

5

月

Ｇ公式訪問（東根中央） インターアクト地区外研修

6

火

Ｇ公式訪問（村山） 村山市長表敬訪問

7

水

Ｇ公式訪問（上山）

8

木

Ｇ公式訪問（酒田東）

9

金

Ｇ公式訪問（山形東） 第５ブロックＧ歓迎会

10

土

11

日

（山の日）

12

月

（振替休日）

13

火

14

水

15

木

16

金

17

土

18

日

19

月

Ｇ公式訪問（米沢おしょうしな）

20

火

Ｇ公式訪問（米沢上杉） 第６ブロックＧ歓迎会（18：00）

21

水

Ｇ公式訪問（西川月山）

22

木

Ｇ公式訪問（鶴岡南）

23

金

東根市長表敬訪問（11：30）

24

土

第１回諮問委員会

25

日

26

月

Ｇ公式訪問（鶴岡西）

27

火

山辺町長表敬訪問

28

水

Ｇ公式訪問（鶴岡東） 鶴岡市長表敬訪問（14：30）

29

木

Ｇ公式訪問（白鷹） 白鷹町長表敬訪問

30

金

31

土

新庄まつり
（新庄市）

上山市長表敬訪問（10：00）

カヌーと新旧橋（朝日町）

Ｇ公式訪問（山辺）

日本一公園（大江町）

会員増強セミナー（天童市）

上野 啓太氏のプロフィール
1960年、東京湯島生まれ。20歳の頃から商業イラストレーターとして、雑誌等で幅広く活躍した。
数年前、生まれ育った湯島・本郷の町並みを描き展示会を開いたところ、地元の人々の大きな
感動を呼び、NHKをはじめメディアの取材が相次いだ。以後“ふるさと画家”として、その
あたたかいイラストをひと目で好きになるファンが急増中。都内、さらに遠く北は北海道から
南は九州まで、全国から「わが街を描いてほしい」という依頼が次々に舞い込むようになった。
現在、一般社団法人マーチング委員会の理念に共鳴、
マーチング委員会の主要画家として活躍中。

国際ロータリー第2800地区
〒994-0027

地区事務局

山形県天童市桜町2-20

TEL:023-687-0208

FAX:023-687-0209

http://www.rid2800.jp/

E-mail：oﬃce@rid2800.org

