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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

山形県護国神社（山形市）
（絵）上野 啓太
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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

山形市で開催しました
「地区大会」に感謝して
国際ロータリー 2019-2020年度
第2800地区ガバナー

大久保 章宏

地区大会に感謝して

10月19日（土）、20日（日）にわたり開催しました国

いただきたく３年前よりアプローチさせていただき

際ロータリー第2800地区 地区大会に、RI会長代理髙

ました。今年度のテーマ「ロータリーは世界をつな

野孫左ヱ門ご夫妻をお迎えし､地区外より同期ガバ

ぐ」、一番大切な「心つなぐ」の講演内容を私より希望

ナーご夫妻､地区内外より､PGご夫妻､GEご夫妻､GN､

し、
ご講演いただきました。非常に難しい深い意味で

多くのロータリー関係者、並びに会員の皆様方のご

すが、分かりやすくお話をいただき、本当に感動しま

出席をいただき、２日間の地区大会を無事に、盛会

した。講演をお聞きしながら少し涙腺が緩んでしまい

の内に終了することができました。皆様方に深く感謝

ました。

申し上げます。
RI会長代理髙野孫左ヱ門ご夫妻は､台風19号の水

今回の地区大会では、初めてチャレンジしました事
が多くあります。その中でも
「青少年交流会」の開催、

害により寸断されました中央高速道路､JR中央本線

新入会員の紹介は是非とも実行したい企画として、
タ

が使用できない中、富士山西部を車移動され、新幹

イトなスケジュールの中、実行させていただきまし

線を乗り継ぎ、深夜に山形に入られました。７時間半

た。特に「青少年交流会」
では、地区研修リーダー鈴木

の長旅の疲れを見せずに、第一日目、地区指導者育

一作PGにお願いして意義ある交流会の開催となりま

成セミナー「RI現況報告とロータリーリーダーに伝え

した。感謝申し上げます。
また、新入会員紹介企画は、

たいこと」
と題して、450年続く家業株式会社吉次屋本

全49クラブ会長幹事の皆様方が、会員増強に強い意

店の、18代受け継がれる家訓、企業理念をロータリー

志を持たれ、積極的に行動された結果と思います。
ご

の考え方に置き換え、私たちがロータリー活動で如何

尽力に感謝申し上げます。

に次世代に継承して行く事が大切であるかを分かり
やすく説かれました。

最後に開催しました「大懇親会」、皆様方には着席
での企画で、友情の輪をつないでいただいた事と思

今回の地区大会の記念講演では、姫軍様から
「心

います。閉会後のお見送りで、会員皆様方より多くの

つないで、世界へ」の題で講演をしていただきまし

お言葉を頂戴し握手にてお別れさせていただきまし

た。中国米山学友会初代会長としてご尽力され、現在

た。２日間開催しました地区大会、本当にありがとう

東アジア全域で法律事務所を経営され、米山奨学生

ございました。今年度まだまだ続きます。来年春には

として自分を育てていただいたカウンセラーへの恩

２つの全国大会を開催します。年度末まで皆様方と

返しを強く意識されております。私が以前地区米山奨

共に全力で進めて参ります。宜しくお願いします。あり

学委員長を務めた３年間、米山奨学会への関わりの

がとうございました。

中で、自分の地区大会では必ず姫軍様に講演をして
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「皆さんに感 謝」
地区大会実行委員長

長沢

一好

10月19日
（土）
・20日
（日）の２日間、多くのロータリアンの皆様に参加頂き盛大に開催する事ができまして、心よ
り感謝の気持ちで一杯であります。特にRI会長代理の髙野孫左ヱ門様には、台風の影響で多大なるご苦労をかけ
てしまいました。
第１日目の本会議、地区指導者育成セミナーでは、髙野様から
「RI現状報告とロータリーリーダーに伝えたいこ
と」
と題してお話をして頂きました。RIの考え方が伝わったと思われました｡
また､RI会長代理の歓迎晩餐会には､地区ロータリアン関係者の他に私共（山形南RC）の姉妹クラブであります､
大分県中津RCの皆さんも出席して頂き盛り上げて下さいました｡
第２日目には朝早くから1,000名近いロータリアン関係者が、全国各地よりお集まり頂き午前中は第２回本会議
を行い、午後からは中国学友会 初代会長の姫軍氏の「心つないで、世界に」
と題しての記念講演があり、ロータリー
に対する厚い思いがひしひしと伝わって参りました。
夜の大懇親会には800名近い参加者があり、親睦を深め友情の輪を広げて頂いたものと思われます。今、大会を

特に、
コホストクラブとしてご協力頂きました５ブロックの各RCの皆様に感謝申し上げます。
最後にホストクラブとして、細部に渡り諸準備をしたつもりではありますが、不行届きの点はロータリーの友情に
免じてお許しいただきます様お願い申し上げます。本当に有難うございました。

地区 大 会開催に感謝
地区幹事

鈴木

政康

地区大会開催にあたり、
ご参加いただいた皆様、
ご協力いただいた関係各位に心から感謝申し上げます。特に
地区大会前週に上陸した台風19号の影響で、交通事情が悪い中、長時間かけて駆けつけていただいた髙野孫左
ヱ門RI会長代理には感謝しております。
大会の準備に関しては、大安吉日で結婚式が多く会場の手配に苦慮し、
また昼食会場の確保に直前まで要する
など決して順調ではございませんでしたが、関係者のご努力と工夫により無事開催にこぎつけることができまし
た。本当にありがとうございました。
本年度初の試みとして第２回本会議中に別室で青少年関係（IAC、RAC、青少年交換学生、米山奨学生、米山学友）
の交流会を同時並行で開催いたしました。綱渡りのプログラムとなりましたが無事に開催でき、
また高い評価を頂
戴できたと思っております。
また、記念講演として開催した中国米山学友会初代会長の姫軍氏の講演も
「心をつな
いで、世界に」
と題して
「つなぐ」をテーマに大変感銘深いお話を伺うことができました。
１日目夜のRI会長代理歓迎晩餐会、２日目夜の会員懇親の夕べはともに盛況に開催でき、参加いただいた皆様
の親睦を深められたのでないでしょうか。大会を通し至らぬ点、不行き届きな点にはお詫び申し上げます。最後に
なりますがコ・ホストクラブとして協力頂いた第５ブロックの各RCの皆様に感謝申し上げます。
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地区大会に感謝して

顧みる時、多くのロータリアンの皆様よりご協力を賜りました。

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
「ロータリー財団月間」
国際ロータリー 2019-2020年度
第2800地区ガバナー

大久保 章 宏
11月は「ロータリー財団月間」です。RI理事会と
管理委員会は、毎年11月を「ロータリー財団月
間」に指定することに同意しました。この月間中、
クラブは少なくとも１回の例会プログラムを、財団
に関する内容とすることが求められています。
ロータリー財団と言いますと、寄付が第一に思
い出されます。しかしロータリー財団の行ってい
る事、意義を理解した上で寄付をお考え頂く事が
大切と思います。そこで今月はロータリー財団月
大久保 章宏ガバナーメッセージ

間ですので、ロータリー財団について記載したい
と思います。ロータリー財団の使命は、ロータ
リー会員が健康状態を改善し、教育への支援を高
め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親
善、平和を達成できるようにすることです。非営
利組織である当財団は、ロータリー会員をはじ
め、より良い世界を築こうというビジョンを共有
する財団支援者の方々からの自発的な寄付のみに
よって支えられています。ご寄付はロータリー財
団の補助金となり、助けを必要とする地域社会に
持続可能な変化をもたらす活動に役立てられてい
ます。歴史は1917年、当時のロータリー会長、
アーチ・クランフが「世界でよいことをするため
の」基金の設置を提案しました。この基金が1928
年に「ロータリー財団」と名づけられて国際ロー
タリーに組み込まれ、現在のロータリー財団にい
たっています。財団の成長は1930年、財団は初の
補助金500ドルを国際障害児協会へ贈りました。
この協会は、ロータリアンだったエドガー F.

“ダ

ディー” アレンが創設したもので、後に「イース
ター・シールズ」（米国の慈善団体）となりまし
た。1947年、ロータリー創設者のポール・ハリス
が亡くなると、多くの人びとから国際ロータリー
に寄付が寄せられました。この寄付は「ポール・
ハリス記念基金」となって、その後のロータリー
財団の発展のために役立てられました。1947年財
団初のプログラム「Fellowships for Advance Study
（高等教育のためのフェローシップ）」を開始。
このプログラムは後に「国際親善奨学金」として
知られるようになりました。1965〜66年財団が新
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たに「研究グループ交換（GSE）」「Awards

for

ロータリアンが現地で注射を行うことは困難です。ま

Technical Training（技術研修のための補助金）」

た、資格も有りません。せめて現地に行っていただけ

「Grants for Activities in Keeping with the

る、活動していただける方々を支援するためにも、
「寄

Objective of The Rotary Foundation（ロータリー財

付」をお考えいただければと思います。そしてロータ

団の目的を果たす活動のための補助金、後の「マッチ

リーが掲げた「ポリオ撲滅の夢」を皆さんと共に達成

ング・グラント」）」の3つのプログラムを開始しました。

させましょう。

1978年「保健、飢餓追放、人間性尊重（3-H）補助金プ

「ロータリー平和フェローシップ」
プログラムは世界

ログラム」を開始。3-H補助金のプロジェクト第一号と

に６つあるロータリー平和センターで、国際関係、平

して、
フィリピンの600万人の子どもたちにポリオの予

和研究、紛争解決といった関連分野の修士号、あるい

防接種を実施しました。1985年全世界でポリオの撲

は平和と紛争解決分野の専門能力開発修了証の取

滅をめざす「ポリオプラス・プログラム」が設置されま

得を目指す学生に、ロータリー平和フェローシップ

した。1987〜88年初めての平和フォーラムが開催さ

（奨学金）を提供しています。
フェローシップには、
フェ
ローシップ期間中の旅費、学費、宿泊費、食費、承認さ
れたインターンシップ、その他限られた費用が含まれ

がグローバルなニーズに応えられるよう、新しい補助

ます。その資金は、地区からのDDF寄贈、冠名指定寄

金モデル（地区補助金、
グローバル補助金、パッケー

付、恒久基金、WF（国際財団活動資金）からの資金で

ジ・グラント）が導入されました。1917年に26ドル50

支えられています。地区は、国際レベルでの選考に向

セントの寄付から始まったロータリー財団は、40億ド

け、７月１日までにロータリー財団に申請書を提出し

ル以上の寄付を受けるほどの大きな財団に成長しま

ます（申請のためにDDF配分や寄付を行う必要はな

した。財団はこうして多くの方々に支えられ、人道的分

く、申請書は何人分でも提出可能）。
この日までに地

野や教育面での支援活動を続けています。

区が申請書の審査、面接、推薦書類の作成を終えられ

さて、現在重要視されていますのは「ポリオプラス」
と
「ロータリー平和フェローシップ」の２つです。

るよう、申請者本人は５月31日までに地区へ申請を
提出する必要があります。毎年、修士号プログラムで

「ポリオプラス」プログラムは1979年にフィリピン

学ぶ50名、専門能力開発のための修了証取得コース

の子どもたちにポリオ予防接種をはじめて以来、パー

で学ぶ50名までのフェローが選ばれ、管理委員会が

トナー団体とともに懸命に活動を続け、全世界でポリ

承認した申請者には、11月15日までに通知が行われ

オの発症数を99.9パーセントまで減らすことに成功し

ます。以前は「国際親善奨学生」
というプログラムがあ

ました。今、あと少しでポリオを撲滅できるところまで

り、多くの奨学生を派遣していました。
しかし現在の

きています。
しかし、撲滅を完全に成し遂げるには、皆

ロータリー財団プログラムには、奨学生プログラム

さまからの支援が欠かせません。支援にはさまざま

は、グローバル補助金奨学生とロータリー平和フェ

な方法があります。わずかな時間でも、長時間を費や

ローシップの２つになります。
日本の国際基督教大学

しての支援でも、世界でポリオを撲滅して、子どもた

（ICU）に設置されています。年間10名のフェローシップ

ちを一生ポリオから守るために、“一人ひとりにできる

を受け入れ、平和推進のための教育が行われていま

こと” を実行することが大切です。国際協議会でこの

す。毎年世界で100名の受け入れですが倍率は非常に

話を私の妻が聞きました。それまでロータリーについ

高く、
日本からのフェローシップは非常に少ないので

て詳しく知る事が無かったのですが、ポリオの話を聞

す。そこで現在では日本からロータリー平和フェロー

いて妻は「こんな素晴らしい事をロータリーは行って

シップを出し、支援する意味でロータリー財団寄付に

いる。何故もっと多くの人々にポリオ撲滅のために

基金が設立されています。全国のロータリアンが基金

ロータリーは活動している事をアピールしないのか」

に寄付すれば、
日本からのフェローシップを継続的に

と話しています。国際協議会以降、色々な方にお会い

選出できる支援体制が整うのです。９月に入学式が行

するたびに妻はポリオの話をしています。女性、母親

われ、６月に卒業式が行われます。私も参加していま

どれほ
の立場で、ポリオにかかる危険性がない事は、

す。卒業式には２年間の研究結果を発表します。発表

ど幸せな事か私共ロータリアンも真剣に考え、撲滅を

は本当に感動する様な内容です。
フェローシップの皆

目指すべきであると私は考えています。現在はワクチ

様方が世界で紛争を終結し、
平和構築のために活躍さ

ン接種も注射タイプに替わろうとしています。一般の

れています。
是非皆様方と共に支援していきましょう。
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れ、これが「ロータリー平和フェローシップ」創設の
きっかけとなりました。2013年世界中のロータリアン

酒田ロータリークラブ創立60周年記念式典並びに祝賀会
酒田ロータリークラブ
会長

酒田ロータリークラブ創立 周年記念式典並びに祝賀会

し た。 そ し て、 来 賓 で あ る 国 際 ロ ー タ リ ー 第

山形ロータリークラブをスポンサークラブとして、

2800地区ガバナー大久保章宏様、酒田市長丸山

県内９番目のクラブとして創立しました。60年

至様、山形ロータリークラブ会長和田宏司様、鹿

を経た令和元年９月21日にベルナール酒田にお

児島ロータリークラブ会長山ノ内文治様、小樽南

いて、創立60周年記念式典並びに祝賀会が挙行

ロータリークラブ会長小笠原俊介様より心温まる

されました。当日は国際ロータリー第2800地区

祝辞を頂きました。こうして式典は午後４時に終

ガバナー大久保章宏様をはじめとする県内各地の

了致しました。

ロータリアンの皆様、姉妹クラブである鹿児島

その後、記念公演として酒田市松山地区に伝わ

ロータリークラブ並びに小樽南ロータリークラブ

る松山能「高砂」を松諷社様より演じて頂き、幽

の皆様をお迎えし、出席者が210名を超える賑や

玄の世界に引き込まれました。松諷社様には快く

かな雰囲気で式典を行う事が出来ました。

公演を引き受けて頂き、当クラブの創立60周年
に華を添えて頂きました。

タリーソングの斉唱の後、当クラブの物故会員へ

午後５時より祝賀会が開始され、途中声楽家で

の黙祷を捧げました。続いて来賓・来訪クラブ・

当クラブに所属している池田美保会員の祝歌の披

姉妹クラブの紹介があり、茂木栄一創立60周年

露もあり、大いに賑わいました。60年の歴史を

記念実行委員長の歓迎の挨拶、会長による式辞を

振り返りながら、当日出席して頂いた皆様より当

経て、スポンサークラブである山形ロータリーク

クラブの会員に温かいお声がけをして頂き、和や

ラブへ創立以来長きに渡りご指導頂いた事に対す

かな雰囲気の中で午後６時30分に祝賀会を閉じ

る感謝状が贈呈されました。その後、記念事業と

ました。

して、
①酒田市へ「ロータリー文庫」へ大型絵本・
幼児用絵本及び関連備品の寄贈
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正佳

酒田ロータリークラブは昭和34年９月16日に、

当日は午後３時より式典が始まり、国歌・ロー

60

伊藤

当日は多くの方にご出席頂き、おかげ様で当ク

②東北公益文科

ラブの創立60周年記念式典及び祝賀会を無事に

大学へ国際交流及び留学生支援のための寄付が発

終える事が出来ました。改めて感謝申し上げると

表され、酒田市長丸山至様、そして東北公益文科

共に、今後ますますの交流・ご指導ご鞭撻を賜る

大学学長吉村昇様へそれぞれ目録をお渡し致しま

様、何卒宜しくお願いします。

山形イブニングロータリークラブ創立20周年記念行事開催
山形イブニングロータリークラブ
会長

後藤

卓也

がた社会貢献基金」に寄付金を贈呈し、社会福祉

20周年を迎え、９月７日
（土）山形市パレスグラ

法人山形市社会福祉事業団児童養護施設「山形学

ンデールにおいて、大久保章宏第2800地区ガバ

園」にノートパソコン一式を寄贈させていただき、

ナー、山形県知事、山形市長等ご来賓や、県内外

山形市子ども会育成連合会事業「かけっこリレー・

ロータリークラブ会員約200名をお招きして、記

駅伝大会」に対して優勝メダルを提供させていた

念講演会・記念式典・記念祝賀会を実施いたしま

だきました。

した。
当クラブは2000年６月26日、山形南ロータリー
クラブをスポンサークラブとして設立されました。
創立20周年記念行事は「山形サイコ―」―山形

親クラブへの感謝状贈呈、大久保ガバナー・山
形県知事・山形市長・親クラブ山形南クラブ青山
会長からご祝辞をいただき、式典は終了しました。
祝賀会では、姉妹クラブである福岡平成RC吉

最高・山形再考・山形再興―をテーマに昨年から、

田会長からご祝辞いただいた後に、上林直樹直前

須藤吉実実行委員長を中心として企画・準備を重

ガバナーのご発声で乾杯の後、往年のキャバレー

ね、記念講演会では、中心市街地が活気あった時

をほうふつとさせるようなプロの社交ダンスや、

代の山形を回顧し、山形の魅力を再認識する材料

ベリーダンス等のアトラクションを行い、最後は

を少しでも提供できればとの考えから、山形市在

恒例の「手に手つないで」の大合唱で終了となり

住直木賞作家高橋義夫先生から「山形キャバレー

ました。

時代」をテーマとしてご講演いただきました。記

山形市長選挙投票日前日というお忙しい中、ご

念品として高橋義夫先生が山形新聞紙上に連載し

出席いただいたご来賓や県内外ロータリークラブ

たドキュメントをまとめた同名著書に署名捺印い

会員の皆様には本当にありがとうございました。

ただいき、出席者全員にお渡しさせていただきま

当クラブは20周年を迎えたばかりであり、まだ

した。

まだ学ぶべき点等数多く、次の30周年・40周年

続く記念式典ではご来賓出席クラブ紹介・会長

へ向け、会員一同一致団結して歩んでいく覚悟で

祝辞に続いて創立20周年事業の発表を行いまし

おります。今後ともより一層のご指導・ご協力宜

た。創立20周年記念事業として、山形県「やま

しくお願いいたします。
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山形イブニングロータリークラブはこの度創立
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村山ローズロータリークラブ
会長 西塚
幹事 高谷
来訪日 ７月31日
（水）

例会場

覚
隼一

ＢＳビル

クラブの健康チェックで、元気なクラブづくり

ガバナー公式訪問

ガバナー
公式訪問
Governor s Oﬃcial Visit

連日の猛暑の7月31日
（水）に大久保章宏ガバナー、
甲州則雄ガバナー補佐、浅野裕幸統括副幹事、鈴木
崇弘ガバナー月信編集委員をお迎えし、当クラブから
は会長、幹事が出席してガバナー公式訪問が始まりま
した。
例会前の会長、幹事会では、
クラブの健康チェック
を実施し元気なクラブづくりを目標とした今年度の活
動計画などを中心に話しをさせていただきました。大
久保ガバナーからは、年次計画書を見ていただきな
がら、会員の増強の手法、クラブの活性化やロータ
リー活動のPR等について他クラブや自身の経験を踏
まえて、今後のクラブ運営に大変参考になる具体的な
助言をいただきました。本当に内容のある有意義な
時間を過ごさせて頂きありがとうございました。途中
休憩をはさみ、12時30分より、100周年を記念して造
られた貴重な鐘にて開会点鐘により例会が開会され
ました。大変緊張しました。例会はプロジェクターを使
い、はじめに大久保ガバナーよりRI会長が年度テーマ
を発表する映像を見せて頂き、国際協議会の雰囲気
を味わさせて頂きました。RI会長のメッセージの他、
ガバナーの基本理念の「ロータリーの木」の苗木を植
えましょう。基本方針の「一歩前に踏み出しましょう」に
ついて、解りやすくお話しをして頂き、今後のクラブ運
営に大変参考になりました。我がクラブでも
「元気な
クラブづくり」のために何が求められているか、何が
必要か、全会員で協議し一歩前に踏み出して頑張りた
いと思います。大変ありがとうございました。地区と連
携を取りながら活動して参ります。
（会長

08

西塚

覚）

山形東ロータリークラブ

米沢おしょうしなロータリークラブ

会長 吉田 安伸
幹事 森本美知子
来訪日 ８月９日
（金）

例会場

ホテルキャッスル

出席率100％続行中！

会長 神原 祐哉
幹事 佐藤由紀恵
来訪日 ８月19日
（月）

例会場 ホテルモントビュー米沢

会長以下全員で目標達成を！

大久保ガバナーには以前に何度かお会いする機会

お盆明けの8月19日（月）に大久保章宏ガバナーと

（米山奨学・学友会）があったので、私は、
とても親近

中村隆志ガバナー補佐をお迎えして公式訪問が行わ

感を感じていました。そんな中で、例会の前に会長・
幹事会が開催され、
ご指摘も受けましたが、具体的な

れました。
例会前の会長幹事会では、今年度20周年を迎える
当クラブの活動計画の進め方や質疑応答、会員増強

ご指導も頂き、大変有意義な時間でした。その後の例

のための具体的なアドバイスを頂きました。そして定

会では、歓迎ムードがいっぱいで、いつもの例会より、

款・細則の変更のこと、例会重視であることなどご教

一段と活気づ いてるようでした。また、大久保ガバ

授を頂き、大久保ガバナーの心の温かさを感じられ

ナーのお言葉の中から、たくさんのいいヒントを頂き

る有意義な時間となりました。
また、例会では大久保彰宏ガバナー、中村隆志第

ました。
これからの山形東ロータリークラブを運営し

６ブロックガバナー補佐、鈴木政康地区幹事、金田亮

ていく上で、参考にしていきたいと思います。
また、出

一ガバナー月信編集長をお招きして、今年度のテー

席委員会から
「今回も修正出席率は、100％を続行中

マについて具体的に分かり易く説明をいただくことと

RC会員一人ひとりのロータリーに対する活動が、ガ
バナーに伝わればと願うばかりです。最後に、小さな
クラブではありますが、私たち31名は一丸となって、
ロータリー活動を通し充実した一年にしていきたい

なりました。特に2019−20年度国際ロータリーテー
マ「ロータリーは世界をつなぐ」をマーク・ダニエル・
マローニー会長が発表した際のDVDが再生され、初
めて見る国際大会風景に一様に感動を覚えました。
大久保ガバナーが強調していた「１クラブ１名以
上」の会員増強については、他クラブの成功例を引き
合いにご指導をいただく事となりました。神原会長以

と思います。

下全員で目標達成を誓い例会終了と致しました。
（幹事

森本美知子）

（幹事

佐藤由紀恵）
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です。」
との報告の時は、拍手がおこりました。山形東

鶴岡南ロータリークラブ

米沢上杉ロータリークラブ
会長 佐藤
幹事 川崎
来訪日 ８月20日
（火）

例会場

東京第一ホテル米沢

多くの学びを得たガバナー公式訪問例会でした！

ガバナー公式訪問

この時期にしては珍しく強い雨が降りそそいだ８月
20日に当クラブでの2019-2020年度ガバナー公式訪
問例会が開催されました。大久保ガバナー、第６ブ
ロックガバナー補佐中村隆志氏、地区事務局長中村
篤氏、ガバナー月信副編集長 鉄 浩二氏の４名を
お迎えしてのガバナー公式訪問例会でした。
例会前には恒例の会長幹事会が開かれ当クラブ佐
藤会長、川崎幹事、依田次年度会長、加藤富士雄次年
度幹事４名と大久保ガバナー、中村ガバナー補佐を
交えての穏やかな懇談を行うことができました。
また、
大久保ガバナーのロータリーに関しての知識の広さ
に感銘を受ける場面もあり、今年度の活動計画につ
いてアドバイスを頂くなど大変有意義な時間を過ご
させていただきました。
例会においては、当クラブ恒例の食後のストレッチ
体験もしていただき、終始和やかな雰囲気の中、会員
一同が大久保ガバナーの人柄に触れることができま
した。
また、午後６時から開催された第６ブロックガバ
ナー歓迎会においては当クラブがホストとなり、各ク
ラブの会長よりご挨拶をいただき終始和やかな雰囲
気で開催されました。大久保ガバナーにおかれまして
は、一日お付き合いいただき大変ありがとうございま
した。
（幹事

会長 後藤
幹事 和田

雄二
信一

川崎信一）

来訪日 ８月22日
（木）

例会場 東京第一ホテル鶴岡

今に流されずに、様々のアイデアを持ち寄り、自分たちの
想いで、理想の仕組みに変えてゆく気持ちが大事
残暑厳しい８月22日（木）に大久保章宏ガバナー、
廣瀬豊ガバナー補佐、浅野裕幸統括副幹事、佐々木
啓充ガバナー月信編集委員による、公式訪問が行わ
れました。例会に先立ち、午前11時より当クラブから
は会長、会長エレクト、幹事の3名が出席して、会長幹
事会を開催しました。大久保ガバナーからは、地区会
員減少による合併もあり得るという、会員増強急務の
お話から始まり以下の説明がありました。
・ＲＩ規定審議会（ローターアクトＣの加盟を視野
に入れて立場を高めてゆく方針）
・クラブ定款細則（メークアップ・出席報告・職業分類
等）について
定款のうち
「細則」は会員60％以上の賛同が得られ
れば修正可能な為ダウンロードして検討するようアド
バイスをいただきました。
また、ガバナーは各市町村
への表敬訪問の際にはローターアクトＣへの派遣依
頼をお願いしている事、地域によっては複数のRCが
一緒に新しくローターアクトＣ設立にも積極的に活
動している状況について説明がありました。
昨今、SNSの利用は重要ですが、生活習慣が異なる
外国人に対して
「プライバシー・ハラスメント」や日本
人でも個人の主観によって変わる価値観を十分に理
解することが必要であるとの指摘があり、
「危機管理
セミナー」
で勉強する必要を感じました。
地区会員増強は一般的に1年で代わる委員長制度
ですが、３年程度で考えてみる発想の必要性を、内規
に反映して改善を検討するよう、
アドバイスをいただ
きました。
「今に流されずに、様々のアイデアを持ち寄
り、自分たちの想いで、理想の仕組みに変えてゆく気
持ちが大事」…１歩踏み出すことの大切さをご教授
いただきました。
大久保ガバナーに感謝申し上げます。
（幹事
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洋一
良浩

和田良浩）

鶴岡東ロータリークラブ

山辺ロータリークラブ
会長 石澤
幹事 奥山
来訪日 ８月27日(火)

例会場

山辺町商工会館

今年度早々、新入会員１名増！
８月27日、大久保ガバナーをお迎えしての公式訪
問が開催されました。先に山辺庁舎に表敬訪問、その
後例会に先立ち会長・幹事会の開催、そして例会と大
変タイトな日程にも関わらず淡々とこなす大久保ガバ
ナー、例会ではRI会長が提唱する「ロータリーは世界
をつなぐ」をキーワードにガバナーが提唱する「ロー
タリーの木」の苗木を植えましょうに関する事細かな
説明がありました。
その他、
ロータリーで一番大切な事は「組織」
という
事がありました。中でもクラブ奉仕活動が活発であれ
ばそのクラブの魅力がUPするという事。当クラブは、

奥山春樹）

来訪日 ８月28日
（水）

直幹
和宏

例会場 グランド・エル・サン

ガバナーより、
「元気なクラブづくり」のための、
クラブの活性化、会員増強に当ってのアドバイスを！
鶴岡のグランド・エル・サンを会場として、国際ロー
タリー第2800地区大久保章宏ガバナーの公式訪問
が行われました。
例会前の会長幹事会では、大久保章宏ガバナーよ
り、新入会員３名の現状に満足せず、あと２〜３名新
入会員を増やし、
クラブの雰囲気を変えるくらい活性
化を図り、さらに会員増強に力を入れてくださいとの
激励のお言葉を頂戴いたしました。そのためには、
ク
ラブ会員全員が、入会していただけそうな知り合い
を、それぞれ一人づつピックアップしたうえで、会員増
強に繋げていくことも一つの方法であり、実際にその
ようにして会員を増やしている前例についてお話して
いただきました。
また、当クラブは、今年度において青少年交換留学
生のホストクラブでもあり、羽黒高校インターアクトク
ラブとの交流を深めているところですが、次世代との
交流の中で、ロータリアンとして、今一度「危機管理」
の意識を高め、徹底することの重要性についてお話
していただきました。
当クラブでは、大久保章宏ガバナーの今日のアド
バイスを胸に刻み、廣瀬豊ガバナー補佐のご指導の
下、高橋直幹会長を中心として、
「 元気なクラブづく
り」のために一丸となって全力を尽くして取組んで参
りたいと思います。
（幹事

阿部和宏）
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まだまだメンバー数の少ない弱小クラブ、
しかしなが
ら今年度スタートが25名から早速１名の新会員増員
を達成し、
さらに会長の所信にもあった新規会員の確
保を念頭に今年度中に一人でも多くの新会員の入会
を目指し、会員拡大委員長を中心に頑張って行きたい
と思っております。
「小さいクラブだから出来る事」
「小さいクラブにし
か出来ない事」を念頭に、
クラブの活動が少しでも有
意義で魅力ある活動が出来る様がんばりたいと思い
ます。大久保ガバナーにおかれましては大変お忙しい
中にお越しを頂き改めて感謝をすると共に、今後益々
のご活躍をお祈り申し上げます、有難う御座いました。
（幹事

会長 髙橋
幹事 阿部

明
春樹

大久保ガバナーの表敬訪問日記
●８月29日
（木）白鷹町長

●９月２日
（月）中山町長

●９月10日
（火）最上町長

●９月12日
（木）
高畠町長
●８月29日
（木）白鷹町長表敬訪問

白鷹町役場にて佐藤誠一町長を表敬訪問いたしました。訪
問には、大久保ガバナーのほか、味田ガバナー補佐、白鷹RC
会長・副会長、地区運営委員の5名が同行しました。佐藤町長
は 新しくできた白鷹町役場や町の現状などのお話をされまし
た。大久保ガバナーよりロータリーの活動内容の説明があり、
町長もぜひロータリーの名誉会員になっていただきたいとお願
いしたところ、快くお受けいただきました。また、ロータリー
と町が連携した活動をしていきたいとガバナーがお話しした
ところ、町長よりぜひ意見交換などをしながら取り組んでい
きたいと心強いお言葉を頂きました。
（佐々木啓充）
●９月２日
（月）中山町長表敬訪問

大久保ガバナーの表敬訪問

中山町役場にて佐藤俊晴町長を表敬訪問いたしました。大久
保ガバナーのほか、小松ガバナー補佐、中山RC会長・幹事、
地区運営委員の５名が同行いたしました。秋葉秀出男副町長も
入っていただき和やかな表敬となりました。大久保ガバナーか
ら、ロータリーの活動内容の説明やこれからのインバウンドに
対する観光振興について、青少年交換を通しての国際化など話
され、佐藤町長も観光については広域に回れる周遊観光に期
待。また、街の中を大勢のお年寄りが健康で歩いているような
町づくりを目指すなどのお話を伺うことができました。
（金田 亮一）
●９月10日
（火）最上町長表敬訪問

大久保ガバナーは、最上町役場にて髙橋重美町長を表敬訪
問いたしました。訪問には、甲州ガバナー補佐、最上RC奥山
会長・小川幹事、菅会長エレクト、地区運営委員の６名が同行
いたしました。髙橋町長は、最上町で取り組んでいる次世代の
職業訓練や台湾からの留学生が友好の懸け橋となっていること
などに触れられたのに対し、大久保ガバナーは、今年度は次世
代のための取り組みに力を入れていることを伝え、行政とロー
タリーが知恵を出し合うことで、地域活性化につながると提
言をしました。
（鉄
浩二）

●９月12日
（木）高畠町長表敬訪問

高畠町役場にて寒河江信町長を表敬訪問いたしました。訪問
には、大久保ガバナー、中村ガバナー補佐、高畑RC会長・副
会長・幹事、地区運営委員の７名で訪問し、大久保ガバナーか
らロータリークラブの現状報告と今年度ロータリークラブは世
界をつなぐというテーマのもと社会奉仕活動を行っており、今
後は地域とも連携した活動を行っていきたいと抱負を述べられ
ました。それに対し町長からは、是非とも地域と連携した活動
をご提案していただきたいとご要望がありました。
（佐々木啓充）
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青少年交換・学友小委員会活動報告
青少年交換・学友小委員会 委員長
当委員会はこれまで３回の委員会とオリエンテー
ションを開催し、大久保ガバナーを始め上林青少年

今

間

勝

見

10月12日には第３回のオリエンテーションが鶴岡
市羽黒の三光院で開催されました。
午前10時から委員会を開催し、大久保ガバナーと

からご出席をいただき委員の協力のもと順調に推移

上林カウンセラーから挨拶があり当日のスケジュー

しております。

ル等について確認し、オリエンテーションを行いまし

今回は第２回と第３回のオリエンテーションにつ
いてご報告いたします。９月21日に第２回のオリエン

た。
第三回のオリエンテーションでは、初めて候補学生

テーションが酒田で開催され、地区ロータリーで提唱

となった４人とROTEX、スポンサークラブが参加し、

した募集に４人の応募者があり、午前中に委員会を

ROTEXの帰国報告会をしてもらいました。

開催し面接試験の進め方について意見交換し、午後

この帰国報告会で候補学生は初めて青少年交換プ

からは面接試験を行いました。
この面接試験には保

ログラムに触れる事が出来、候補学生にとっては大変

護者が同席し、応募学生と家族で話し合いが行われ

参考になる報告ではなかったかと思います。

双方が留学を希望しているか、地区で決めたプログ

候補学生はこれから先、ROTEXや来日学生と交流

ラムに同意しているか等の確認と、学校での成績など

し、様々な知識を習得して派遣学生としての準備を進

も考慮して行われました。

めていくことになります。

当日は酒田ロータリークラブの周年祝賀会があり、
大友PGがオブザーバーとして出席されていましたの
で励ましの言葉をかけていただきました。

羽黒山の精進料理をいただき、大久保年度の青少
年交換の成功等を祈願して終了しました。
私は委員長としてこの祈願の最中、候補学生と来日

４人の応募学生は目を輝かせて面接に臨み、保護

学生の健康と安全を心の中で祈りましたが、おそらく

者は複雑な心境という事が感じ取れましたが、何れの

参列者全員が同じ様な願いをしたのではないかと思

方も派遣留学に対しては前向きな姿勢がありました。

います。

面接ののち別室で審査の結果について意見交換し、
私見の異なる事もありましたが応募学生全員の希望
に応えようということになりました。
今後、応募学生は候補学生になったのですから尚
一層の努力をし、留学する為の準備をしてもらい、委
員会は誠意をもって支えていきたいと考えております
ので地区ロータリアンの皆さんのご支援を宜しくお
願いいたします。
昼食後、後藤委員と大泉委員とROTEXも参加して、
来日学生を鳥海山に案内して解散しました。
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奉仕カウンセラー（直前ガバナー）、齋藤GE、矢口GN

Monthly Report

齋藤亜優香

青少年交換学生マンスリーレポート

報告年月日／ 2019 年８月 28 日
派遣地区・国名／ 5190 地区・アメリカ
ホストロータリークラブ名／ Susanville Sunrise Rotary Club

アメリカ便り

青少年交換学生マンスリーレポート

アメリカに来てからもうす
ぐ2ヶ月になります。こちら
は、ここ数日で一気に気温が
下がり肌寒くなってきまし
た。ホストファミリーによる
ともうすぐ雪が降り始めるそ
うです。とても楽しみです。
今月はホストファミリーが
3週間ほどインドネシア旅行
に行っていたためその間2件のロータリアンの方々のお
うちにお世話になりました。どちらのホストファミリー
もとても親切な方々でした。
タホ湖に学校の友達とホストファミリーと行きまし
た。水がすごく透き通っていて周りの自然も豊かでとて
も綺麗な景色でした。クルージングもできてとても良い
体験になりました。ゴンドラから見たタホ湖は絶景でし
た。
その翌日ホストマザーと一緒に味噌汁を作りました。
3種類の味噌汁を作りました。どれも喜んでもらえまし
たが、特に豆腐とわかめの味噌汁が人気でした。ホスト
ファミリーからのリクエストで今度は、お好み焼きを一
緒に作るという約束をしました。ホストファミリーはお
好み焼きのことをJapanese pizzaと言っていました。な
んだかおもしろい表現でした。一緒に作ったときにど
んな反応をしてくれるのかとても楽しみです。
今月に入ってから水泳の大会が毎週１〜２回の頻度であ

ります。練習も毎日あるのでかなりハードです。しか
し、応援してもらえたりしたりできることがうれしくて
仕方ありません。中学も高校も部員数が少なかったため
リレーにも出たことがなくいつも個人競技のみだったの
でこっちに来て初めてリレーに出場してみんなと泳げ
たことがとてもうれしいです。学校の近くのプールで
開催された大会では、学校の先生や友達やホストファ
ミリーが応援に来てくれました。すべての種目で1位を
取ることができ皆さんから歓声とお褒めの言葉をいた
だきました。その日は初めてリレーで1位を取ることが
できました。皆さんの応援のおかげだなと思います。
これからも11月まで休みなくあるのでいい成績を残せ
るように頑張ります。
学校のフットボールチームの試合を友達と一緒に見に
行きました。顔にペインチングしたり大声で応援したり
すごく楽しかったです。毎週金曜日の夜にやっているの
でまた見に行きたいです。
こちらに来てから１人も日本人に会っていないので日
本語を使う機会は一切ないのでこの前テイラーと通話し
た時は英語上手になったけど日本語下手になった？と言
われてしまいまし
た。久しぶりに会
話ができてよかっ
たです。オリエン
テーションで会う
のが楽しみです。

Monthly Report

渡辺 愛澄

青少年交換学生マンスリーレポート

報告年月日／ 2019 年８月 29 日
派遣地区・国名／ 3462 地区・台湾
ホストロータリークラブ名／水里社RC

台湾便り

皆さんこんにちは。台
また台湾の季節のフル−ツであるドラゴンフルーツ
湾3462地区に派遣させ
（火龍果）、文旦（洋子）、パッションフルーツ（百香
ていただいている渡辺愛
果）など、たくさん食べることができて良かったです！
澄です。
学校では、PPTの発表があり、地元の魅力を精一杯届け
台湾に来て、早くも1
て来ました。そして1日1日経つごとにみんなとの会話
か月が経ちました。この
が増えています。私のクラスは日本語科でみんな日本語
1か月は様々なイベント
を勉強しているため、日本語が上手な子もいます。でも、
に参加させていただいて、 楽な環境と考えずに私自身は中文で話して分からない
私にとってとても充実し
ところを聞いて勉強しています。授業の中でもlistening
た1か月になりました。
で日本語を中文に変えて学んでいます。そこで
台湾での生活にも慣れて、毎日楽しい生活を送ることが
speaking力、listening力、leading力、writing力の4つの
できています。
力が身についていているように感じます。中文で話し
9月は、様々なお寺に参拝して三太子、官將首、神將
て、“凄い！”と褒めていただけるのがとても嬉しいです。
を見ることができ、白沙屯漁港での蟹取りや、易經大學
台湾と日本の文化はほとんど似ていますが、その中での
を見て、植林の地球にやさしい事業に参加しました。9
違いを見つけるのがとても楽しいですし、毎日充実した
月は中秋節で、3回のBBQに参加し、みんなで一緒に月
生活を送ることができていて心配していたホームシック
餅(ユエピン)を食べました。また、IBSのオリエンテー
にもなっていません！！学校生活の中や、IBSのイベン
ション、mini Tripに参加しました。IBSのオリエンテー
トやロータリーのイベントで自分自身が1歩を踏み出さ
ション、mini Tripでは自ら積極的に話しかけることがで
なければ何も得ることができないのだと改めて感じる
きて多くの友達を作ることができました。中には日本
ことができた1か
が好きと言ってくれる子もいて、私自身とても嬉し
月でした。
かったです。mini Tripでは臭豆腐、タピオカミルク
これからも多く
ティー、高梁香腸などを食べました。臭豆腐はIBSのほ
の人に笑顔と元気、
とんどの人が苦手でした(^^; IBS同士での会話は主に英
日本、山形、河北
語ですが、自分自身壁を気にせずに話すことができて
町の魅力を届けて
いるように思います。
いきます！
14

ロ ー タ リ ー 財 団 寄 付

PHF+5

中村

【山形北】

PHF+2

恒一

鈴木

【山形西】

PHF+1

丸山

【鶴岡南】

PHF

晃一

佐藤

【鶴岡南】

米 山 奨 学 会 寄 付

第40回
米山功労者メジャードナー

安孫子貞夫

本多

所属／大江ロータリークラブ
職業分類／食品加工

最上

遠藤栄次郎

［2019年９月15日入会］

所属／天童西ロータリークラブ
職業分類／電気事業

第３回
米山功労者マルチプル

信昭

直和

Mogami Naokazu

［山形西］

第８回
米山功労者マルチプル

聡

新 入 会 員

第26回
米山功労者メジャードナー

［寒河江］

鈴木

関野

浩司

［山形西］

博朗

Sekino Hiroaki
［2019年７月１日入会］

訃 報
所属／酒田RC
職業分類／日本酒製造

後藤

誠

享年68歳
2019年10月27日ご逝去

文

庫

通

ロータリー文庫通信379号

信［379］
2019年10月

記念講演

「ロータリーの基本」
とは？これまで多くの先達が語ってきた。今回、このことを考えさせてくれるロータリーの地区大会や
IMでの記念講演をいくつか選ばせていただいた。特に、ビチャイ・ラタクル元RI会長は日本のいくつもの地区で多くの感動
的な講演を残されている。その中でも、国際ロータリーのあり方に大きな変化をもたらした2016年の規定審議会直後の青
森での講演は、ロータリーの基本とロータリアンのあるべき姿を分かりやすく語りかけてくれた忘れえぬ講演である。
著者／ 出版社

発行年

頁

“Back to Basics”ロータリーの基本に返ろう

書

名

ビチャイ・ラタクル D.2830西第1グループ I.M.

2015

45P

※

他人の金で奉仕をするという虚構

佐藤千壽PG遺稿（D.2790土屋
亮平PG代読）D.2760地区大会

2008

9P

※

ロータリアンの矜持

藤川享胤 D.2590地区大会

2017

8P

※

Rotary−かえりみて、あすを考える

久野

薫 D.2630地区大会

2017

16P

※

奉仕の心

阿部志郎 D.2780地区大会

2001

7P

※

日本人とロータリー

前原勝樹 D.261地区大会

1979

11P

※

・上記 ※印はデジタル化されている資料です。

お知らせ
（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース
★ハイライトよねやま235号★ 2019年10月11日発行

◀全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highligh235̲pdf.pdf

Governor’s Monthly Letter 15

ロータリー財団寄付／米山奨学会寄付／新入会員／訃報／文庫通信

［山形北］

浩司

November
11月の地区スケジュール

日

曜

主要な行事

ロータリー財団月間

11/ 1

金

2

土

3

日

（文化の日）

4

月

（振替休日）

5

火

6

水

7

木

8

金

2720地区・地区大会（大分・熊本）

9

土

米沢おしょうしなRC20周年記念式典

10

日

11

月

12

火

13

水

14

木

15

金

16

土

財団地域セミナー（神戸）

17

日

第2回ガバナー会議/RI会長歓迎晩餐会 メジャードナー午餐会/GETS/GNTS（神戸）

18

月

19

火

20

水

21

木

22

金

23

土

24

日

25

月

26

火

27

水

28

木

29

金

30

土

寒河江RC60周年記念式典 米山カウンセラー研修会＆料理交流会

八戸RC訪問
もみじ公園（山形市）

ロータリー研究会（神戸）
銀山温泉（尾花沢市）

（勤労感謝の日） ロータリー財団・国際奉仕セミナー（天童市）
第２ブロックIM

米山奨学生・選考試験
旅篭町付近（山形市）
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

