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因幡堂の盂蘭盆会
旧暦七月十五日、祖先の霊にお
供えをしてお経をあげ、冥福を
祈ります。迎え火の灯篭を下げ
た人が訪れています。送り火の
方はやがて京の夏の風物詩とな
る「大文字五山送り火」へと発展
します。
（右隻第二扇）

国宝／上杉本洛中洛外図屏風（米沢市上杉博物館所蔵）
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ガバナー：齋藤榮助

RI会長：ホルガー・クナーク

RI理事：辰野克彦

「会員増強・新クラブ結成推進月間」によせて

第2800地区ガバナー

齋

藤

榮

助

例年の８月は、風物詩であるお盆や花火等の催事や、TVでは高校野球の中継、また家族旅行や遠方の親戚の訪れ
も多く、そんな慌ただしい中にも活気に満ちた8月として進んでいくはずでした。しかし今年は何も可も全てが、変
更せざるを得ない状況になりました。また会社や職場の存亡・縮小に悩んでいる方も居られます。
「新コロナウイルス」
の一時も早い収束や新薬の発見と、経済の回復を願わずにいられません。
新年度の翌８月が「会員増強・新クラブ結成推進月間」に設定されています。この早い月の設定は、いかに会員増
強が喫緊の課題として位置付けているかの証左に他なりません。当然のことですが、ロータリーの組織を維持し発展
する為には、絶えず会員拡大は避けて通れません。私が入会した33年前からも地区目標の大きな柱の1つは会員の拡
大でした。
第2800地区会員は、令和２年６月末日では1,531名が在籍しています。ピーク時は2,000名を越していたことを
思うと、低くても常時1,600名以上の会員に復活したいと願わずにはいられません。さらに上記の理由に付け加え、
第2800地区設立に尽力されてきた歴代先輩諸兄の並々ならぬ苦労を巡らし、今日のロータリークラブを思うと、先
人達の努力を必ずや承継していく決意を持たねばならないと考えるのです。
今年度の会員増強委員会は、新関彌一郎PGを委員長に、そして白鷹RCの芳賀康雄小委員長はじめ5名の最強の布
陣にお願い致しました。
そして素晴らしい事業計画が作成されて、いよいよスタートダッシュする予定でした。
地区強化月間を単月でなく、７月～８月と２カ月間とする先駆的な内容であります。各クラブでは「数年の会員拡
大戦略計画の作成」と、クラブ定款・細則の変更によって生じる拡大要件をフルに利用していく計画です。それに
対応するために、地区委員会では地区メンバーの性別・年代別の調査を行い、パーセント迄割り出して（平均年齢
61.9才）提示し各クラブ拡大の今後の指針として発表して戴きました。
これほどの綿密な計画ですが、残念ながら一連の災禍でままならない状況で現在は足踏み状態ですが、例会が再開
し始めましたので各クラブの活動が始まります。年度代わりに多くの退会者が出ないことを願っていますが、どのよ
うな状況でも会員拡大の活動は一時も手を緩めることはできません。ぜひ会員皆様のご努力で常時1,600名以上の会
員を目指して戴きたくよろしくお願い致します。

2

GOVERNORʼs Monthly Letter
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ガバナーメッセージ

－－－－

ガバナー補佐からのメッセージ
会長、幹事さんは折角の一年を楽しんで過ごせる
一年として頂きますように頑張ってまいりましょ
第１グループ
ガバナー補佐

畠中

昭治

う。

（酒田中央ロータリークラブ）
いよいよ新年度が始まりました。前年度は後半、
半年に及ぶ新型コロナウイルスの感染拡大防止に向
け三密を避ける為、諸会合が中止または延期されま
した。
しかし次年度の為の第1回地区チーム研修セミ
ナー、第２回研修セミナー、そして会長エレクト研

第２グループ
ガバナー補佐

佐藤

孝子

（鶴岡ロータリークラブ）

修セミナー、ロータリー財団補助金管理セミナーが
予定通り行われました事はせめてもの救いとなりま

今年度第2グループガバナー補佐を務めさせて頂
きます鶴岡RC佐藤孝子です。

した。
新年度からクラブを担当する会長、幹事さんは大

ホルガー・クナークRI会長のテーマ[ロータリー

きな希望を抱いて望んでいた事と存じます。その矢

は機会の扉を開く]を受け齋藤ガバナーは「4つの

先の感染防止のための中止、延期は大きな驚きとな

テスト」を実践しロータリーの価値をたかめよう！

りました。

を地区目標と致しました。

また一年間を担当する齋藤榮助ガバナーに於かれ

職業の倫理指針である「真実」「公平」「好意」

ましては伝えたい多くの問題がお有りの事と存じま

「友情」「みんなの為」を常に認識して実践する齋

すが、丁度７月には少し開放され、例会も密を避け

藤ガバナーの基本の考え方を理解し、地区の方針を

ながら始まりました事は誠に幸いな事と思いまし

クラブに、クラブの情報を地区にと地区とクラブの

た。

橋渡し役が役目と思っています。

私の抱負としましては、サンディエゴでガバナー

ロータリーに入会して今年で20年目を迎えま

研修を積まれ、ホルガー・クナークＲＩ会長の熱き

す。10年目の節目の年クラブ会長そして20年目の

想いをしっかり受け止めて帰って来られました齋藤

今年度ガバナー補佐の大役をお受けすることになり

ガバナーの考えをグループの５クラブに伝えて行く

ました。15年間走り続けて来たロータリーライフ

事が使命と考えております。

ここ数年ゆっくり過ごして来ましたが新たな気持ち

昨今クラブの廃止や退会者の増加が問題になって

で1からスタートして皆様と一緒にロータリーを学
びたいと思います。

おります。
一つはやはり急激な会員拡大にもその原因がある
のではないかと考えております。

ロータリーの最大の魅力は人と人との出会いだ
と思っています。この機会を大切に第2グループの

クラブ拡大にも問題はありました。ロータリーの

ロータリアンは勿論、全てのロータリアンの皆様か

発生の原点に立てばその成り立ちが理解してもらえ

らのご指導ご協力をよろしくお願い申し上げます。

るものと思います。そして会長人事に沿って変わる
年度計画、楽しいクラブ生活をメンバーが共に共有
出来ていたかではないでしょうか。

－－－－

ガバナー補佐からのメッセージ

－－－－
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る気配もなく、大きな問題であります。ロータリー
クラブも活動自粛になり、今まで経験した事のない
年になっております。そんな中のスタートになりま
第３グループ
ガバナー補佐

門脇

充

（天童ロータリークラブ）

すが、こんな時こそロータリーで出来る事はないか
考えております。
今年度のRI会長が掲げられたテーマは「ロータリー
は機会の扉を開く」です。世界規模でロータリーが

今年度、第３グループ（Ａ）[天童、東根、天童

やるべき機会ではないでしょうか。

東、天童西、東根中央ＲＣ]のガバナー補佐として担

さて、齋藤ガバナーは「４つのテスト」をスロー

当させていただきます天童ロータリークラブの門脇

ガンに掲げており「みんなの為」に今こそロータ

充と申します。１年間よろしくお願い致します。

リーで出来る事、ロータリー活動をガバナー補佐と

７月に入りまして５ＲＣのクラブ協議会・総会等に

して微力ではありますが務めさせて頂きます。皆様
のご指導、ご協力、よろしくお願いいたします。

参加させていただきました。
挨拶の中で今年度ＲＩ会長のホルガ―・クナーク氏
のテーマ『ロータリーは機会の扉を開く』、今年度ガ
バナーの齋藤榮助氏のスローガン『「４つのテスト」
を実践し ロータリーの価値を高めよう!』の話をさ
せていいただきましたが、私自身もよく理解しており
ませんので、詳しい話はガバナー公式訪問時にお聞き

第４グループ
ガバナー補佐

鈴木

明朗

（河北ロータリークラブ）

下さるようお願いしてあります。
現在、新型コロナウィルス感染の最中「新しい生活
様式」、「テレワーク」、「ＷＥＢ会議」等が叫ばれ

今年度

齋藤栄助ガバナーより委嘱を受け第４グ

ていますが、ロータリーもこのピンチに対応しなけれ

ループのガバナー補佐を務めることになりました。年

ばならないと考えております。あるクラブではオンラ

初よりの新型コロナ感染のため日本のみならず世界中

イン例会を開催すべく去年より準備をし、今年度から

で人と人の交流、経済活動が停滞している折りロータ

導入するとの話をお聞きしました。ピンチをチャンス

リーの活動も大幅に抑制されています。ロータリーの

にすべくロータリーも変化を取り入れていくことも必

基本理念である「知り合いを増やそう」を実行しよう

要なのかもしれません。

と思ってもかなりの困難を感じます。

このような時代だからこそ「クラブ例会のあり方」
を学習し確認していく必要があると思っています。

このような状況の中、齋藤年度が始まりましたが、
各クラブ、会員が知恵を集めて、安全性を損なわない
ように配慮をしながらロータリー本来の活動ができる
ようになりたいものです。
今回のような未知の感染症に対して、世界中のリー
ダーが様々な対応をしました。私たちから見て称賛さ

第３グループ
ガバナー補佐

二戸

守

（最上ロータリークラブ）

れるような行動をとった方もいましたが、そうではな
い結果を残した方もいました。我々が未知の危険と向
き合うようなとき齋藤ガバナーが掲げた「４つのテス
ト」はとても役に立ちます。いろいろな食い違う情報

この度、2020-2021年度、第3グループガバナー
補佐を拝命致しました、最上ロータリークラブの二
戸守と申します。ロータリー歴も浅い私ですが何と
もしょうがなく引き受けた次第であります。
この2020年はコロナウイルスが世界に蔓延し収ま
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が錯綜していてどのように行動すれば迷う時こそ「４
つのテスト」を想起してみましょう。
少し遅れ気味にスタートした新年度ですが、本来の
活動に早期に復帰できますよう皆様のご協力をお願い
します。

－－－－

ガバナー補佐からのメッセージ

－－－－

訪問して各委員会委員長の思いを知る事が一番の楽
しみです。2800地区第5グループのガバナー補佐を
委嘱された時点から大役でありますが受けるからに
第５グループ
ガバナー補佐

伊藤

三之

（山形北ロータリークラブ）

は「楽しくやるぞ」と心に強く意識していました。
現実に協議会に参加すると暖かく迎えてくださり、
楽しい中にも身が引き締まる思いです。ロータリー
歴が短い私に対してもリスペクトの気持ちを頂き感

今年度ホルガー・クナークＲＩ会長のテーマは、
Ｒｏｔａｒｙ

Ｏｐｅｎｓ

Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔ

ｉｅｓ『ロータリーは機会の扉を開く』です。
友情と人脈づくりの機会、奉仕活動を行う機会、

謝しています。これぞロータリアン精神だなと感じ
ています。これからも担当クラブに訪問させていた
だきますが齋藤ガバナー年度のスタッフの一員とし
て齋藤榮助ガバナーの補佐を楽しくやりますので宜

リーダーシップの機会など、ロータリーがもたらす

しくお願いします。

機会を信じて、皆様方とともに、ロータリー活動を

抱負という事でしたが難しい事を書くよりも自分の

力強く推進していく所存です。

言葉で簡単に述べさせて頂きました。

また、齋藤ガバナーは『「４つのテスト」を実践

最後に私自身のロータリーの考え方は古い時代の

しロータリーの価値を高めよう！』と地区目標を掲

ものかもしれませんがロータリーの皆様が私と一緒

げています。

になった時は声をかけて頂ければ私の考えをお話し

「真実」「公平」「好意と友情」「みんなのた
め」、この「４つのテスト」を実践することを通し

出来ると思います。
未熟者ですが宜しくお願いします。

て、皆様方とともに、深く「ロータリーの精神」を
学んでいく所存です。
ＲＩ会長のテーマ及び齋藤ガバナーの方針にした
がい、各クラブと地区との連携を深めながら、素晴
らしいロータリーの時を一緒に過ごすべく、皆様方
とともに活動を進めて参ります。
そして、そのような活動を通して、ロータリーの

第６グループ
ガバナー補佐

福島

悟

（高畠ロータリークラブ）

アイディンティティーを自分なりに見つめ直してみ
たいと思っています。

この度2800地区第６グループガバナー補佐を拝命

一年間よろしくお願い申し上げます。

いたしました。今年度のＲIテーマは、「ロータリー
は機会の扉を開く」ですが、皆様よりこのような大役
を務める機会の扉を開いていただきました。クラブと
地区ガバナーのつなぎ役として、その責務をしっかり
と果たせるよう努力していきたいと思います。

第５グループ
ガバナー補佐

北門

７月に入っても新型コロナウイルスの感染は予断を

一忠

許さない状況のようです。１年間ずっと続いていくの

（上山ロータリークラブ）

でしょうか。各クラブの活動実施への影響について、
状況の把握を心がけるとともに、問題があれば役割を

いよいよガバナー公式訪問の前のクラブ協議会が

果たせるよう関わっていきたいと思います。

始まりました。ガバナー補佐として訪問するクラブ

第６グループは齋藤ガバナーの所属クラブを含む地

協議会が既に2クラブが終わりました。実に楽しくク

元グループです。ガバナーの目標達成に向けて率先し

ラブ協議会に参加させて頂きました。年次計画書を

て取り組んでいくとともに、各クラブがガバナーの方

拝見するに各クラブ特徴ある運営をされていて逆に

針、及びそれを踏まえてのクラブ会長の方針に沿っ

私が勉強させられます。実は私の抱負は各クラブに

て、充実した活動ができるように、微力ながらお手伝

－－－－

ガバナー補佐からのメッセージ

－－－－
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いができればと思っております。

次計画書を作成済のクラブがあったことです。そし

１年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

て、訪問時は「次年度躍進に向けて」というフォーラ
ム開催でありました。コロナ禍の中でのこの前向きな
姿勢と行動に触れることができました。二つ目は、齋
藤ガバナ―の重点項目の一つである「会員増強」に関
し、戦略的計画（三か年計画）の作成と実施を強くお

第６グループ
ガバナー補佐

横澤

願いする中、新年度に２名の入会者が決まっているク

寿彦

ラブがあったことです。然も、40歳代（１名女性）
であり、ロータリークラブに求められている若い仲間

（長井ロータリークラブ）

の加入であります。改めまして両クラブに深甚なる謝
この度、二度目のガバナー補佐の役職を担わせて頂

意と敬意を申し上げます。

くことになりました。暖かいご厚情とご支援を宜しく

いま、コロナ感染予防と経済活動の両立が模索され

お願いいたします。担当は７クラブで、６月よりＲＩ

ております。ロータリークラブにおいても「例会・奉

テーマと地区方針の説明及び年次計画書等々の打合せ

仕活動」には、感染対策とロータリアンらしい行動活

を兼ね一巡目の訪問を行いました。その中で、嬉しい

動や倫理感のある職業奉仕が必要と思います。こんな

ことが二つありましたので書かせて頂きます。

中、各クラブの活動計画の推進に努力してまいりま

一つ目は、５月中にクラブ協議会を実施し、既に年

す。一年間、よろしくお願いいたします。

今年度の各委員会の活動方針
クラブ奉仕委員会
委員長

武田

元裕

（山形西ロータリークラブ）
「クラブ奉仕」はロータリーの基本と考えます。
ロータリーを樹木に例えるなら、「クラブ奉仕」は樹
木の根幹にあたります。根がしっかりと張り、立派な幹
でなければ、枝葉は繁ることはできない。
根幹である「クラブ奉仕」がしっかりしてなければ、
枝葉である社会奉仕・国際奉仕・新世代奉仕はなしえな
い。ゆえに「クラブ奉仕」の重要性の再認識こそが、
ロータリーの活性化の鍵になる。
1905年 ポール・ハリスが他の３人の仲間とシカゴ
で誕生したロータリーは、その後二つの大戦をはさみな
がらも順調に推移し、200以上の国と地域に約120万人
の会員を擁するまでになりましたが、ここ20～30年の
間に会員数の減少傾向がみられるようになりました。
日本でも、1997年には約13万人いた会員が、現在で
は89000人にまで減少しました。2800地区でも、ピー
ク時2260人が1600人になっています。
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ではなぜこれほどまでに会員が減ってしまったので
しょうか。原因は様々考えられますが、第二次大戦後の
80年間、変革がなされなかったからではないでしょう
か。「変革なくして成長なし」と云われます。変革を忘
れたロータリーが衰退の道をたどるのは当然だったのか
も知れません。衰退と同時にロータリアンは奉仕の理想
(理念)を忘れ、その活動が減少して参りました。
同時に、現代のロータリーは、親睦と互いの仕事のた
めのものになりつつあるのではないでしょうか。いみじ
くも110年前、ドナルド・M・カーターが心配した「利
己的な団体は、生き残り、繁栄が期待できない」状態に
なってしまったようです。
それでは、ロータリーが再活性化するために何をすべ
きでしょうか。
（１）ロータリーの原点に戻って、理念をしっかり把握
すること「超我の奉仕」
（２）社会的ニーズを把握し、それに適応した多様多種
な活動を展開しなければならない
（３）一騎当千の青少年を育てる（新世代奉仕）
ロータリーのまさしく根幹にかかわる重要課題です。
一度卓話に読んでいただけませんか？

ガバナー補佐からのメッセージ・今年度の各委員会の活動方針

以上

－－－－

ロータリー情報小委員会
委員長

上杉

勝己

（米沢中央ロータリークラブ）
情報委員会はロータリーとは何か？からはじまり、
定款・規定・細則・歴史等具体的活動の説明まで多々
あります。
私たちは、今年度は特にロータリーの心である奉仕
はどこから生まれ、中心に据えられたのかを会員皆が
理解できる言葉で話し合う機会を作ってみたいと考え
ております。

会員増強委員会
委員長・PG

新関彌一郎

（天童東ロータリークラブ）
会員増強委員会の役割は、会員の増加、会員の強化そ
してロータリーの公共イメージを構築することです。こ
の３つの目標は常に互いを補完しつつ進めなければ、
ロータリーの目指す活動も難しくなると考えます。
会員増加は、クラブに新たな風が吹き活気がみなぎる
最も大切なことです。しかし、コロナの影響もあり以前
より、さらに困難な社会情勢にあります。それに加えや
むなく退会せざるえない場面も見え始めました。そうい
う会員が企業を安定させ社会が落ち着いた時点でまた会

会員増強小委員会
委員長

芳賀

康雄

（白鷹ロータリークラブ）
齋藤ガバーは会員増強について純増１名以上を目標に挙げ
ております。収束の見えない新型コロナウイルス禍により収
益減に見舞われ苦しい経営を強いられている企業も増えて来
ました。退会につながらない事を願っております。
目 標 会員増強で楽しいロータリークラブに！
１．第2800地区はガバナー目標を達成するため、ロータ

－－－－

今年度の各委員会の活動方針

－－－－

ロータリーでは奉仕理念の意味について、いろんな
人が様々な表現でなされてきました。
超我の奉仕
最も良く奉仕するもの最も多く報いられる
他者に対する思いやり
自分にして欲しいことを何よりも先ず他者に与える事
入りて学び 出でて奉仕せよ
この様に奉仕理念の解釈はいろいろあります。
どれも納得です。
しかし自分のものになっているでしょうか。
解釈はロータリーのグループに任されています。
今年こそ討議し、内容を理解し、難しいと言われる
ロータリーを自分なりに、モヤモヤロータリーから楽
しいロータリーに出来たらを第一義として活動してい
きます。

員に戻ってきてくれるような素敵な人の集まるクラブで
あって欲しいと思います。
会員強化の主眼は、会員それぞれがロータリーに賛同
し、奉仕活動や例会を通じて成長し人間性を磨くことで
す。強化が行き渡るのは時間のかかることです。しかし
究極は会員が成長し、職業に生かされた時です。それこ
そ職業奉仕であり会員増強なのです。
国際的に文化や人種そして宗教を超え、奉仕の精神で
結ばれた、それぞれのロータリークラブだからこそ、会
員一人一人のために会員増強は大切なことです。そのた
めにも、地域社会にロータリーのイメージを発信してい
くことが重要なのです。
今、皆さんのクラブが活気に満ち溢れ、会員のために
いかにロータリーを実践していくかが鍵です。クラブ会
長や幹事そして理事役員はもう一度クラブ運営の根底か
ら話し合って欲しいのです。コロナ時代はいいチャンス
になるのではないでしょうか。

リーの増強月間８月を前に延長し、７月から８月までの
２ヶ月間を会員増強月間とします。９月以降も1,600名以
上の会員増強・維持を目標として取り組む。
２．各クラブの増強委員会は「会員増強と退会防止の戦略計
画」を作成しクラブ全体で取り組む。戦略達成のため委員
任期は２～３年を推奨したい。
３．各クラブ純増１名以上の増強を目標に取り組む。特に15
人以上20人未満のクラブは20人を目標に、15人未満クラ
ブは15人を目標とし取り組む。
４．女性会員０クラブは、14クラブあります。１名の増強
を目標に取り組む。
５．新会員を今年度も地区大会の席上紹介し、達成クラブを
顕彰する。
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報 告
２月のPETS時に、クラブ会長さんに１月31日現在での
会員年齢構成についてのアンケート調査をお願いしまし
た。ご協力誠に有難うございました。その結果について報
告致します。
１．2800地区2020年1月31日現在、会員数は1,596人でし
た。
２．2800地区の平均年齢は61.9歳でした。
３．平均年齢50歳代のクラブは11クラブ、60歳代クラブは

36クラブ、70歳代は２クラブでした。最も若かったのは
山形イブニングクラブで55.8歳でした。
４．50～60代の会員は897人で56.2％を占めており会社、
地域でのリーダー的存在の方々です。
５．70歳以上の会員は457人で全体の約29％で1/3を占め
ています。特に顧問格の80歳以上の会員が73名おられる
事はクラブにとり有り難い存在です。
６．女性会員は109名で全体の6.8％で1割にも満たない状況
です。女性会員０クラブは14クラブあります。
具体的には、①ロータリアン個々人は、４つのテス

公共イメージ小委員会

トの実践を通してロータリークラブのブランドイメー
ジの向上に努める、②各ロータリークラブは、地区補

委員長

白井

健道

（東根中央ロータリークラブ）

助金事業などの地域貢献についてSNS等で積極的に発
信する、③本小委員会は、地区補助金事業などの実績
をSDGs17の目標のどの部分に貢献したかを見える
化し発信する、としました。

2020-2021年度のRIテーマは「ロータリーは機

本委員会がSDGsに着目した理由は、①SDGsを達

会の扉を開く」です。齋藤ガバナーはこれを受け、

成するためには、地球上の人々が4つのテストを行動

「『４つのテスト』を実践し、ロータリーの価値をた

指針とすることが必要である点、また、②ロータリー

かめよう！」を基本的考え方とされています。

の掲げる重点分野（平和構築と紛争予防、疾病予防と

本小委員会では、これらを踏まえ、ロータリアン

治療、水と衛生、母子の健康、基本的教育と識字率向

個々人、各ロータリークラブ、そして本小委員会それ

上、地域社会の経済発展）とSDGsの掲げる17の目

ぞれが、それぞれの活動を行うことで、ロータリーク

標の親和性が高いからです。

ラブのブランドイメージを確立・向上させ、その結果

Withコロナの時代は、SDGsを意識した仕事や生

として会員数が増加する、ということを活動方針とし

活が益々問われることになろうかと思います。苦難の

ました。

時代にロータリーの価値を更に高めて参りましょう。

テスト」に自問し行動することの大切さも教えており

職業奉仕委員会

ます。それを受けて齋藤ガバナーは、地区スローガン
として「四つのテストを実践し、ロータリーの価値を
委員長

藤野

和男

（大江ロータリークラブ）

たかめよう」と掲げられました。齋藤年度は「四つの
テスト」と共に、相手を思いやるロータリー精神と倫
理性を強く求めているのだと捉えました。まさに職業
奉仕そのもので、職業奉仕委員会の役割の重要性を認

2020～2021年度ＲＩ会長のホルガークナーク氏
（ドイツ・不動産業）はＲＩのテーマを「ロータリー

識し、地区委員と情報を共有しながら、齋藤ガバナー
の思いを2800地区に伝達出来ればと思います。

は機会の扉を開く」と示されました。ロータリーは、

職業奉仕の目的の一つは、日々の仕事を通して社会

中核的価値観（奉仕・親睦・多様性・高潔性・リー

に貢献するために、奉仕の心を育て向上させることに

ダーシップ）を基に、意義ある人生への機会の扉を開

あります。奉仕の心とは他人のために役立つことであ

いてくれると訴えております。そして、常に「四つの

り、ロータリアンは職業活動において、生きる力の基

8
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本である自らの道徳的能力を高めようと努めていま

己研鑽と切磋琢磨が出来る場が例会やセミナーであり

す。役立つ仕事は、すべて価値あるものだと認識する

ます。まさに「例会は人生の道場」であり、人格を形

ロータリープライドが職業奉仕であり、社会の模範と

成する場でもあります。「私はロータリアンである」

なるよう努力することを自己の責務と考えて行動する

と胸を張って言える根拠として、職業奉仕を一緒に勉

ことが求められます。

強出来ましたら幸いであります。

ロータリーには敬愛出来る先輩や仲間がいます。自
ターは、お姉さん、お兄さんという立場にあり、青少

青少年奉仕委員会

年部門の中心として、参加高校生達の指導協力、影響
を与えられる存在になってもらえるように、コロナ渦

委員長

遠藤

伸一

（寒河江ロータリークラブ）

の中においても、積極的に活動できる様、支援してま
いります。
地区ライラ、インターアクト地区内研修は当初予定
されていた時期での開催は出来ない判断となりました

このコロナ渦の中、青少年奉仕プロジェクトも大幅

が、年明けには、規模縮小してでもなんとか開催出来

に制限される年度となることは間違いありません。そ

る様、検討してまいります。青少年交換（長期）につ

んな中でも、委員会（４つの小委員会も含）で、やれ

いては、今年度の派遣・受け入れの中止がきまってお

ること、やらなければならない事を最大限考え、実行

ります。年明けからの短期交換プログラム、次年度長

していきます。

期交換の募集は、世界の状況を鑑み、前向きに進めて

14歳～年齢制限が撤廃されたローターアクトまで

まいります。

が、青少年プログラムの対象になります。今年度は、

どうぞ、各クラブとも地域の成長させたい、夢を

４つの委員会が一緒になり、垣根を超えた交流をして

持ってもらいたい学生の参加協力、応援を宜しくお願

まいりたいと考えております。特に、ローターアク

いいたします。

日の地区内研修を計画しておりました。この事業は、

インターアクト小委員会

2020－21年度のRIテーマ『ロータリーは機会の扉を開
く』に重なるとても意義のある活動になると考えてお

委員長

和田

義弘

（河北ロータリークラブ）

りましたが、昨今の事情により学校の授業が遅れてい
る事をふまえ、その他のプログラムも含め今年度予定
しておりましたインターアクトの活動は中止となりま
した。

今年度を迎えるにあたり、2020－21年度の事業計

今後の活動につきましては、学校側と相談し時期と

画としてインターアクトからローターアクトへ、ロー

タイミングをみすえながら、齋藤榮助ガバナーとイン

ターアクトからロータリアンへといった道筋を築くに

ターアクト委員会の皆様、スポンサークラブの皆様と

あたり、スタートであるインターアクトの扉をイン

連携し、各インターアクトクラブの例会に参加し、

ターアクター・ローターアクター・ロータリアンが一

ロータリーの意義・思想を伝えながら機会の扉を開

緒になって開く機会を創り、そして進む事が出来る活

き、少しずつ前に進んでいきたいと考えております。

動を支援する、といった方針を趣旨におき、8月に地区

可能な限りインターアクターと繋がりを持ち、イン

内8クラブより10名程度の募集をおこない、ロータリア

ターアクターの地域社会と世界平和の貢献のためにな

ン・ローターアクターを交え総勢100名程度の一泊二

る活動を支援してまいります。

－－－－

今年度の各委員会の活動方針
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ります。

ローターアクト小委員会

当地区ではローターアクトクラブを複数のロータ
リークラブで提唱するなど、多くのロータリアンが

委員長

越智

茂昭

（鶴岡ロータリークラブ）

ローターアクトに関わりご指導・ご支援を頂けること
は心強い限りです。
コロナ禍のため青少年奉仕委員会の計画も大きく変
更を余儀なくされているところですが、ローターアク

今年度からローターアクトは大きく変わり、ロー

ト小委員会としては、安全に考慮しながら臨機応変、

ターアクトクラブは国際ロータリーの加盟クラブにな

柔軟に、コロナ禍と上手く付き合いながらローターア

るとともに、18歳から30歳までという年齢制限の上限

クターにとって有意義な一年になるよう支援してまい

が無くなり18歳以上のすべての若い成人が入会できる

ります。
最後に、ローターアクターの年齢上限がなくなった

ようになりました。
このように大きく変わろうとしているローターアク

ということは、そのままロータリアンへの近道ができ

トですが、基本的な活動は今までどおりです。ロー

たともいえます。このことは、ロータリークラブの会

ターアクトクラブの活動は、地域だけでなく、地区内

員増強にも繋がりますので皆さんの会社の若い社員の

他クラブとは定期的に、さらに国内はもちろん全世界

方々をローターアクトへ勧誘を是非お願いいたしま

のローターアクターとも交流し視野の広いリーダー

す。

シップのとれる青年男女を育てるプロジェクトでもあ

た。しかし、コロナ感染の影響で開催延期が決定しま

RYLA 小委員会

した。今後のコロナ情勢の判断もありますが、現時
点でRYLA は2021年5月開催予定で、インターアク
委員長

松岡

友路

（山形イブニングロータリークラブ）

ト・ローターアクト小委員会と連携し計画をすすめ
ていきます。また、3月には地区の重点目標４項目の
1つとして、鈴木一作PGを実行委員長に第13回日本
RYLA研究会山形大会が開催される予定です。この大

本年度のRIテーマ「ロータリーは機会の扉を開

会は、「RYLAセミナーの有効かつ効果的な実施と拡

く」、第2800地区スローガン「4つのテスト」を実

大、継続に向けて研修し情報交換と交流をし、より良

践しロータリーの価値を高めよう！を実現するため

いRYLAの活動の在り方や発展のために研修する」こ

に、最適な活動としてRYLAが位置づけられると考え

とを目的にしています。全国のロータリアンが集い、

ています。14～30歳の若者を対象に、スキルと人格

この大会が参加者の印象に残り、RYLAのさらなる促

を養いながら、奉仕、高い道徳的基準、平和といった

進ができようすすめていく予定ですが、現在この大会

ロータリーの価値観を学ぶ機会を提供することを目的

の開催も全国組織の判断を待つところです。情勢が

としています。 私たちは ①地域の未来のリーダーに

日々変化しておりますが、未来のリーダー早期育成の

投資する②若者の倫理観と自信を養う③現代の若者が

ために、地域社会へのRYLAの理解を目指し開催に向

直面する問題について学ぶなど活動意義が高いのが

けて準備をすすめていきます。

RYLAです。ロータリアンが、若者がリーダーになる
ための機会の扉を開き、互いに好意と友情を深め、み
んなのためになるのRYLAを企画します。本年度は、
当初RYLAを9月に寒河江市で開催予定しておりまし
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青少年交換・学友小委員会
委員長

大滝

正博

（余目ロータリークラブ）
当委員会の担当する青少年交換プログラムにつきま
して、20-21年度の派遣・受入れは早々にすべて中止
となりました。
昨年度の派遣候補生の４名中３名は現在高校２年生
であり、21-22年度の派遣に参加可能であることを伝
えた所、３名即答で参加したいとの意向があり、本年
度は来日学生がゼロ、派遣候補学生3名で、年間７回

社会奉仕委員会
委員長

菅原

成規

（鶴岡ロータリークラブ）
コロナ禍の混乱の中、齋藤年度が動き出しました。
齋藤ガバナーから社会奉仕委員会に与えられた方針を
踏まえて、次のような目標を立て皆さんから実践して
いただきたいと思います。
１．地区補助金を活用した奉仕活動を計画し、実践す
ることでクラブ内を活性化し結束を高めていただき
たい。
２．公共イメージ推進を積極的に行うため、クラブ内
の広報担当、公共イメー ジ担当者などと連携し

国際奉仕委員会
委員長

武山

茂

（天童東ロータリークラブ）
2020-21年度のRIテーマは『ロータリーは機会の
扉を開く』であります。その中の奉仕関連で、“奉仕
プロジェクトを通じて会員自身や受益者の人生をより
豊にするための道を開くのがロータリーである” “奉
仕の行いは、その大小にかかわらず、助けを必要とす
る人たちのために機会を生み出すものである” “奉仕

－－－－

今年度の各委員会の活動方針

－－－－

のオリエンテーションを計画し実行して参ります。
また、21-22年度派遣に関し、昨年度の派遣候補生
３名の他に新たな候補生は原則募集しない事も併せて
決定しております。
昨年度の派遣候補生のそれぞれの派遣先は、アメリ
カ、メキシコ、ブラジルの各国でした。派遣生の安全
を確保できなければ進められない為、現在は新型コロ
ナウイルス感染症の世界の動向を注視し、元の派遣国
にこだわらず進めていく予定でおります。
県内の各学校には本年度新たな候補生を募集しない
通知を出す予定でおりますが、
ロータリアンの家族の方でこのプログラムに参加させ
たいという方が居られるようでしたら、８月31日ま
でにお申し出下さい。

て、マスコミ等にも積極的に取り上げてもらいま
しょう。
３．地区補助金を活用した奉仕活動から、グローバル
補助金へも取り組んでいけるよう国際奉仕委員会と
連携していきたい。
４．ロータリー財団への寄付が無ければ地区補助金は
ありません。財団への寄付を高めるようロータリー
財団委員会とも連携して活動していきたいと思いま
す。
最後に、このような状況の中、地区補助金を活用し
た各クラブの奉仕活動は、延期、または中止を余儀な
くされる計画もあるかと思います。会員の皆さん、ご
家族の安全を第一に考えて、計画の変更があれば地区
事務所ヘ連絡をいただければと思います。
新型コロナウイルスが早く終息し、地区の皆さんと
また笑顔でお会いできる事を楽しみにしています。一
年間よろしくお願いします。

のアイデアを実行に移すために世界を旅する機会、そ
して生涯続く友情の絆を築く機会、を与えてくれる”
と述べておりました。
この三つのフレーズは地区国際奉仕委員会の課題
「グローバル補助金」に大きな可能性と夢を与えてく
れました。奉仕プロジェクトは、一人でも多くの受益
者を豊に、助けを必要としている人のために、世界の
多くの人々やロータリアンと協力して行うことであ
る。つまり“グローバル補助金”は一人の受益者を豊に
するため、ほんの小さな奉仕から、友(世界のロータ
リアン)と協力して行えば「すぐに手が届く範疇に存
在しているものである」ということであります。
齋藤榮助ガバナーは「グローバル補助金等の奉仕活
動は、高い倫理性があってこそ輝きは大きくなる」と
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「四つのテスト」を掲げました。それを受けて国際奉
仕委員会では地区研修協議会誌で掲げた⒍項目を年度
目標といたしました。
さてこの度の“コロナ感染症”はグローバル補助金の
推進に二つのデメリットを与えました。①活動と人と
の接触が出来ない。②R財団の予算が対策関係事業に

沢山使われた。それに対応して、メールはもとより
フェイスブック・メッセンジャー・LINE・ZOOMを
使って海外のロータリアンとオンラインコンタクトを
駆使してメリットに変えていきたいと思っておりま
す。

・ガバナー月信の企画記事「米山奨学・学友コー

米山奨学・学友委員会

ナー」に、全ての米山奨学生と地区委員が投稿す
る。

委員長

田中

隆一

（米沢ロータリークラブ）
（１）サブ世話クラブ制度
・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、奨学生を年間２回ほど訪問させ地区内多数のク
ラブに米山奨学生との交流の機会を作る。
（２）米山卓話の推進
・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クでの
例会卓話を積極的に行う）
（３）世話クラブの推進
・積極的に世話クラブを受諾してもらえるよう、各ク
ラブに世話クラブの良さをPR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
更に充実したものにする。
・オリエンテーションには、世話クラブ、サブ世話ク
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、世話クラブと
サブ世話クラブの情報交換を促す。
・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。
（４）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。

・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。
・地区大会では、奨学生の出席も義務化していく。と
ともに、「よねやまナイトin米沢」を合わせて開催
するなどして、地区内米山奨学生、学友、米山関係
者との交流を促進する。
（６）奨学生の選考とフォロー
・指定校の選定、奨学生選考試験、オリエンテーショ
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したり、委員が同伴したりなど
して、コミュニケーションに心がける。
（７）寄付の促進
・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。
・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。
・各クラブに過去の寄付実績をお伝えし、今後の目標
設定をお願いする。
全国34地区中29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33.1％を、全国平均の
46.9％を超えるように努力する。
最終目標である地区一人当たり年間寄付額15,000
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）
（８）コロナ禍により先行き不透明ではあるが、今で
きることに最善を期し委員会の運営に尽力する。

（５）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。

12

GOVERNORʼs Monthly Letter

－－－－

今年度の各委員会の活動方針
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ロータリー財団委員会
ロータリー財団
委員長・ＰＧ

長谷川憲治

（山形ロータリークラブ）
今年度のロータリー財団委員会の方針は以下の通りです。
１．先ず、ロータリー財団の意義を地区内全ロータリアンに
良く理解して頂く
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

補助金・奉仕プロジェクト小委員会
委員長

和田

實

（米沢ロータリークラブ）
本年度の「地区補助金」は、例年通り年度スタート
前の３月末に申請を締め切り、総計40案件に対し総
額57,570ドル（配分時点のレートで6.2百万円）の
配分を完了しました。各クラブへは7月末から８月に
掛けて送金される予定です。
奉仕事業完了後は速やかに所定の用紙にて配分金額
に見合った請求書・領収書の原本を添え決算報告の提
出をお願いします。
尚、新型コロナウィルス感染拡大問題から予定した
事業が遂行困難になったり、事業内容を変更せざるを

資金推進・管理小委員会（平和フェロー・ポリオプラス）
委員長・ＰＧ

池田

德博

（鶴岡西ロータリークラブ）
2020-2021年度同委員会の小委員会としての活動
方針は以下のようになります。
１、資金推進部門では、おひとり150内、50は各ク
ラブから納付されますのご協力をお願いします
２、この寄付を基本として、グローバル補助金、地区

－－－－

今年度の各委員会の活動方針

－－－－

３．50ドルの自動的寄付に加えて、地区内全ロータリアン
に100ドル／人を上乗せして頂く運動を推進する
４．最終的には、「自動的寄付50ドル＋上乗せ任意寄付
100ドル＝ガバナー方針の150ドル／人」の目標達成を目
指す
５．その結果の反映である地区補助金・グローバル補助金を
有効かつ適切に運用し、各クラブの有意義な奉仕事業のお
手伝いをする。特にグローバル補助金は、今年度も是非１
件以上の活用を目指したい（グローバル補助金に関して
は、国際奉仕委員会とも協力し合い推進したい）
６．2800地区として、①ポリオプラスにDDF残額の10%
を、②日本ロータリー平和センター基金へDDF残額の
10%を寄贈したい

得ない状況に陥った場合は速やかに当委員会にご相談
お願いします。
「グローバル補助金」は、地区補助金と異なりクラ
ブの拠出金（クラブ負担ゼロでも可）や申請時期に制
限はありませんが、事業目的がR財団指定の７つの重
点分野に限ること、海外での事業で且つ実施国側の
ロータリークラブとの共同事業となる等の条件があり
ますので、計画段階で当委員会にご相談下さい。出前
卓話等喜んで対応させて頂きます。
現状当委員会で担当して居ります補助金事業は、
「地区補助金」を「地区社会奉仕委員会」に、「グ
ローバル補助金」を「地区国際奉仕委員会」に移管す
べく地区内にて検討中で、次年度からの実施を目指し
ています。
Ｒ財団補助金は会員皆様のR財団への寄付金が原資
です。会員一人あたり150ドルの地区目標達成の為皆
様のご支援・ご協力をお願い致します。

補助金の活用をお勧めします。特にグローバル補助金
については、環境問題についても使用できるように
なっています。ぜひＤＤＦを使い切りましょう。
３、ポリオプラスについては財団としての年内おひと
り30の目標はありますが、地区としてはおひとり年
間10とし当面ＤＤＦの寄贈によって応えていきたい
と思います。
４、平和フェローにつきましては引き続き、フェロー
シップの応募を探ることと、地区としてＤＤＦの一定
額の寄贈により対応していきたいと思います。
以上を、今年度の活動方針とさせていただきたいと
思いますが、皆さまからの引き続いての財団へのご理
解とご協力をお願いしたいと思っております。
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財団学友小委員会
委員長

今間

勝見

（鶴岡西ロータリークラブ）

学生・青少年交換学生対象者の追跡調査連絡を取りな
がら資料を整理し、今後の地区運営に活用できる様に
努めたいと考えている。
関係委員会との連絡を密に取りながら一通りの形を
作り上げながら、ロータリー財団委員会全体の運営に
も参加して委員会として実りある委員会活動に成る様
に取り組みたい。

当委員会の当年度の活動目標としては、これまで地
区で取り組んで来た、ロータリー財団奨学生・米山奨

第５回全国青少年交換委員長・全国危機管理委員長合同会議

RIJYEM研修委員

小松

栄一

（寒河江ロータリークラブ）
令和２年７月５日に、今年度の全国青少年交換委員長・
危機管理委員長合同会議が、初めてのオンライン会議とし
て開催されました。全国から約230名のパストガバナー、
ガバナー、ガバナーエレクトの皆様と全国の委員長が参加
されました。会議は、予め決められた次第に沿って進めら
れ、本会議終了後、希望者が残って更に突っ込んだ質疑応
答を行いました。
昨年度の途中で起こった新型コロナウィルス感染症のパ
ンデミックは、世界中の青少年交換プログラムに大きな爪
痕を残しましたが、幸い死者が一人も出なかったことは不
幸中の幸いと言うべきでしょうか。ただ、昨年度の派遣候
補学生の取り扱いやフォローアップに注意すべきであると
の意見が出されました。今年度以降のプログラム継続に関

第１回

大滝

正博

（余目ロータリークラブ）
７月19日、天童ホテルにて開催いたしました。
当日は、委員会関係者のみによる委員会、派遣候補生、
ROTEX、及びそのご父兄を交えたオリエンテーション、
午後からは19-20年度派遣２名による帰国報告の３部構成
で行っております。

14

しては、新型コロナウィルス感染状況にもよりますが、若
者の夢をなんとか実現するために頑張りたいとの話があり
ました。
今回のパンデミック以外にも、地震や豪雨などの自然災
害への対応や短期交換に潜む諸問題への対応など、危機管
理は今後益々重要性が増す事が考えられます。地区単位で
の研修や危機対応基金の重要性、事業継続のための準備等
難問山積ではありますが、RIJYEMとして地区と手を携え
一歩一歩前進して行きたいとの話がありました。

青少年交換・学友小委員会
青少年交換・
学友小委員会委員長

GOVERNORʼs Monthly Letter
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報告

オリエンテーション

報告

委員会においては20-21年度の派遣交換の全てを新型コ
ロナの影響による各国共通の申し送りにより中止せざるを
得ない事を確認し、21－22年度の新たな派遣候補生は原
則募集しない方針となりました。
新たな候補生を募集しない理由として、20-21年度派遣
予定４名のうち３名は現在２年生徒のこともあり本人たち
が１年スライドしても絶対に参加したいという意思が確認
できた事、新たな候補生を募っても確実に派遣できる確約
が出来ない事等によるものです。
もちろんロータリアンのご家族の方でこのプログラムに

今年度の各委員会の活動方針・合同会議報告・オリエンテーション報告

－－－－

ぜひ参加したいとの申し出があれば前向きに調整して参り
ます。
第２部 オリエンテーションでは派遣候補生、ご父兄に
対し１年スライドしても参加する意思があれば優先的に候
補生として迎えるとともに、それぞれの派遣国として予定
していたアメリカ・メキシコ・ブラジルのコロナ事情を考
慮し、派遣希望国を含めた2800地区に対する申請書を新
たに提出して頂くことを確認しました。
第3部 帰国報告はコロナの影響で３月にアメリカから
帰国した、齋藤亜優香さんと７月４日の帰国まですべて
のプログラムを全うできた台湾派遣の渡辺愛澄さんの2名
より発表頂きました。齋藤さんは得意だった水泳部に入部

ガバナー公式訪問

山形南ロータリークラブ

７月14日、山形南ロータリークラブに、国際ロータリー第2800
地区2020－2021年度 齋藤榮助ガバナー、第5グループ伊藤三之
ガバナー補佐、羽生吉弘地区幹事、吉澤彰浩事務局長、石井宏幸副
事務局長をお迎えし、ガバナー公式訪問例会を開催いたしました。
例会に先立ち、11時より会長幹事会が行われ、齋藤ガバナー、
伊藤ガバナー補佐へ、当クラブ会長菊地賀治より、会長方針・クラ
ブ目標などを説明させていただきました。
齋藤ガバナーより「地区としてサポートできることはないか」と
ありがたいお言葉を頂戴したことに対し、当クラブは山形西・山形
東・山形中央・山形イブニングＲＣとともに昨年度山形ＲＡＣを設
立しておりました関係で、ＲＡＣ関係での情報や活動へのサポート
をお願いしたいとの要望をさせていただき、ガバナーよりご快諾い
ただきました。
続いて、12時30分より例会が開催され、ガバナーより今年度の
【「４つのテスト」を実践しロータリーの価値をたかめよう！】と

新

入

会長
幹事

菊地
鉄

賀治
浩二

いうテーマについて
ガバナーの情熱あふ
れる想いをわかりや
すく穏やかにお話し
いただきました。
また、昨年度、当
クラブは大久保章宏
ガバナーを輩出した
ことへ御心配りを頂き、大久保直前ガバナーへの敬意と支えた会員
への労いのお言葉を頂戴し、目頭が熱くなる思いでした。本当にあ
りがとうございました。
結びに、これから齋藤ガバナーは地区内の各クラブへの公式訪
問・首長への表敬訪問などで多忙を極めることと思いますが、何卒
ご自愛のほど、心よりお祈り申し上げます。
（幹事 鉄 浩二）

会

員

所属／新庄あじさいロータリークラブ

所属／新庄あじさいロータリークラブ

職業分類／塗装工事業

職業分類／葬祭業

高山

－－－－

し、10月に行われた地区大会では個人メドレーを初めと
する参加全種目で優勝し、カリフォルニア州の大会でも入
賞できた事、渡辺さんは留学生による中国語弁論大会で最
優秀賞を獲った事、両名共ホストファミリーに恵まれて有
意義な滞在が出来たことなどを話してくれました。
また、18－19年度派遣のROTEX２名からの近況報告も
ありました。
コロナの終息、ワクチンの早期開発でこのプログラムが
１日も速く正常に戻ることを祈念いたすと共に、皆様方に
は今後共変わらぬご高配を賜りますよう宜しくお願い致し
ます。

秀樹

沼澤

紘一

Takayama Hideki

Numazawa Koichi

【2020 年７月２日入会】

【2020 年７月２日入会】

オリエンテーション報告・ガバナー公式訪問・新入会員

－－－－
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Schedule of August 2020
8月の地区スケジュール
会員増強・新クラブ結成推進月間
日

曜日

主要行事

8／1

土

2

日

3

月

Ｇ公式訪問（東根中央）

4

火

Ｇ公式訪問（村山）

5

水

Ｇ公式訪問（上山）

6

木

Ｇ公式訪問（酒田東）

7

金

Ｇ公式訪問（山形東）

8

土

9

日

10

月

11

火

12

水

13

木

14

金

15

土

16

日

17

月

Ｇ公式訪問（鶴岡西）

18

火

Ｇ公式訪問（米沢上杉）

19

水

Ｇ公式訪問（西川月山）

20

木

21

金

Ｇ公式訪問（鶴岡南）

22

土

第１回諮問委員会

23

日

24

月

Ｇ公式訪問（米沢おしょうしな）米沢市長・山形新聞置賜総支社表敬訪問

25

火

Ｇ公式訪問（鶴岡）鶴岡市長表敬訪問

26

水

Ｇ公式訪問（小国）

27

木

Ｇ公式訪問（白鷹）

28

金

29

土

30

日

31

月

ガバナー補佐会議（寒河江市）

上山市長表敬訪問

お盆休み
（山の日）

公共イメージ向上オンラインセミナー（Zoom会議）
Ｇ公式訪問（山形西）

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

