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Ｇ公式訪問（村山）
第1回危機管理委員会

Ｇ公式訪問（山形東）　山形市長・山形新聞社表敬訪問
夏季休暇
（山の日）
（振替休日）

Ｇ公式訪問（山形南）
Ｇ公式訪問（西川月山）
Ｇ公式訪問（酒田東）
Ｇ公式訪問（鶴岡南）
第１回諮問委員会

Ｇ公式訪問（山形西）
Ｇ公式訪問（鶴岡）
Ｇ公式訪問（小国）　小国町長表敬訪問
Ｇ公式訪問（白鷹）　白鷹町長表敬訪問

第1回青少年交換オリエンテーション

Ｇ公式訪問（鶴岡西）
Ｇ公式訪問（南陽東）　南陽市長・南陽高校IAC表敬訪問
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ガバナー月信

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
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・地区委員会報告
・青少年交換学生募集
・コーディネーターニュース
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・訃報
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植松 龍祥氏 プロフィール
《略歴》
・昭和 39年生まれ
・大東文化大学大学院中国学博士前期
課程修了

・股村藍田・植松弘祥に師事
・（公社）日展　特選２回受賞
・読売書法展　読売新聞社賞２回受賞
・謙慎書道会展　梅花賞、春興賞受賞
・第 18 回国民文化祭やまがた 2003
文部科学大臣奨励賞受賞

・山形県芸術文化会議賞受賞
・山形県書道連盟書道文化功労者表彰
書道功労賞、書道文化賞

・東根市芸術文化協議会表彰　表彰
状・奥山賞（最高賞）

・第 26回日展作品東根市買上げ
・山形テレビ番組「提言の広場」〈創る
め〉コーナー題字揮奄

・NHKBS-2 「列島縦断短歌スペシャ
ル」山形会場清記担当

《現在》
・（公社）日展会員・審査員（平成28年）
・読売書法会常任理事・展事務長代行・
企画委員

・謙慎書道会常任理事・特別賞選考委
員・同展東部地区事務局長

・日本書道ユネスコ登録推進協議会　
賛同団体署名運動地域代表委員山形
県担当

・（公財）全国書美術振興会評議員
・成田山全国競書大会実行委員・審査員
・大ケヤキ全国書道絵画展実行委員
長・審査員

・河北書道展運営委員・審査員
・山形県芸術文化会議常任理事
・山形県書道連盟副会長
・山形県総合書道会総務・運営委員・
審査員

・東根市芸術文化協会理事
・東根市書道連盟副会長
・日展山形会会長
・采真書社常任理事
・書道研究欅墨書院会長・北燕文会代表
・東根ロータリークラブ会員
・大東文化大学特任教授
・山形大学人非常勤講師
・山交ビルカルチャーセンター（実用
書道・こども書道）講師

「中核的価値観のもと、時流対応の時」
奉仕の心の醸成と実践するロータリアン

基本理念
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　熱海の大雨災害、九州地方の大雨被害を案じな
がら、昨年７月の県内被害を思い出しながら７月
中旬にこの原稿を書いてます。この月信が皆様の
お手元に届くころはオリンピックはどうなってい
るのでしょうか？観客数は？外国からの参加者、
見物者は？われわれ日本人も楽しめているのか
なー？いずれにしても無事終了を祈るだけです。
　さて８月の月間テーマは７月と同じくここ 10
年間の共通課題「会員増強」です。
　会員の皆様にはまたかと思われる方が多いと思
います。ピーク時 2400 名を目標に会員増強の地
区委員の経験がありました。現在 1550 名（2021
年 5 月末）です。ロータリーの本当の楽しみ方
を知らずして退会された方が多かったからだろう
と勝手に推測いたしております。
　入会から５年以内に退会なさる方の多さが全国
のガバナー会でも問題視されました。
　今年は、和田廣会員増強委員長・PG（南陽東
RC）、芳賀康雄会員増強小委員会委員長（白鷹
RC）の下、入会２～３年会員のロータリー定着
セミナー（ロータリー楽しみ方セミナー）などを

是非開催し退会防止に努めたいと思います。
　例会の持ち方も多様化されております。各クラ
ブにはバーチャル対応を進めて頂くようお願いい
たします。一日も早く通常形式に戻ることを念じ
ながらもバーチャル対応の必要性を痛切に感じる
昨今です。昨年のハワイでの世界大会、今年２月
の国際協議会、６月の台湾での世界大会、エレク
ト研修、ガバナー会議すべてバーチャル。東根ク
ラブでは例会も数回ハイブリッド。やっぱり対面
がいいですね。
　私の住んでいる東根温泉で、通年お祭りが７月
の第２週にあります。今年は商売繫盛とコロナの
退散祈願のご祈祷だけでした。地区民総出で（密
になるかなぁ）やれたらと思いました。
　その夜は祈願花火が上がり幸せな瞬間を家族で
楽しみました。こんな事業もクラブ奉仕デーの事
業モデルになるんではと思った次第です。こんな
時こそ目線を上げて陽転志向で多方面から地域の
活性化に取り組みたいものです。
　頑張りましょう！！！

ガバナーメッセージ

今年度のガバナー月信
７月号は「超我の奉仕」

８月号は「入りて学び、出でて奉仕せよ」
の言葉を表紙にさせていただきました。

東根が誇る日展特選書家 植松龍祥さん（東根 RC）の書です。
今年度はロータリーの大切な言葉を連ねて表紙を飾りたいと思います。

会員の皆様どうぞ楽しみにガバナー月信をお待ちください。

ガバナーメッセージ

優しさとは、人を憂うと書く…
� ひとにやさしく
「誰であれ人を愛する人は、
� ロータリアンになるポテンシャルがある」　　
� ポール・ハリス　

第 2800地区ガバナー　矢口　信哉
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ガバナー補佐の抱負

第１グループ
ガバナー補佐  青山　武
（酒田スワンRC）　�

　今年度、第 2800 地区第１グ
ループガバナー補佐を拝命致しま
した酒田スワン RC 青山武です。
　矢口ガバナーと地区委員会・各クラブの橋渡し
役として、微力ではありますが一年間務めさせて
頂きます。

　2021−2022 年度 RI テーマは「奉仕しよう　
みんなの人生を豊かにするために」です。シェカー
ル・メータ RI 会長は、ロータリー奉仕デーを通
じて大きなインパクトのある活動を地域と世界に
発信したいと述べられています。
　第１グループではそのテーマの実現に向けて５
クラブ合同で海岸清掃を計画しており、ローター
アクトクラブや地元企業などから協力いただける
よう調整しているところです。このロータリアン
の活動が少しでも地域の活力となり、また、ロー
タリーへの理解が深まればと期待しています。

　2021−2022 年度の第 2800 地区テーマは「中
核的価値観のもと、時流対応の時」です。矢口ガ
バナーは、コロナ収束後のロータリーは必ず変革
を余儀なくされると述べられ、ロータリアンの行
動規範を基に今まで以上に必要とされる団体であ
りたいと方針を示されました。また、地区リー
ダー・クラブリーダーの育成のためセミナー等を
積極的に行うとも述べられておりますので、第１
グループでは、とりわけ少人数で活動している
ローターアクトクラブの会員拡大を図り、次世代
の基盤づくりに注力していきたいと考えておりま
す。

　各クラブの皆様、ご理解、ご支援のほどよろし
くお願いいたします。

第２グループ
ガバナー補佐  今間 勝見
（鶴岡西RC）　�

　コロナ禍の中、矢口ガバナー年
度がスタートしました。コロナ禍
の中で意思疎通や意思伝達が難し
い中のスタートではありますが、その部分を出来
る限り補う事が出来る様に努めたいと考えており
ます。
　６月に前任の佐藤カバナー補佐と共に第２グ
ループのクラブ訪問を終えましたが、その挨拶の
中で第２グループが今年度取り組む活動について
若干お話をさせて頂きました。
　今年度の RI テーマを「奉仕しよう　みんなの
人生を豊かにするために」とシェカール・メータ
RI 会長は掲げており、第 2800 地区矢口ガバナー
も「中核的価値観のもと、時流対応の時」を地区
テーマ、「奉仕の心の醸成と実践するロータリア
ン」をサブテーマとして掲げております。
　今年度の第２グループではこのお二人の意思に
沿うべく「奉仕しよう　かけがえのない地域の自
然を残すために」として、９月 12 日にロータリー
が提唱して開催される全国一斉海岸清掃に参画す
る事として準備を進めております。
　６月に第１グループの青山ガバナー補佐にも声
を掛け、一緒に山形の海岸清掃をしませんかと提
案したところ、第１グループの各クラブでも快く
行動しようという事になりました。
　取りまとめて頂いた青山ガバナー補佐には感謝
申し上げます。
　今後は各クラブ訪問を３回程度予定しておりま
すが、各クラブの例会が矢口ガバナーの提唱する
会員同士の心のつながりを醸成できる貴重な時間
になるよう努めて参りたいと考えております。
　第２グループとしては９月 12 日の海岸清掃を
大きな活動計画として取り組みたいと考えてお
り、「ロータリー奉仕デー」をする中でも奉仕の
心を醸成出来る、と信じて取り組みたいと思いま
すので、地区からの支援、グループ内のクラブの
会長幹事をはじめロータリアンの御協力を宜しく
お願い申し上げます。

ガバナー補佐の抱負
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第３グループ
ガバナー補佐  武山　茂
（天童東RC）　�

　この度、第 2800 地区 ･ 第３グ
ループ ･ ガバナー補佐の委嘱をい
ただきました、武山茂と申します。
　今年度の RI のテーマは「奉仕しよう　みんな
の人生を豊かにするために」です。目標は「もっ
と行動し、もっと成長する」であり、前者は “ 奉
仕プロジェクトの実践 ”、後者は “ 会員を増やし
プロジェクトへの参加基盤を広げること ” と提案
されました。矢口信哉ガバナーのサブテーマにも

「奉仕の心の醸成と実践するロータリアン」とあ
り、コロナ後まで見据えた奉仕を実践したいと思
いました。
　私はクラブの仲間と共に「自分たちの出来る奉
仕」を 20 年ほど続けてきました。奉仕の “ 大小 ”
で言えばむしろ “ 小さな奉仕活動 ” でした。17
年前のタイへの “ 浄水器支援（15 万）、図書支援、
学校修理支援 ” が「タイの子供達にきれいな水を」
の７万ドルのグローバル補助金に繋がりました。
モンゴルの子供達に “ リコーダー・ピアニカ・さ
んすうボックス ･ 等支援 ” がモンゴル第１国立病
院への「医療器機支援」の大型グローバル補助金
への支援参加に繋がりプロジェクトが確定しまし
た。ロータリーの公式記録には「2800 地区が支
援参加」と記載され、故・新関彌一郎 PG や私の
名前はありませんが、タイやモンゴルの一緒に頑
張ったロータリアンの心には “ 信頼 ” として残り
ます。今後も成長する “ 奉仕活動 ” を担当クラブ
に伝えたいと思っております。

第３グループ
ガバナー補佐  工藤 俊夫
（尾花沢RC）　�

　今年度第３グループ（Ｂ）のガバ
ナー補佐を務めさせていただきま
す尾花沢 RC の工藤俊夫です。
　先日、ガバナー公式訪問前に村山ローズ RC の
例会に参加させていただきました。和やかな中に
も、会長・幹事を中心にしっかりとしたクラブ運
営がなされており、クラブのよさを実感しました。
第３グループ（Ｂ）には、７クラブの訪問の機会が

あります。この出会いを大切にし、ガバナー補佐
としての役割とともに、一人のロータリアンとし
ても成長していきたいと思います。
　シェカール・メータ RI 会長のテーマ ｢奉仕し
よう　みんなの人生を豊かにするために｣を受け、
矢口ガバナーは「中核的価値観のもと、時流対応
の時」を地区テーマに、「奉仕の心の醸成と実践
するロータリアン」をサブテーマといたしました。
サブテーマは、まさに私たちのロータリアンとし
ての行動規範であり、道標となっている気がして
おります。矢口ガバナーの基本方針を受け、ガバ
ナー補佐として何ができるのか不安でもあります
が、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
いと思っています。
　私は、ロータリーの最大の魅力は、人と人との
出会いだと思います。人は多様な価値観を持って
おります。お互いに認め合い、響き合い、分かり
合い、人生をさらに豊かにし、目線を上に挑戦し
ていきたいと思っております。よろしくお願いい
たします。

第４グループ
ガバナー補佐  小松 健一
（寒河江さくらんぼRC）　�

　今年度第 2800 地区矢口ガバ
ナーの下、第４グループガバナー
補佐を拝命しました寒河江さくら
んぼロータリークラブの小松健一です。
　ロータリー歴はかなり長いのですが、奥が深く
まだまだ修行の身でございます。さて今年度の
シェカール・メータ RI 会長は RI テーマを（Serve 
to Change Lives）「奉仕しよう　みんなの人生を
豊かにするために」と発表しました。RI 会長は
人々のために奉仕することによって自分の人生も
豊かにすると力説しております。
　矢口信哉ガバナーは RI 会長のテーマを尊重し
第 2800 地区のテーマを「中核的価値観のもと、
時流対応の時」そしてサブテーマを「奉仕の心の
醸成と実践するロータリアン」と掲げました。
　近年の戦略計画は時代に合った変化が必要で時
代の先を見据えた戦略とする事が重要であると捉
えました。

ガバナー補佐の抱負
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　また、基本方針として「現況直視、目線を上に
時代対応」といたしました。ロータリーも時代と
共に変革していかないと衰退するであろう。その
ためにも将来的ビジョンを作成し、行動に移す時
期ではないかと思います。また、会員拡大は大切
な重点であり、クラブ活性化の最大のポイントと
考えます。
　今年度の RI テーマと地区テーマに沿って、矢
口ガバナーの熱い思いが会員の皆様に伝わるよう
地区とクラブの橋渡し役として、微力ではありま
すが頑張りますので皆様のご支援ご協力を賜りま
すよう、１年間宜しくお願い申し上げます。

第５グループ
ガバナー補佐  布施 富將
（山形南RC）　�

　ロータリーに入会して 24 年目
になりました。たくさんの思い出
がございます。北海道から九州、
特に九州は大分県中津に、中津ロータリークラブ
という山形南 RC の姉妹クラブがございます。５
年おき位に訪問させて頂きました。福岡に行き、
中津に行く迄も名所があり、行く度に発見があり
ました。又中津ロータリークラブの皆様と京都・
長崎・青森そして小金井・軽井沢・九州の有名な
ゴルフ場を訪ね、先輩の人脈ですごい方々にお目
にかからせて頂く事が出来ました。入会時には只
参加しておりましたが、この素晴らしい企画を実
行して下さった先輩の皆様から引継ぎ若い会員の
方にお伝えする年になりました。
　ロータリーの基本、奉仕する事、皆様の為にな
る事、ガバナーの地区テーマ「中核的価値観のも
と、時流対応の時」。そしてサブテーマ「奉仕の
心の醸成と実践するロータリアン」が掲げられま
した。長い年月をかけて形作られた事を大事な
テーマの中に基本理念とされていると思いますの
で、その事を訪問するロータリークラブにお伝え
する様にしたいと考えています。私がお伺いする
クラブの方々は私より先輩の方々です。それぞれ
のクラブが築いた伝統、習慣を学ばせて頂き、良
い処は真似させて頂きながらお互いが少しでも改
善して行ければと思っています。前にも申し上げ
させて頂いています、大変難しい事と思いますが、

微力ではありますが、ガバナー補佐として務めて
参るつもりです。ロータリー会員皆様のご指導ご
鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

第５グループ
ガバナー補佐  結城 和生
（山形西RC）　�

　 シェカー ル・メータ RI 会 長
の テ ー マ は、Serve to Change  
Lives「奉仕しよう　みんなの人
生を豊かにするために」。講演を聞いて、奉仕とリー
ダーシップについて「もっと行動し、もっと成長
する」ための意欲が伝わり、その役割の大切さを
感じました。さらに、ロータリーの標語である「超
我の奉仕」には自分よりも他の人を先に考える姿
勢があることを体験をもとに話されました。
　矢口信哉ガバナーはこれまでのロータリー活動
の変遷の歴史を鑑みて「中核的価値観のもと、時
流対応の時」―奉仕の心の醸成と実践するロータ
リアン―と掲げました。ロータリーを定義づける
中核的価値観の再認識、特にこれからの対応とし
てスピーディな IT 活用やより良い世界を目指す
ためにも女性の権限の配慮は SDGs に向けて避け
られないことであり、これらの多様性をより積極
的に考慮すべきであるとの方針です。
　何よりもロータリーはクラブがベースですので
親睦や友情がクラブ活性化にきわめて大切であ
り、奉仕や高潔性、リーダーシップも生まれるも
のと考えます。加えて、RI の掲げる３つの重点
項目や地区が掲げる６つの基本方針もタイムリー
にクラブに伝えていきたいと思います。コロナ禍
の中で思うように予定が立たないときが多いので
すが、こんな時こそ「温故知新」の気持ちで足元
を見つめ直し老若それぞれの知恵を出しながら活
動を進めていきたいと思います。ご協力よろしく
お願い申し上げます。

ガバナー補佐の抱負
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第６グループ
ガバナー補佐  古畑 角次
（米沢中央RC）　�

　今年度第６グループのガバナー
補佐を務める米沢中央ロータリー
クラブ所属の古畑角次です。新年
度の各クラブ協議会に参加し最初の訪問を終了し
ました。各クラブで会長はじめ各委員長の力強い
今年度方針に、強い意気込みを伺ってきたところ
です。また各クラブが抱える問題なども様々あり、
改めてクラブ運営の難しさを感じました。訪問時
には退会者の挨拶、入会式にも立ち会い複雑な思
いも致しております。
　多くの高齢者を抱えているクラブでは、会員減
少を危惧しており会員拡大に力を注いでいます。
一方無理な会員拡大に走らず堅実なクラブ運営を
目指しているクラブもあります。各クラブも、RI
や地区が唱えている会員減少という問題に同様に
立ち向かっているのです。その中で、「もうそろ
そろ辞めよう」と考えている会員の話を聞く事が
出来ました。出席がままならずそれでも会費を払
い続ける矛盾、しかしロータリーが嫌いになった
訳ではありません。このように様々な理由から
ロータリーを離れようとしている会員は少なくな
いようです。コロナ禍もありそうですが、私は退
会の決意に至る前に、踏みとどまる『足かせ』の
ようなものを各クラブに提案していきたいと思っ
ています。クラブ運営には、会員拡大と退会防止
は最重要課題と思うからです。

第６グループ
ガバナー補佐  近野 永順
（南陽RC）　�

　今年度、矢口信哉ガバナーより
委嘱を受け第６グループのガバ
ナー補佐を務めることになりまし
た。
　昨年より新型コロナ感染のため、世界中で人と
人との交流、経済活動が停滞している中で、ロー
タリーの活動も大幅に抑制されています。シェ
カール・メータ RI 会長は、今年度の RI テーマ「奉
仕しよう　みんなの人生を豊かにするために」を
活動の土台として、ロータリー奉仕デーを実施し
ましょうと言われています。
　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考えています。
　７月に入りまして、担当の７クラブに少しずつ
協議会、例会等に参加させて頂いております。

　基本方針「現況直視、目線を上に時代対応」
Ｓ．「each one bring one」一人一人に声がけ会

員拡大
１．４、５年先のクラブを考える長期検討委員会

の開催。
２．変化する世界への迅速な対応。
３．ロータリーを楽しむために。
４．クラブ奉仕デー開催。
５．ロータリー財団への理解、米山への一層の理

解と浸透を図る。

　各クラブへ発信して参りたいと思います。少々
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。

ガバナー補佐の抱負
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クラブ奉仕委員会
委員長 武田 元裕
（山形西RC）

　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 86000 人台にまで減少しました。2800
地区でも、ピーク時 2260 人が 1600 人を切る状
態になっています。
　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。
　次の Guy　Gundakar の言葉が大いにヒント
になるかもしれません。
　皆さんでロータリーをもう一度考えてみませ
んか。

〈Guy　Gundaker（1923−24パストRI 会
長）が考える「ロータリーの姿」〉
ロータリーとは、

ロータリークラブにおいては「親睦と学び
の場」であり、

ロータリアンにおいては「人間性の向上」
をもたらすものであり、
仕事においては「事業の発展向上」に繋が
るものであり、
世間においては「世の中を良くしていく向
上運動」であり、
究極の目的は「素晴らしい真のロータリア
ン」を育てること

である。

ロータリーのまさしく根幹にかかわる重要課題で
す。一度卓話で読んでいただけませんか？

ロータリー情報小委員会
委員長 伊藤 篤市
（大江RC）

　クラブ奉仕委員会の中にあって
ロータリー情報小委員会は、地区ロータリアン
の皆様にロータリーの理解を深めていただくた
め、RI、地区、各グループ各クラブに関する情報
やロータリーの歴史等の様々な情報を発信してい
く委員会と考えます。特に今年度はオフィシャル
LINE を使って上記の情報や矢口ガバナーのメッ
セージを毎月発信していくことにいたしました。
そのために、多くの会員の方に「2800 地区情報
委員会オフィシャル LINE」の友達追加をお願い
いたします。（スマホの LINE を開き下記の QR
コードを読み取ってください。）
　また、これからの時代に合わせた、会合とリモー
トを併用したハイブリット例会の普及に向けた実
証研究も行っていきます。各クラブや会員の皆様
にも、パソコンやタブレットやスマホを使っての
情報発信にご協力いただきますようお願いいたし
ます。

地区オフィシャル LINE の QR
コードはこちらです。

委員会活動方針

委員会活動方針
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委員会活動方針

会員増強委員会
委員長（PG） 和田　廣
（南陽東RC）

　コロナ禍の中で、各クラブにお
かれましては、大変ご苦労をされていることと存
じます。そのような中で会員増強についてお願い
しなければならない事は大変心苦しく感じており
ます。会員増強どころではないというのが本音の
部分だと思いますが、こういう厳しい状況の中
で、どういう考え方をもって進んでいくべきなの
でしょうか、私は思います。こんな時に会員増強
をする事は、本当に厳しい事だという自覚と覚悟
を持ち、その中でもやらねばならないという覚悟
を持って突き進むという前向きな考えが大事だと
思っています。そしてガバナーからの要請であり
ます。純増１名をどうしたら達成できるかを真剣
に考える必要があります。出来るか出来ないかで
はなく責任を全うするという考えが私達ロータリ
アンには必要だと思っています。それには最低で
も絶対一人は入会させるという目標を持って頂く
と共に、こんな時だから絶対退会者を出さないと
いう強い信念が必要です。そのような信念で望め
ば純増１名は達成出来ると思います。全会員で情
報を出し合う中で絞り込みをはかって、最低でも
１名以上の増強を達成するという決意をして頂け
ればと思います。厳しい状況である事は誰しもわ
かっている事ですので、この時こそ企業のリー
ダーである私達は冷静かつ正しい考え方で突き進
む事が大事だと思います。それがたとえすぐ結び
つかなくとも、努力は必ず報われると信じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

会員増強小委員会
委員長 芳賀 康雄
（白鷹RC）

Ⅰ．会員増強小委員会目標
　ロータリーは楽しくなければ長続きしない。
　矢口ガバナーは会員増強・会員維持として純増
１名以上を目標に掲げております。

　クラブの存続は、会員の維持並びに増強が必須
の条件です。会員増強方法について所在するクラ
ブの地域性や経済的基盤等に差異があり、勧誘方
法も自ずと違いもあり、決めてとなる特効薬のよ
うな方策は無いように思います。このコロナ禍で
経済状態が低迷している状況で大変ですが、My�
Rotary の会員増強編を参考にし、公共イメージ
委員会と連携し楽しい、活気あるクラブを創る事
を目標に新会員の発掘に取り組んでいただきたい
と思います。

１．第 2800 地区会員増強月間を今年度も７・８
月までの２ヶ月間とし集中的に増強に努め
る。（７月は 2800 地区独自の増強月刊、８
月はロータリーの増強月間）

２．各クラブは会員増強委員会を中心にクラブ全体
で会員増強・退会防止に努める。クラブ会員増
強委員会の委員任期は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・
15人未満クラブは 15人を目標とし取り組む。

４．各クラブは新会員のロータリーへの理解を深
めことを目標に３年未満会員研修セミナーを
開催する。

５．ロータリークラブのない地域（過去に終結し
たクラブがあった地域など）や少人数での活
動を行いたい団体に衛星クラブ設立をはたら
きかける。

６．新会員を地区大会の席上紹介し達成クラブを
顕彰する。

Ⅱ．アンケート調査報告
　今年度も各クラブの１月 31 日現在の会員年齢
構成について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 2021 年 1 月 31 日現在、会員数
は1,554人で昨年同日より45人減でした。

２．2800 地区の平均年齢は61.9歳（昨年と同じ）
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 37 クラブ、70 歳代は 1
クラブでした。最も若かったのは長井中央ク
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ラブで 55.0 歳でした。又、20 歳代の女性
会員１名は最上クラブです。

４．50 ～ 60 代の会員は 863 人で 55.3％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 458 人で全体の約 29.4％
で１／３を占めています。特に顧問格の 80
歳以上の会員が 78 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 105 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
12 クラブあります。前年は 109 名でした
ので 4名減となりました。女性会員の増強
も必要。

平均年齢 61.9 歳（前年と同じ）

公共イメージ小委員会
委員長 白井 健道
（東根中央RC）

　2021−2022 年 度 の RI テ ー マ
は「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするため
に」です。矢口ガバナーはこれを受け、「中核的
価値観のもと、時流対応の時　～奉仕の心の醸成
と実践するロータリアン～」を 2800 地区テーマ
とされています。
　本小委員会では、これらを踏まえ、ロータリア
ン個々人、各ロータリークラブ、そして本小委員
会それぞれが、それぞれの活動を行うことで、ロー
タリークラブのブランドイメージを確立・向上さ
せ、その結果として会員数が増加する、というこ
とを活動方針としました。
　具体的には、①ロータリアン個々人は、奉仕の
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、ロー
タリー奉仕デーを単独、または地区で開催し、地
区補助金事業などと共に地域貢献活動を 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。
　本委員会が SDGs に着目した理由は、ロータ
リーの掲げる７つの重点分野（平和構築と紛争予
防、疾病予防と治療、水と衛生、母子の健康、基
本的教育と識字率向上、地域社会の経済発展、環
境）と SDGs の掲げる 17 の目標の親和性が高い
からです。
　With コロナの時代は、SDGs を意識した働き
方や生活の仕方が益々問われています。ロータ
リーの価値を高めていくことが、SDGs で掲げら
れており地球規模の課題を解決することを常に意
識して実践して参りましょう。

職業奉仕委員会
委員長（GE） 伊藤 三之
（山形北RC）

職業奉仕の定義
　標準ロータリークラブ定款（2016 年改訂）
　第６条　五大奉仕部門

２．奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業お
よび専門職務の道徳的水準を高め、品位ある
業務はすべて尊重されるべきであるという認
識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の
理念を実践していくという目的を持つもので
ある。会員の役割は、ロータリーの理念に従っ
て自分自身を律し、事業を行うこと、そして
自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに
役立てるために、クラブが開発したプロジェ
クトに応えることが含まれる。

１．今年度の委員会活動方針
　我々地区委員会の任務は、地区内各クラブの職
業奉仕委員会における活動の意義や目標を明示
し、各クラブでの具体的な活動内容や、そのため
の効果的な計画や手法などを説明したり、例示し
たりすることです。

2021 年 1月 31日現在
年　代 男性会員 女性会員 合計人数 ％
20〜 29 0 1 1 0.06
30 〜 39 22 2 24 1.54
40 〜 49 190 18 208 13.38
50 〜 59 366 34 400 25.74
60 〜 69 437 26 463 29.79
70 〜 79 360 20 380 24.45
80 〜 74 4 78 5.02
合　計 1,449 105 1,554 100.00
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　そこで、本年度、当委員会は以下の活動をした
いと考えております。

①　ロータリーにおける「職業奉仕」の定義を
前提に、「奉仕概念及び職業奉仕概念の歴史
と変遷」等について、共に学びを深めるため
の努力、工夫をします。

②　さらに、「四つのテスト」、「職業奉仕の声明」
（2014 年版）、「ロータリーの行動規範」（2019
年版）の各内容や関係性についても、共に学
びを深めるための努力、工夫をします。

③　その核心は、質の高さ（前提となる定義や
正確な歴史的経緯を踏まえる等）と、何と言っ
てもわかりやすさにあると考えています。

④　上記①ないし③を踏まえた小冊子（「職業
奉仕入門」－ロータリーの歴史と職業奉仕－）
を作成しました。地区ホームページにアップ
しております。
　地区ホームページのトップページ左下

「ロータリーを学ぶ」からアクセスし、ご活
用ください。
　この小冊子はあくまでたたき台ですから、
今年度の委員会活動を通じて繰り返し改訂版
を作成し、地区ホームページに随時アップい
たします。

⑤　令和３年３月 20 日開催の PETS において、
各クラブを対象に各クラブの職業奉仕に関す
る活動状況と当委員会への要望についてのア
ンケート調査を実施したところ、49 クラブ
中 42 クラブから回答がありましたが、当委
員会への要望としては概ね次のような回答内
容でした。
・職業奉仕に関する分かりやすいガイドブッ

ク作成と配布
・職業奉仕に関する地区内セミナーの開催
・職業奉仕に関するクラブ卓話の講師要請
・地区内他クラブの職業奉仕に関する活動状

況の紹介
　なお、アンケート結果につきましても、上
記④と同じく地区ホームページにアップして
おりますのでご覧ください。

⑥　上記⑤のアンケート結果等を踏まえ、地区
研修・協議会等において有益な分科会を開催
します。

⑦　上記④の小冊子を基にした職業奉仕セミ
ナー開催の可能性を探ります（効率的には各

グループの IM の際に 45 分程度の枠をもら
うとか）。

２．クラブ例会卓話の依頼に関して
　各クラブから「職業奉仕」に関する地区委員会
卓話の要請があれば積極的に伺いますので、地区
事務所宛てご連絡ください。

青少年奉仕委員会
委員長 阿部　昭
（酒田RC）

　 青 少 年 奉 仕 委 員 会 は IAC、
RAC、ライラ、青少年交換・学友の４つの小委員
会で構成されています。いずれの委員会も地域社
会のリーダーとして意見交換したり、専門的なス
キルを育みながらリーダーシップを磨き、異文化
を理解し、多くの友情と信頼を築く機会をもたら
す活動が期待されています。そして生来の RC 会
員として我々とともに奉仕活動を実践する友人と
なることが望まれています。
　各小委員会は、各 AC クラブ研修及び年次大会
等、ライラ研修、交換留学生派遣受入等イベント
などアクティブな継続事業が一番多い委員会でも
あります。残念ながら昨年からの青少年交換派遣
学生の一年延期が結局中止となりました。希望を
繫いでいた３人の候補生には RI の決定とはいえ
大変申し訳なく思っています。当分この状況は変
わりないと覚悟しながら、４小委員長と綿密な調
整を重ねて出来れば例年通りの事業を継続してい
きたいと考えています。
　今年度、矢口ガバナーは、RI の RAC への取り
組み変化への対応、AC の新設、更には青少年交
換と IAC、ライラを一歩進めてくださいという方
針を示されました。このメッセージの実現のため
には、コロナ禍の中で超えなければならない多く
の課題もまた存在しています。しかしながら、実
績と経験豊富な委員とチーム力で果敢に挑戦して
いければと考えています。
　次世代の未来ある若者たちに夢と希望をあたえ
ることが出来るよう、メンバーと一緒になって一
年間努力してまいりますので地区内 RC 皆さんの
ご協力をよろしくお願いいたします。

委員会活動方針
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インターアクト小委員会
委員長 和田 義弘
（河北RC）

　インターアクターの活動は、国
内外に関わらず様々な人々と交流を通じて視野を
広げ、我々ロータリアンや友だちと一緒に楽しみ
ながらロータリーの「超我の奉仕」を学び、行動
力を身に着けることが目的です。地区内において
活動は活発に行われているものの、インターアク
ターに密接に関わっているのは、地区役員・青少
年奉仕委員会とスポンサークラブのロータリアン
の方々に留まっているのが現状です。
　活動をもっとたくさんの方々に認識していただ
き、様々なプログラムや奉仕活動に参加していた
だくためにも、ガバナー補佐と各グループにいる
インターアクト委員の方やスポンサークラブの
方々と連携し、SNS や配布物などを活用し、活
動をさらに認知していただけるよう働きかけたい
と思います。そこから地区内のインターアクトク
ラブ増設に繋げていきたいと考えております。
　青少年交換学生と交流することにより国際感覚
が身に付き、青少年交換留学への道筋ができます。
ローターアクターと交流することにより、さらに
意識を向上することができ、そこから RYLA へ
橋渡しをすることができます。様々な関わりを持
ち交流して共に活動することが青少年育成になり
将来のロータリアンへ繋がっていくはずです。
　このような行動を起こすことで、すべての活動
においてインターアクターが好ましく変化し、よ
り有意義になり、そして地区外、また海外のイン
ターアクターとの交流が持てるよう道を開いてい
くことを目指します。
　現在の状況を考えますと、例年行っている事業
活動はまだできないですが、昨年度のように出来
る範囲のなかでどのような活動が無理なくできる
のか、インターアクターはみんなで知恵を出し合
い出来る事・出来ない事を考え、こういった状況
だからこそ生まれる新しいアイデアを想像・実現
できるよう、インターアクト小委員会では支援し
ていく所存です。

ローターアクト小委員会
委員長 依田　聡
（米沢上杉RC）

　ローターアクトクラブは大きく
変革しています。
　ローターアクトクラブが注目され、期待されて、
認められることはアクトに関わるロータリアンに
とって、これほど嬉しく楽しい事はありません。
　委員会として、①ローターアクトクラブを支援
する。②ローターアクトを支援している提唱クラ
ブに協力する。③ローターアクトの新設を検討、
準備するクラブをバックアップする。など楽しく
活動していきたいと思います。
　現在、提唱クラブの皆さんは、ぜひこれまで同
様のご支援をお願いいたします。
　ローターアクト年次大会や会長幹事、鍋フェス、
ウィンター交流会、アクトの日、各種交流会など
に参加されるのも楽しい活動だと思います。
また、卓話に呼んでアクトのメンバーの人脈を広
げてあげるのも面白いと思います。
　今まで、ローターアクトの提唱クラブになって
いなかったクラブの皆様にはぜひ、ローターアク
トクラブの新設をご検討ください。
　ロータリークラブがローターアクトクラブを新
設して地域の若者の受け皿を作るのはロータリー
クラブにとっても、クラブの存在する地域にとっ
ても意義深い事だと言われています。
　引き続いてのローターアクトへのご理解とご協
力をお願いいたします。

RYLA 小委員会
委員長 松岡 友路
（山形イブニングRC）

　矢口ガバナーの基本方針に基づ
き、上林 PG カウンセラー、阿部青少年奉仕委員長、
委員の皆様の指導のもと、RC 会員と地域社会
へ RYLA の理解と参加促進をすすめていきます。

「リーダーシップを発揮したい」「自分の可能性を
広げたい」などの若者の思いを実現するための第
一歩がロータリー青少年指導者養成プログラム

委員会活動方針
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（RYLA）です。14 ～ 30 歳の方を対象に、スキル
と人格を養いながら、奉仕、高い道徳的基準、平
和といったロータリーの価値観を学ぶ機会を提供
することを目的としています。開催形態は地区に
よって様々ですが、多くはセミナーや指導力養成
キヤンプなどの形で行われます。RYLA を通じて、
地域の若者がリーダーとしての資質を養い、人間
として成長するのを助けることができます。私た
ちにできることとして①地域の未来のリーダーに
投資する ②若者の倫理観と自信を養う③現代の
若者が直面する問題について学ぶなど活動意義が
高い活動です。
　コロナ禍により、２年連続地区 RYLA が中止
となっておりますが、前年度に開催された全国
RYLA 研究会山形大会の全国事例を参考にし、本
年度の地区 RYLA の企画を委員会が主体となり
計画をすすめます。また、若者が集う参加型企画
のため、コロナの状況を見ながら開催時期を年度
後半に計画し調整していきます。また、RYLA の
理解促進ができるよう、委員会を通じて各クラブ
に声をかけ例会卓話の実施を呼びかけています。

青少年交換・学友小委員会
委員長 大滝 正博
（余目RC）

　COVID-19 の影響で２年に渡り
全面中止された交換事業ですが、2022 年７月よ
り世界的な収束度、相手国の状況によっては再開
可能との裁定が出されました。
　昨年度の派遣候補生は既に２年スライドし、実
質高校は卒業してしまいますが、世界同時に起き
た状況に、オーバーエイジでの派遣を認めようとの
動きで、希望があれば優先していきたいと思います。
　今のところ具体的な表明は頂いておりません
が、昨年までの候補生は優先し、７月より募集を
開始する新たな候補生を含め３～５名の交換が実
現するよう予定しております。
　ロータリアンの皆様のご子息・お孫さん等で、
現在中３～高２の方で交換を希望される方がい
らっしゃいましたら是非お声かけ下さい。
　またご友人やお知り合いの方からも希望があり
ましたら是非ご連絡いただきたいと思います。

　2022 年７・８月派遣の募集は、７月下旬に開
始し、例年８月末を締切としておりましたが９月
15 日までとし、10 月上旬に候補生を決定し、中旬
に開催予定の地区大会に参加して頂く予定です。
　候補生のオリエンテーションは 10 月から開始
し、派遣まで７回ほど予定しております。
　昨年度までコロナに翻弄されましたが、2021 年
１月に開催したオリエンテーションには当地区青
少年交換 OB（ROTEX）で、台湾の大学に在学して
いる２名からもリモートで参加頂きこれまでに無
い充実したオリエンテーションになり、コロナが委
員会に残してくれた唯一の産物と喜んでおります。
　今まで当地区では帰国後半年ほどで県外に進学
してしまう学生が多いため、慢性的な ROTEX 不
足が続いておりましたが、リモートによってそれ
らが解消され、今後例年以上に充実した内容でオ
リエンテーションが開催されると思います。
　コロナ感染症の１日も早い収束で 2022-23 年
度の派遣・受入が実現するよう願い、引き続き皆
様方のご理解ご協力を賜りますよう宜しくお願い
致します。

米山奨学・学友委員会
委員長 芦野　茂
（山形西RC）

　今年度の米山奨学・学友委員会
の活動方針として下記の項目を上げます。
米山奨学事業をご理解頂き寄付促進に努めます。
⑴　サブ世話クラブ制度の推進

・全奨学生に対してサブ世話クラブを導入し、
大学から遠方のクラブや世話クラブの経験の
少ないクラブに、奨学生を年間２回ほど訪問
させ米山奨学生との交流の機会を作る。

⑵　米山卓話の推進
・各クラブ依頼のもと、地区米山委員はもちろ

ん、米山奨学生も積極的に卓話に応じるよう
に心がける。

⑶　世話クラブの推進
・積極的に世話クラブを受諾して頂けるよう、

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安心して受諾して

頂けるようオリエンテーションを更に充実し

委員会活動方針
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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、大学教授を招き
年間の打ち合わせや情報提供に心がけ世話ク
ラブ、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。

⑷　米山学友会運営への支援
・米山奨学・学友会の HP や facebook の活用

を推進
・県外へ転出する奨学生は山形米山学友会へ入

会してもらい facebook や LINE による情報
交換を促進する。

⑸　米山奨学事業の理解促進
・地区行事、ガバナー月信、ロータリーの友で

事業活動をPRし、同時に米山功労者を称える。
・ガバナー月信の企画「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。
・米山奨学生に、各クラブでの例会卓話や IM

等で活動してもらう。
・地区大会では、奨学生の出席を義務化していく。

⑹　寄付の促進
・各ブロックのガバナー補佐への担当クラブの寄

付状況を発信し、特別寄付の PR をお願いする。
・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。
・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：一人 1,000 円以上から 10,000 円）

⑺　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。

地域奉仕委員会
委員長（PG） 大久保 章宏
（山形南RC）

　地域奉仕委員会は、今年度から
ロータリー財団委員会と共に活動を行います。地
域奉仕委員会には社会奉仕小委員会と国際奉仕・
ロータリー学友小委員会の二つの委員会がありま
す。奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの

所在地域内または行政区域内に居住する人々の生
活の質を高めるために、時には他と協力しながら
会員が行うさまざまな取り組みからなるものです。
社会奉仕に関する方針として 1923 年の声明、決
議 23−34 と 1992 年の声明、決議 92−286 があり
ます。両者の大きな違いは、前者がロータリーの
奉仕活動全般に対する指針であるのに対して、後
者は社会奉仕の実践のみに限定された指針であり
ます。奉仕の第四奉仕部門である国際奉仕は、国
際理解、親善、平和を推進するために実施する全
ての活動を言います。初期のロータリーには今日
の人道的奉仕活動を主体とした国際奉仕の概念は
ありませんでしたが、歴史的背景を受けて、「奉仕
の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人お
よび地域社会のリーダーの世界的親交によって、
国際間の理解と親善と平和を推進する」という国
際奉仕の概念が、1922 年に綱領の第６項目として
正式に明文化され現在に至っています（ロータリー
章典 8.050.1.）。
　ロータリー財団を活用した奉仕活動だけが、社
会奉仕、国際奉仕ではありませんが、矢口ガバナー
は、社会奉仕ではロータリー財団地区補助金の活
用、国際奉仕ではロータリー財団グローバル補助
金の活用を第一優先に掲げています。ロータリー
財団を活用する事でより質の高い、規模の大きい
奉仕活動を立案する事が出来ます。委員会は皆様
方の奉仕活動を全面的にサポートして行きます。
地域に、世界に奉仕活動を進めて参りましょう。

社会奉仕小委員会
委員長 菅原 成規
（鶴岡RC）

　昨年からのコロナ禍の中、地区
補助金を活用した奉仕活動も変更、中止を余儀な
くされたクラブも多かったことと思います。今年
度も多くの申請をいただき、承認額も決定し新た
な奉仕活動が始まっていますが、会員の皆様方、
そしてご家族の安全を第一に考えて慎重に活動し
ていただきたいと思います。
　RI 重点項目にロータリー奉仕デーの開催、ま
た矢口ガバナーの基本方針にクラブ奉仕デーの開
催を掲げています。これらを踏まえて９月 12 日、

委員会活動方針



14 Governor’s Monthly Letter

日曜日に第１、第２グループを中心に庄内浜一帯
の海岸清掃を計画していますので、地区の会員の
皆様方の参加もお願いいたします。
　公共イメージ推進を積極的に行うためマスコミ
などに取り上げてもらうことは外に向けての PR だ
けではなく、内に向けての、2800 地区会員の皆様
方のためにも必要なことだと強く感じています。奉
仕活動とマスコミへの周知を一対にお願いします。
　最後に、社会奉仕小委員会は大久保地域奉仕委
員長の下、国際奉仕、補助金・奉仕プロジェクト、
各委員会とさらに連携を取りながら活動していき
たいと思います。

国際奉仕・ロータリー学友小委員会
委員長 小松 栄一
（寒河江RC）

　国際奉仕・ロータリー学友小委
員会は、ロータリー財団の活動である「グローバ
ル補助金を使ったプロジェクト」の立案に関与
し、地元の活用可能な専門家ネットワークを作成
するために活動する事を求められています。そこ
で、国際奉仕・ロータリー学友小委員会は地区内
のロータリークラブと世界を繋ぐ援助をするため
に、地区内クラブと海外クラブとを引き合わせた
り、補助金申請プロセスを援助したり、クラブの
海外プロジェクトを支援します。地元や海外のエ
キスパートを見つける上で、地区社会奉仕小委員
会、ロータリー財団委員会またはロータリー財団
専門家グループなどからサポートを得る様に協力
して活動していきます。
　グローバル補助金を使った奉仕活動は提唱クラ
ブと実施国のクラブの共同事業ですが、事業の発
掘や協力関係を構築するために国際奉仕委員会は
活動します。今年度は、地元で活用可能な専門家
の発掘に取り組みます。これまで国際奉仕や財団
活動に参加してこられなかったクラブをサポート
できる、地域で活用可能な専門家ネットワークを
構築していきたいと考えています。
　更に、国際奉仕・ロータリー学友小委員会は、
ロータリー財団委員会や地区社会奉仕小委員会と
連携してグローバル補助金の活用を図るために活
動していこうと考えています。地区セミナーや各

クラブに出向いての卓話など、互いに連携しなが
ら進めていきたいと思いますので、ご指導よろし
くお願いします。

ロータリー財団委員会
委員長（PG） 長谷川 憲治
（山形RC）

　今年度から財団委員会と地域奉
仕委員会は同じグループとして、地区及び各クラ
ブが補助金を活用してより意義ある奉仕活動を展
開して頂くお手伝いをする事となりました。それ
を受け、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．ガバナー方針である 150 ドル／人の寄付目

標達成の為、50 ドル／人の自動的寄付に加
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し、最終的に
は 150 ドル／人の目標達成を目指す

３．その結果の反映である地区補助金・グローバ
ル補助金を、社会奉仕小委員会とも協力し有
効かつ適切に運用し、地区及び各クラブの有
意義な奉仕事業のお手伝いをする。更にグ
ローバル補助金は、国際奉仕・ロータリー学
友小委員会とも協力し合い今年度も是非１件
以上の活用を目指したい

４．2800 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

　更に、地区内で普及が進んでいないロータリー
カードの普及促進と、「ロータリー平和センター
プログラム」の PR と理解促進も進めて行きたい。

　以上を達成する為に
１．各クラブ例会へ積極的に出前講師を派遣（是

非遠慮なくご要請下さい！）
２．ガバナー月信等への積極的な投稿等で理解を

深めて頂く
等を進めていきますので、ご理解とご支援を宜し
くお願い致します。

委員会活動方針
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奉仕プロジェクト小委員会
委員長 和田　實
（米沢RC）

　矢口年度基本理念「奉仕の心の
醸成と実践」を遂行される各クラブの地域社会へ
の奉仕事業に地区補助金を活用頂く為協力出来る
委員会でありたいと思っています。

　矢口年度の「地区補助金」の配分結果は去る５
月 30 日リモート開催された地区研修・協議会に
て社会奉仕委員長より発表された通りです。（必
要あれば、再度月信に掲載お願いします）
予算に比べ申請合計額が多額となった事から案件
毎の配分率が大幅に低下しましたので大変恐縮に
思っています。

　コロナ禍の中各クラブが夫々の地域にて多様な
奉仕事業を進めて居られることに敬意を表しま
す。しかし奉仕事業実施の過程でコロナ禍故の困
難に遭遇されるであろうことも充分想定されま
す。今回許可になった案件実施に当たり実施不能
に陥ったり、事業内容を変更せざるを得ない事態
になった場合は速やかに地区にご相談下さい。柔
軟に対応の所存です。

　前掲の地区研修・協議会にてロータリー財団委
員長から発表された通り、矢口年度では各クラブ
への支援をより効率的に実行するべく（新型コロ
ナ禍でもあり）「地区セミナー」は開催せず、「各
クラブへの出前卓話」を中心に活動予定です。宜
しく活用下さい。

資金推進・管理小委員会
委員長（PG） 池田 德博
（鶴岡西RC）

　矢口年度がスタートしました。
その８月号の月信に同委員会からのお願いを掲載
させていただくことになりました。
１．本年度も一人当たり 150 弗の年次基金寄付

をお願いすることになります。

本年度は、国際財団活動資金（WF）につい
て大幅な変更がなされました。まず、本年度

（７月１日）から
①　年次基金寄付の５％を RI の財団の運営

費に充てる。
②　WF と DDF（地区財団活動資金）がそ

れぞれ 47.5％ずつのシェアになる（これ
までは 50％ずつ）。これはグローバル補助
金プログラムの資金不足のためと説明され
ています。

③　2026 年から、５年間において、ポリオ
プラス、平和フェロー財団への基金、冠名
基金の充当、もしくは他のプログラムへの
充当を設定しない場合、自動的に WF に
充当されることになりました。

２．また本年度も寄付ゼロにならないようゼロク
ラブゼロの呼びかけ継続しています。 
当地区では、各クラブにおいて、まずは 50
弗の寄付を会費から行っている場合が、多い
と思われますが 2022 年４月ごろまでには、
各クラブにおいて、寄付送金の確認をお願い
致します。

３．そして、ポリオプラス及び平和フェローへの
寄付については、地区において毎年度繰り越
された DDF からそれぞれ 20％程度寄付がな
されています。 

４．COVID19 について寄付活動は、ポリオプラ
スが最終的段階になっていることから、各地
区、各クラブにお任せしていますが、RI の
財団からは 12 億弗（1200 億円）なされて
いることも提言させていただきます。 

５．各クラブの皆様方におかれましては、グロー
バル補助金、地区補助金を基にして、本年度
の「SERVE TO CHANGE」のテーマに沿っ
て、奉仕活動を積極的に行っていただきたい
と思います。

委員会活動方針

（平和フェロー・ポリオプラス）
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地区委員会報告・青少年交換学生募集

第１回　青少年交換・学友小委員会
地区委員会報告

委員長 大滝 正博
　（余目RC）

　2020-21・2021-22 の ２ 年 に
及び交換中止となりましたが、
2022 年３月に卒業される候補生
３名にオーバーエイジでの派遣が

可能であることをお伝えし現在返事待ちである状
況であり、希望があった際は優先する事を確認し
ました。
　また新規候補生の募集に関し７月下旬に県内全
高等学校に通知し、2022 年７月・８月派遣に向
け開始しております。
　また締切を９月 15 日までと、面接・候補生の
決定を 10 月上旬。
　決定した候補生には同月中旬に予定されている
地区大会に出席して頂く予定です。
　新年度を迎え、委員の入れ替わりもあり、２年
目・３年目の委員もおりますが、丸２年のブラン
クで派遣受け入れを経験したことの無い委員が多
くなり選定に苦慮しましたが、全ての担当に委員
長（大滝）が入ることで決定されました。
　このほか募集要項・誓約書・申請書の確認と一
部変更、年間スケジュール等審議し、最後に全国
青少年交換・危機管理　委員長合同会議の報告を
しております。
　委員長合同会議では 34 地区の青少年交換委員

長のほとんどの方が発言しており、中には本年度
の募集を中止し 2022-23 の交換はしない。2023-
24 の交換から再開予定という地区も少なからず
ありました。が、ほとんどの地区で本年度募集し
2022-23 年に交換を予定しており、当 2800 地区
においても生徒の安全を第一に安心できる派遣国
を探し、実現に向けて進めるを事を確認しました。
　危機管理委員会に関しては早急に検討頂き、設
定また危機管理計画の策定を検討いただくよう確
認いたしました。

　私事にはなりますが、委員を８年間させて頂き、
８年連続第１ホストファミリーもさせて頂きまし
たが、委員長になった途端２年間交換無し、と残
念な形になっております。
　多少大変ではありますが、やりがいもありお手
伝いした生徒が戻ってくるとこの上ない喜びも
待っております。ある程度経験のある委員が残ら
ないと難しい委員会ではありますが、こんな充実
感のある楽しい委員会ですので多くの方々に経験
して頂きたいと思います。

国際ロータリー　青少年交換学生 募集 !!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・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 ケ月）
応募資格：山形県内居住者　2022 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：⑴　参加費用 30 万円
　　　　　（ブレザー・バッジ・オリエンテーション参加費用・交換学生同窓会活動費用など）
　　　　　⑵　往復の旅費・保険料・VISA 取得費用
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。
選考試験：【面接試験】2021 年 10 月２日（土）※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-mai：office@rid2800.org 
　　　　　　〈2021 年９月 15 日（水）必着〉〈最寄りのロータリークラブにお問合せください〉
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7月～9月15日

青少年交換学生募集
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コーディネーターニュース

会員増強・新クラブ結成推進月間
　コロナウイルスの感染が、ウイルスの変異が止まらず収束を見せない状況の中、新年度がスタートしました。
　一昨年 12 月から１年半が経過しましたが、昨年度のガバナーはこの新常態に対応すべく果敢に新しい地区運営に
尽力され、文字通りホルガー・クナーク前 RI 会長テーマ「ロータリーは機会の扉をひらく」を実践してこられました。
３大研修やクラブ公式訪問もリアル、オンライン、ハイブリッドなど工夫を凝らして開催されました。地区大会も中
止の判断をされた地区もあり、リアルで開催できた地区は限定されました。また、楽しみにしていた台北での国際大
会も２年連続でバーチャルでの開催を余儀なくされ、地区内会員が一堂に会し、日ごろの活動を振り返り、アイデア
を交換し、友情を確かめ合い、親睦を深めることも思うようにできませんでしたが、新しいアイデアのもと様々な奉
仕活動やクラブ・地区運営などが実践され、今年度につながるものと期待しています。クラブにおいても同様でしたが、
いち早くこの新常態に合わせたクラブ運営に切り替え、従前より活発に活動をされているクラブも数多くあります。
オンライン例会ならではの利点を活かし、卓話講師の枠を拡げたり、ネットワークを活かしてクラブ、地区を超えた
奉仕活動を実践されているクラブも数多く見られます。2680 地区大会はバーチャルでしたが、サプライズ演出で花
火 1000 発を打ち上げられ、閉塞感の強い地域社会に一服の清涼感をもたらし、NHK 関西にて取り上げられ、公共
イメージの向上に大きな役割を果たしました。また、2750 地区ではポリオ撲滅 JAZZ チャリテイコンサートを開催し、
大きな寄付を集めることに成功し、この取り組みもNHK関東で取り上げられました。さらに2510地区大会はバーチャ
ルでしたが、工夫を凝らし、YouTube にて地区大会の裏番組ともいうべき、解説とゲストによる対談などを放映し
て地区内会員に対してロータリーの知識や楽しみ方などを伝えることが出来ました。困難な状況のなか、このように
積極的にアイデアを出し合い前に進んでいく姿勢こそ、今最も必要とされていると思います。それには、地区におい
てはガバナー、クラブにおいては会長の強い思いとリーダーシップが不可欠です。地区もクラブもこの新常態に合わ
せ、ビジョンを持ち行動することが求められています。夢のある者、目標があり、目標のある者、行動があるという
言葉がありますが、ロータリーでも同じことが言えると考えます。クラブにおいては、会長のリーダーシップのもと
クラブ会員全員参加で行動計画を作成し、実践・行動していただきたいと考えます。改めて言うまでもなく、８月は
会員増強・新クラブ結成推進月間です。活発な活動を通じて良い仲間を迎え入れましょう！

 第２地域　ロータリーコーディネーター　水野　功（東京飛火野RC）

７つ目の重点分野「環境」
　みなさんは、ロータリーの６つの重点分野に７つ目として「環境」が加えられたことをご存知でしょうか。今年度
からこの分野のプロジェクトもロータリー財団のグローバル補助金申請の対象となっています。
　６月号の『ロータリーの友』によると、このことが発表されたのは 2020 年６月でしたが、マーク・マローニー元
RI 会長は当時を振り返って、「ロータリアンやローターアクター、一般の人々を対象とした調査によると、「環境」が
関心事のトップ５に入っていて、特にロータリーの候補者といえる一般の人々には、「環境」は第一に取り組むべき
こととなっていました。」と述べていらっしゃいます。
　「ロータリーのビジョン声明」を達成するための「行動計画」には四つの優先事項がありますが、そのうちの一つ
は●「参加者の積極的なかかわりを促す」となっています。会員の関心が高い「環境」が重点分野に入るこことは、
会員の参加意欲も沸いてくるわけで、「行動計画」の目指すところとも一致することになります。クラブが「環境」
にかかわる奉仕プロジェクトを実施することで参加者が増えれば、クラブの活性化につながります。みなさんのクラ
ブでも、「環境」にかかわる新しい奉仕プロジェクトをスタートさせることを視野に入れてみてはいかがでしょうか。
日本がプロジェクト実施国となって行えるグローバル補助金プロジェクト実施の可能性も、他の重点分野に比べて高
いように思います。
　重点分野に「環境」が加わることは、ロータリーの公共イメージ向上の上でも、「世界を変える行動人キャンペーン」
の展開に大きなプラスとなります。ロータリーは何をしているのですか？という問いに、ポリオ根絶や紛争の解決、
教育支援に加えて、「環境」にも取り組んでいることがわかれば、ロータリーをより身近に感じ、共感を持つ人が増
えるだろうと思われます。
　ロータリアンは「他者を思いやる心」を持って行動しています。その「他者」とは、たまたま隣に居合わせた人、
仕事で関わる人々、自分の身近な地域社会の人々、この地球上に同じ時代に生きるすべての人々だと思っています。
しかし、地球の環境を考える時、そこには私たちの子供、孫の世代、さらには何世紀も先の未来の人々も含まれるの
だと気づかされます。わたしたちが目指す持続可能なよい変化は、地球の未来に続く道となります。

 第２地域�ロータリー公共イメージコーディネーター�服部�陽子（東京広尾RC）

2021年8月号

発行：Region 1 & 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーディネーター

Region 1 & 2 & 3

会会員員増増強強・・新新ククララブブ結結成成推推進進月月間間

コロナウイルスの感染が、ウイルスの変異が止まらず収束を見せない状況の中、新年度がスタートしました。
一昨年12月から1年半が経過しましたが、昨年度のガバナーはこの新常態に対応すべく果敢に新しい地区運営に尽
力され、文字通りホルガー・クナーク前RI会長テーマ「ロータリーは機会の扉をひらく」を実践してこられまし
た。3大研修やクラブ公式訪問もリアル、オンライン、ハイブリッドなど工夫を凝らして開催されました。地区大
会も中止の判断をされた地区もあり、リアルで開催できた地区は限定されました。また、楽しみにしていた台北
での国際大会も2年連続でバーチャルでの開催を余儀なくされ、地区内会員が一堂に会し、日ごろの活動を振り返
り、アイデアを交換し、友情を確かめ合い、親睦を深めることも思うようにできませんでしたが、新しいアイデ
アのもと様々な奉仕活動やクラブ・地区運営などが実践され、今年度につながるものと期待しています。クラブ
においても同様でしたが、いち早くこの新常態に合わせたクラブ運営に切り替え、従前より活発に活動をされて
いるクラブも数多くあります。オンライン例会ならではの利点を活かし、卓話講師の枠を拡げたり、ネットワー
クを活かしてクラブ、地区を超えた奉仕活動を実践されているクラブも数多く見られます。2680地区大会はバー
チャルでしたが、サプライズ演出で花火1000発を打ち上げられ、閉塞感の強い地域社会に一服の清涼感をもたら
し、NHK関西にて取り上げられ、公共イメージの向上に大きな役割を果たしました。また、2750地区ではポリオ
撲滅JAZZチャリテイコンサートを開催し、大きな寄付を集めることに成功し、この取り組みもNHK関東で取り上
げられました。さらに2510地区大会はバーチャルでしたが、工夫を凝らし、YouTubeにて地区大会の裏番組ともい
うべき、解説とゲストによる対談などを放映して地区内会員に対してロータリーの知識や楽しみ方などを伝える
ことが出来ました。困難な状況のなか、このように積極的にアイデアを出し合い前に進んでいく姿勢こそ、今最
も必要とされていると思います。それには、地区においてはガバナー、クラブにおいては会長の強い思いとリー
ダーシップが不可欠です。地区もクラブもこの新常態に合わせ、ビジョンを持ち行動することが求められていま
す。夢のある者、目標があり、目標のある者、行動があるという言葉がありますが、ロータリーでも同じことが
言えると考えます。クラブにおいては、会長のリーダーシップのもとクラブ会員全員参加で行動計画を作成し、
実践・行動していただきたいと考えます。改めて言うまでもなく、8月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。
活発な活動を通じて良い仲間を迎え入れましょう！

第第２２地地域域 ロローータタリリーーココーーデディィネネーータターー 水水野野 功功（（東東京京飛飛火火野野RRCC））

77つつ目目のの重重点点分分野野「「環環境境」」

みなさんは、ロータリーの6つの重点分野に7つ目として「環境」が加えられたことをご存知でしょうか。今年
度からこの分野のプロジェクトもロータリー財団のグローバル補助金申請の対象となっています。

6月号の『ロータリーの友』によると、このことが発表されたのは2020年6月でしたが、マーク・マローニー元
RI会長は当時を振り返って、「ロータリアンやローターアクター、一般の人々を対象とした調査によると、「環
境」が関心事のトップ５に入っていて、特にロータリーの候補者といえる一般の人々には、「環境」は第一に取
り組むべきこととなっていました。」と述べていらっしゃいます。

「ロータリーのビジョン声明」を達成するための「行動計画」には四つの優先事項がありますが、そのうちの
一つは ●「参加者の積極的なかかわりを促す」となっています。会員の関心が高い「環境」が重点分野に入るこ
ことは、会員の参加意欲も沸いてくるわけで、「行動計画」の目指すところとも一致することになります。クラ
ブが「環境」にかかわる奉仕プロジェクトを実施することで参加者が増えれば、クラブの活性化につながります。
みなさんのクラブでも、「環境」にかかわる新しい奉仕プロジェクトをスタートさせることを視野に入れてみて
はいかがでしょうか。日本がプロジェクト実施国となって行えるグローバル補助金プロジェクト実施の可能性も、
他の重点分野に比べて高いように思います。

重点分野に「環境」が加わることは、ロータリーの公共イメージ向上の上でも、「世界を変える行動人キャン
ペーン」の展開に大きなプラスとなります。ロータリーは何をしているのですか？という問いに、ポリオ根絶や
紛争の解決、教育支援に加えて、「環境」にも取り組んでいることがわかれば、ロータリーをより身近に感じ、
共感を持つ人が増えるだろうと思われます。

ロータリアンは「他者を思いやる心」を持って行動しています。その「他者」とは、たまたま隣に居合わせた
人、仕事で関わる人々、自分の身近な地域社会の人々、この地球上に同じ時代に生きるすべての人々だと思って
います。しかし、地球の環境を考える時、そこには私たちの子供、孫の世代、さらには何世紀も先の未来の人々
も含まれるのだと気づかされます。わたしたちが目指す持続可能なよい変化は、地球の未来に続く道となります。

第第２２地地域域 ロローータタリリーー公公共共イイメメーージジココーーデディィネネーータターー 服服部部 陽陽子子（（東東京京広広尾尾RC））
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ハイライトよねやま・新入会員紹介・訃報

新入会員紹介

・2020-21 年度 寄付金結果　　　　　　・学友会セミナー開催報告
・米山初の紺綬褒章受章者が誕生！　　　・レンタルします！ — ロゴ旗＆タスキ —
・50 周年記念誌頒布終了のお知らせ

全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight256_pdf.pdf

今月のトピックス

酒
さか
井
い
仁
ひとし

所　　属：米沢上杉 RC
職業分類：仏壇仏具墓石販売
入　　会：2021 年７月６日

須
すが
貝
い
智
とも
和
かず

所　　属：白鷹 RC
職業分類：設備工事
入　　会：2021 年７月１日

平
ひら
吹
ぶき
義
よし
浩
ひろ

所　　属：上山 RC
職業分類：サービス業
入　　会：2021 年７月１日

齋
さい
藤
とう
孝
たか
信
のぶ

所　　属：米沢中央 RC
職業分類：住宅設備業
入　　会：2021 年７月２日

高
たか
内
うち
政
まさ
勝
かつ

所　　属：長井 RC
職業分類：電力業
入　　会：2021 年７月 13 日

訃　報

西
にし

方
かた

常
つね

蔵
ぞう

所　　属：米沢中央RCチャーターメンバー
職業分類：プロパンガス小売
享年80歳
2021年 7月 2日ご逝去

�.  ������� �� �����
2020-21 年度の寄付金は約 13 億 3,600 万円でした。新型コロナウイルスの影響から寄付状況が

危ぶまれましたが、最終的には前年度比 0.04％増（普通寄付金：1.4％減、特別寄付金：0.7％増）

と約 50 万円の増額で、ほぼ 2019 年度並みの寄付結果となりました。社会的、経済的にまだ落ち着

きを取り戻せていない状況下、多くのロータリアンの方々からご寄付をいただいたことにより、

2020 年度予算額 13 億 3 千万円を達成することができました。心より御礼申し上げます。今年度も

引き続き、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

個人平均寄付額 TOP３ 【全国平均：15,516 円】 

１ 第 2590 地区︓27421 円 ２ 第 2660 地区︓26279 円 ３ 第 2770 地区︓26097 円 
前年度比伸び率 TOP３ 

１ 第 2530 地区︓124.6% ２ 第 2580 地区︓117.5% ３ 第 2570 地区︓116.0% 

�. �����������
6 月 26 日、国内外の米山学友会代表者が参

加する学友会セミナーを Zoom で開催しまし

た。 

当日は、齋藤直美理事長から学友会へのメッ

セージ、事務局から個人情報保護や提出書類に

関する説明のあと、韓国（キム デイル幹事

長）、マレーシア（黄 麗容会長）、第 2620 地区

（上野佳子会長）、第 2660 地区（ミン スラ会

長）が、それぞれ学友会の特長となる活動紹介

を行いました。続いて、4 グループに分かれて

「コロナ禍における学友会活動の工夫」をテー

マとするディスカションを行いました。その

後、全体セミナーに戻って質疑応答、第 3回世

界大会の告知（朴 貞子実行委員長）、駒井英基

常務理事/学友・学友会担当理事の挨拶で閉会

となりました。水野 功副理事長、井原 實常務

理事（いずれも選考・学務担当理事）にもご参

加いただき、オンラインではありましたが、3

年半ぶりに同セミナーを開催することで、他学

友会の活動や課題を全員で共有する有意義な会

となりました。 

Vol.
2021 年7 月13 日 

発 行 
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単
位
（
円
） 

佐
さ
藤
とう
洋
よう
平
へい

所　　属：酒田中央 RC
職業分類：配管工事・設備工事
入　　会：2021 年７月１日
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Schedule of August 2021

Rotary International District 2800　2021-2022

国際ロータリー第2800地区　2021-2022年度
ガバナー　矢口　信哉　　地区幹事　齋藤　賢一 　　地区資金委員長　鈴木　勲
RI会長　シェカール・メータ　　RI理事　辰野　克彦

日 曜日 主な行事

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8/ 日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火

Ｇ公式訪問（村山）
第1回危機管理委員会

Ｇ公式訪問（山形東）　山形市長・山形新聞社表敬訪問
夏季休暇
（山の日）
（振替休日）

Ｇ公式訪問（山形南）
Ｇ公式訪問（西川月山）
Ｇ公式訪問（酒田東）
Ｇ公式訪問（鶴岡南）
第１回諮問委員会

Ｇ公式訪問（山形西）
Ｇ公式訪問（鶴岡）
Ｇ公式訪問（小国）　小国町長表敬訪問
Ｇ公式訪問（白鷹）　白鷹町長表敬訪問

第1回青少年交換オリエンテーション
Ｇ公式訪問（鶴岡西）
Ｇ公式訪問（南陽東）　南陽市長・南陽高校IAC表敬訪問

植
松

　龍
祥（
書
）

ガバナー月信

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

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
http://www.rid2800.jp/

CONTENTS
・ガバナーメッセージ
・ガバナー補佐の抱負
・委員会活動方針

・地区委員会報告
・青少年交換学生募集
・コーディネーターニュース

・ハイライトよねやま
・新入会員紹介
・訃報
・スケジュール

植松 龍祥氏 プロフィール
《略歴》
・昭和 39年生まれ
・大東文化大学大学院中国学博士前期
課程修了
・股村藍田・植松弘祥に師事
・（公社）日展　特選２回受賞
・読売書法展　読売新聞社賞２回受賞
・謙慎書道会展　梅花賞、春興賞受賞
・第 18 回国民文化祭やまがた 2003
文部科学大臣奨励賞受賞
・山形県芸術文化会議賞受賞
・山形県書道連盟書道文化功労者表彰
書道功労賞、書道文化賞
・東根市芸術文化協議会表彰　表彰
状・奥山賞（最高賞）
・第 26回日展作品東根市買上げ
・山形テレビ番組「提言の広場」〈創る
め〉コーナー題字揮奄
・NHKBS-2 「列島縦断短歌スペシャ
ル」山形会場清記担当

《現在》
・（公社）日展会員・審査員（平成28年）
・読売書法会常任理事・展事務長代行・
企画委員
・謙慎書道会常任理事・特別賞選考委
員・同展東部地区事務局長
・日本書道ユネスコ登録推進協議会　
賛同団体署名運動地域代表委員山形
県担当
・（公財）全国書美術振興会評議員
・成田山全国競書大会実行委員・審査員
・大ケヤキ全国書道絵画展実行委員
長・審査員
・河北書道展運営委員・審査員
・山形県芸術文化会議常任理事
・山形県書道連盟副会長
・山形県総合書道会総務・運営委員・
審査員
・東根市芸術文化協会理事
・東根市書道連盟副会長
・日展山形会会長
・采真書社常任理事
・書道研究欅墨書院会長・北燕文会代表
・東根ロータリークラブ会員
・大東文化大学特任教授
・山形大学人非常勤講師
・山交ビルカルチャーセンター（実用
書道・こども書道）講師

「中核的価値観のもと、時流対応の時」
奉仕の心の醸成と実践するロータリアン

基本理念


