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Ｇ公式訪問（酒田）　危機管理委員会②
Ｇ公式訪問（新庄）

公共イメージ向上オンラインセミナー

Ｇ公式訪問（中山）　中山町長表敬訪問

Ｇ公式訪問（大江）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

青少年交換オリエンテーション①
（敬老の日）
Ｇ公式訪問（米沢上杉）　米沢市長・山形新聞置賜総支社表敬訪問
Ｇ公式訪問（尾花沢中央）
（秋分の日）

ロータリー奉仕デー（海岸清掃プロジェクト）　ローターアクト会長幹事会②
Ｇ公式訪問（山形イブニング）
Ｇ公式訪問（酒田スワン）　酒田市長表敬訪問
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ガバナー月信

9月の地区スケジュール

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間（日本独自）
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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

DTS
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　酷暑の日々も過ぎようとしておりますが、日本各地の大雨による災害に心を痛めておりま

す。一日も早い復興回復を願わずにはいられません。心よりお見舞い申しあげます。

　早いものでガバナーとして 2か月が過ぎ、ガバナー補佐の皆様のご協力の下 12クラブの

公式訪問を終えることが出来ました。コロナ禍でのクラブ運営、特に会員増強に苦慮されて

いる現状をお聞きし、地区としても精一杯のサポートをしなければと思います。

　さて 9月は基本的教育と識字率向上・ロータリーの友月間です。ロータリーの友につい

てネットで調べてみました。以下のように紹介されております。

　「『ロータリー章典』に定められた「ロータリーの地域雑誌は、ロータリーのあらゆる面に

わたってロータリーの目的を推進するために存在する」を順守し、編集方針を定めています。

『ロータリーの友』は日本のロータリー 34地区のロータリークラブ会員のためのロータリー

地域雑誌として、ＲＩの方針や全世界のロータリアンならびにロータリークラブの活動を国

内の会員に紹介して海外のロータリー活動に対する興味を高め、国内の地区・ロータリーク

ラブおよび会員の活動状況を紹介して親睦を図り、また国内外における各種ロータリー情報

を掲載することによりロータリー精神の養成、ロータリー活動の発展に寄与することを、発

行の目的としています。」　

　ロータリーを理解するために是非、ロータリーの友を講読されます様お願いいたします。

　世界中の活動を知り　ロータリーを楽しもう。

を順守し、編集方針を定めています。『ロータリー
の友』は日本のロータリー 34 地区のロータリー
クラブ会員のためのロータリー地域雑誌として、
ＲＩの方針や全世界のロータリアンならびにロー
タリークラブの活動を国内の会員に紹介して海外
のロータリー活動に対する興味を高め、国内の地
区・ロータリークラブおよび会員の活動状況を紹
介して親睦を図り、また国内外における各種ロー
タリー情報を掲載することによりロータリー精神
の養成、ロータリー活動の発展に寄与することを、
発行の目的としています。」　
　ロータリーを理解するために是非講読されます
様お願いいたします。

　世界中の活動を知り
� ロータリーを楽しもう。　

ガバナーメッセージ

ガバナーメッセージ

ロータリーの情報は
� 「ロータリーの友」から　
　

第 2800地区ガバナー　矢口　信哉
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米山奨学・学友委員会

委員長 芦野 茂 （山形西RC）

　続いて、出席して頂きました今年度の継続・新

規米山奨学生 13名（Zoom参加，ビデオメッセー

ジ含む）、カウンセラー 10 名によるスピーチが

行われ、奨学生からは日本での学生生活、卒業後

の展望などが率直に語られました。米山奨学生と

なったことによって、母国と日本の友好の架け橋

となりたいという言葉がいずれの学生からも聞か

れたことはとても嬉しいことでした。カウンセ

ラーの皆さんも、奨学生がストレスのない勉強し

やすい環境を作ることや、休日は山形の観光地や

郷土料理を食べに行ったりなど様々考えられてお

り皆さんの意気込みを感じられました。

　最後に、山形米山学友会の高吉嬉会長より、パ

ワーポイントを使い、学友会の活発な活動や意義

などについてご理解を頂けますよう皆様にお願い

申し上げました。

　今年度もコロナ禍の新しい活動方法を模索して

参りますので、皆様にはご理解よろしくお願い申

し上げます。

　７月３日、新年度に入って早々米山奨学・学友

セミナーが行われました。山形会場・米沢会場と

２会場に分かれ Zoomにて開催されました。今

年度もコロナ禍ということもあり、13 時 30 分

開始、15 時 30 分閉会でハイブリッド方式を初

めて取り入れてみました。限られた時間内での進

行に大きな不安ばかりでございましたが、皆様の

ご協力の下開催することが出来ました。矢口ガバ

ナーにとっても最初の公式の仕事となるセミナー

でもあり幾分緊張しているご様子でした。

　山形会場へご出席の矢口信哉ガバナー、米山奨

学会理事大久保章宏 PG、米沢会場ご出席の米山

奨学・学友カウンセラー齋藤榮助直前ガバナーよ

り御挨拶を頂きました。自らカウンセラー経験さ

れた時の奨学生との思い出話や、今でも連絡を取

り合い親交があり日本との架け橋になっている事

などをおはなし頂きました。

　その後、米山奨学事業についてパワーポイント

を見ながら一昨年の資料をもとに、2800 地区の

寄付金総額や使い道、奨学生選考の基準などを皆

様に説明し、全国 34 地区の平均寄付額、順位な

どについてもご確認頂きました。

地区委員会報告

米山奨学・学友セミナー

地区委員会報告
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ガバナー公式訪問

◎米沢中央ロータリークラブ

◎村山ローズロータリークラブ

　７月 16 日（金）、矢口信哉ガバナー、古畑角次
第６グループガバナー補佐をお迎えし公式訪問が
開催されました。例会に先立って会長幹事、次期
会長幹事６名で会議が行われました。一回目の公
式訪問で前年度ガバナーのクラブからの訪問との
事で出席者全員が緊張ぎみでスタートしました。
しかし矢口ガバナーの優しさ溢れる人柄でとても
穏やかな雰囲気で会議が進められました。
　ガバナーからは出席率の重要性、ロータリー奉
仕デーの必要性、会員増強の強化、親子会員の楽
しみ方、ロータリーの素晴らしさを教えて頂きま
した。また、ガバナーの経験豊富な体験談やお考
えをお聞きし、勉強させて頂きました。
　例会は会員全員で矢口ガバナー・古畑ガバナー
補佐・齋藤地区幹事・鈴木地区資金員長・笹原統
括副幹事をお迎えして始まりました。
　古畑ガバナー補佐のご挨拶、矢口ガバナーの卓
話を頂戴しました。
　ガバナーはパワーポイントを準備されて基本理
念・基本方針を分かりやすく説明してくださいま
した。一番印象的なお話は、お父様と親子会員、

　７月 21 日（水）、矢口信哉ガバナー、工藤俊夫
ガバナー補佐、石垣隆弘地区副幹事、鈴木勲地区
資金委員長をお迎えして公式訪問の行事が開催さ
れました。
　例会に先駆けて 11 時より会長幹事会を開催し
当クラブから会長幹事の他にエレクト、副幹事の
４名が出席し矢口ガバナーより RI シェカール・
メータ会長の方針と地区基本方針テーマを詳しく
説明していただきました。隣市出身のガバナーで
もあり、終始和やかな話し合いとなり、矢口ガバ
ナーがロータリーに入会したきっかけや、ガバ
ナーを引き受ける経緯などもお聞きすることが出
来ました。
　会員増強の話し合いでは色々な助言を戴きまし
た。又ロータリー活動およびクラブ運営全般につ
いてもクラブ内の衛星クラブ等とアドバイスをい
くつも賜りました。
　12 時 30 分からの例会はロータリーソングに
始まり、工藤ガバナー補佐からのお話、矢口ガバ
ナーの思いのこもった卓話を戴き誠にありがとう
ございました。

現在は息子様と親子会員である事でした。三世代
の繋がりに感動いたしました。当クラブでも実現
できるように考えて行きたい目標です。
　とても暑い中でのご訪問大変ありがとうござい
ました。ガバナーにおかれましては、スタートし
たばかりで大変お忙しくなるかと思いますが体に
気を付けて頑張って頂きたいと思います。大変有
意義な時間を頂き有難うございました。
� （幹事：遠藤　啓子）

　今後は当クラブ全員で会員増強を果たし楽しく
有意義なクラブ活動を目指し一丸となって頑張っ
て諸計画が達成出来るように努力して参りたいと
思います。
　最後に矢口ガバナーに感謝と共に激励の意をこ
め、女性会員より花束を贈呈させて戴き公式訪問
行事を終了しました。� （会長：梅津　雄一）

来訪日：7 月 16 日（金）
例会場：東京第一ホテル米沢
会　長：鈴木　丈教
幹　事：遠藤　啓子

来訪日：7 月 21 日（水）
例会場：BS ビル
会　長：梅津　雄一
幹　事：鈴木　俊哉

ガバナー公式訪問
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ガバナー公式訪問

◎天童西ロータリークラブ

◎長井ロータリークラブ

　７月 26日（月）矢口�信哉ガバナー、武山　茂
第 3グループガバナー補佐をお迎えし、ガバナー
公式訪問が行われました。
　11時よりガバナー・会長・幹事会が開催され、
矢口ガバナーより RI テーマ、RI の現況、そして
地区目標等のお話をお伺いしました。
　特に会員増強やロータリー財団、米山奨学生な
どの説明を受け、当クラブも少人数のクラブの為、
会員増強に力を入れたいと会長より今年度の方針
を説明しました。
　また、当クラブでは地区補助金を活用して天童
市内の学童保育所に一輪車を贈呈していることな
どを説明しました。この事業も今年で５年目です
が、天童市内には学童保育所が 21 か所あります
ので、これからも続けていきたいと思います。
　例会行事では矢口ガバナーより
１．４，５年先のクラブを考える長期検討委員
会の開催

２．入会 3年までの会員セミナー・クラブリー

　７月 27 日（火）、国際ロータリー第 2800 地区
矢口信哉ガバナー、第６グループ　近野永順ガバ
ナー補佐、齋藤賢一地区幹事、齊藤文四郎東根
RC会長をお迎えしてガバナー公式訪問が行われ
ました。
　10 時 45 分より例会前に会長幹事会が行われ、
当クラブからは、大道寺信会長、浅野敏明エレク
ト、土屋茂樹副会長、梅津喜博副幹事と幹事の村
田剛の４名が出席し、矢口ガバナーの当年度の方
針や考え方についてお話を伺うとともに当クラブ
の活動方針についてアドバイスを頂きました。特
にクラブの長所、短所を把握して認知率を高める
ためにキャッチコピーを作るとか、会員増強の一
環として元 RC会員からなる衛星クラブの設立な
ど大変興味深いお話を頂きました。
　例会は、はじめに矢口ガバナーを囲んで全員で
集合写真を撮ってからの開始となりました。矢口
ガバナーの卓話では、R1テーマについての解説、
基本理念、地区方針について和やかな雰囲気の中
でお話しして頂きました。
　ロータリーの理解度を高めること、ロータリー

ダー候補者セミナー
３．マイロータリーの活用推進
４．クラブ奉仕デーの開催
５．財団・米山への理解推進

などの地区方針の説明を受けました。
　我がクラブでもこれらの方針に沿ってクラブ運
営・ロータリー活動に反映していきたいと思いま
す。� （幹事：阿部栄一郎）

の魅力を再確認することが重要であり、善き人と
の出会いのあるロータリーでもっともっとロータ
リーを楽しもう！ストレス発散にはボランティア
が一番であると卓話を締めて頂きました。また、
長井ロータリークラブはしっかりとした落ちつい
たクラブの印象との言葉も頂きました。
　例会終了後には、新庁舎の見学を兼ねて内谷重
治長井市長を表敬訪問致しました。
　矢口ガバナーには、お忙しい中、足をお運び頂
き、大変有意義な例会になりましたことに心より
感謝申し上げます。� （幹事：村田　剛）

来訪日：7 月 26 日（月）
例会場：ホテル王将
会　長：髙橋　寛人
幹　事：阿部栄一郎

来訪日：7 月 27 日（火）
例会場：タスパークホテル
会　長：大道寺　信
幹　事：村田　　剛

ガバナー公式訪問
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◎村山ロータリークラブ
　猛暑の中、８月第１例会に矢口信哉ガバナー、
工藤俊夫ガバナー補佐、斎藤賢一地区幹事、高嶋
浩之地区副幹事、寒河江理方副幹事をお迎えして、
ガバナー公式訪問例会が開催されました。
　例会に先立ち、午前 11 時より、別室において、
矢口ガバナー、工藤ガバナー補佐出席のもと会長・
幹事会が行われました。
　矢口ガバナーは、会員増強の話題の中で、次代
リーダーの育成について、県立村山産業高校に、
ローターアクトクラブ、インターアクトクラブを
設立したいので当クラブも是非協力してほしい旨
を熱く語られました。
　又、人選の方法、出席率の大切さ、東根ロータリー
クラブでは矢口ガバナーが二代にわたって親子会
員であること。横尾昭男会員も親子会員であるこ
とを話して、村山ロータリークラブでも是非実行
してほしいとアドバイスされました。
　その他 RI 会長のロータリー奉仕デーの実行につ
いてもよろしくという事で、あっという間の会長・
幹事会でした。
　12時 30 分からガバナー公式訪問例会を開催。
　月初めの行事、四つのテスト等を斉唱、食事後
に矢口ガバナーのプロジェクターを使っての講話
をいただきました。

　RI のテーマである奉仕の心と会員増強の事。矢
口ガバナーの『至誠通天』の熱き想い、ウィズコ
ロナのクラブ運営等、多岐にわたって、講話を頂
きました。
　又、ガバナーの息子さんが誕生日という事で、
特別にスマイルを頂きました。ありがとうござい
ました。
　大変有意義で和やかな素晴らしい公式訪問例会
でした。今後も地区方針に添って活動してまいり
ますので、ご指導の程、よろしくお願い申し上げ
ます。� （幹事：荒木　秀昭）

来訪日：8 月３日（火）
例会場：万漁
会　長：瀧田　　稔
幹　事：荒木　秀昭

ガバナー公式訪問

ガバナー公式訪問

◎山形ロータリークラブ
　７月 28日、山形ロータリークラブに、国際ロー
タリー第 2800 地区 2021-2022 年度矢口信哉ガ
バナー、第５グループ布施富將ガバナー補佐、齋
藤賢一地区幹事をお迎えしてガバナー公式訪問例
会を山形グランドホテルにて開催致しました。例
会に先立ち、11 時より会長幹事会が行われ当ク
ラブ髙橋修会長より、今年度の会長方針及びクラ
ブ目標についての説明がなされ、その後矢口ガバ
ナー、布施ガバナー補佐より貴重なご意見・アド
バイス等を頂戴し、大変有意義な時間を過ごさせ
ていただきました。続いて、12 時 20 分より矢
口ガバナーを囲んで記念撮影を行った後、12 時
30 分より例会が始まりました。ガバナー卓話で
は、RI テーマ『奉仕しよう　みんなの人生を豊
かにするために』をうけ、地区も「中核的価値観
のもと、時流対応の時」サブテーマ「奉仕の心の
醸成と実践するロータリアン」を基本理念に掲げ、
一人が一人に声かけ会員拡大 !! を基本方針とし
た旨、そしてそれを実践するための取り組みを一
つ一つ丁寧にご説明いただきました。また、矢口
ガバナーがロータリーに入会した時に先輩から教

えられた「入りて学び、出でて奉仕せよ」という
言葉がご自身のロータリー活動の根幹になってい
るというお話もお聞きすることができました。終
始和やかな雰囲気であっという間に１時間が過ぎ
充実したガバナー公式訪問例会は終了となりまし
た。ありがとうございました。
� （幹事：阿部　龍太）

来訪日：7 月 28 日（水）
例会場：山形グランドホテル
会　長：髙橋　　修
幹　事：阿部　龍太
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ガバナー表敬訪問

ガバナー表敬訪問

◎村山市長表敬訪問
　７月21日（水）に村山市長表敬訪問をしました。
　矢口ガバナー・石垣地区副幹事・鈴木地区資金
委員長、村山 RC瀧田会長・荒木幹事、村山ロー
ズ RC 梅津会長・鈴木幹事、工藤第３グループ
AGが訪問いたしました。多忙なスケジュールの
中ではありますが、志布隆夫市長に快く迎えてい
ただきました。
　矢口ガバナーからローターアクトの設立支援の
お願いがありました。「次代を担うリーダーの育
成」のために、隣接する市で協力し合い、是非設
立していただきたいと強く切望されました。志布
村山市長からは、村山市の現状と今後の発展につ
いていろいろな話をお聞きしました。
　歴史と文化の薫り高い村山市の益々の発展を願
い、表敬訪問を終えました。
�（第３グループガバナー補佐　工藤�俊夫：尾花沢 RC）

◎天童市長表敬訪問
　国際ロータリー　第 2800 地区　矢口信哉ガバ
ナーは地区関係者４名と天童市内３ロータリーク
ラブの会長・幹事６名と共に　山本信治天童市長
のもとへ表敬訪問を行いました。
　矢口信哉ガバナーからは、天童・東根地区に於
いて「ローターアクトクラブ」（18 才以上～ 40
才で構成される奉仕クラブ “ 現在は年齢上限な
し ”）を作りたいので天童市関係からも若者を参
加させてほしいとお願いがあり、天童市長からも
「前向きに検討します」とのことでした。
　天童市長からは日頃のロータリー活動に対して
感謝のお話があり、コロナ禍においてのロータ
リー活動の現状について質問等がありました。ま
た、天童市や近隣市町村のワクチン接種状況、山
形県内の集団接種等のお話がありました。
　その後、各ロータリークラブの会員状況やモン

テディオの監督交代後の躍進とサッカー場建設
等、和やかな懇談が続き表敬訪問を終了しました。
�（第３グループガバナー補佐　武山�茂：天童東 RC）

◎山形県知事表敬訪問
　新年度になって１ヶ月が過ぎようとしています
７月 28 日、山形ロータリークラブへ訪問後、お
約束頂いた時間に県庁へ矢口ガバナーと齋藤地区
幹事、第５グループの結城・布施ガバナー補佐４
名でお伺いしました。
　ロータリー活動に理解を示して下さっていらっ
しゃいます吉村知事と和やかに、ロータリーは地
域がよくなる奉仕事業、親睦事業、又記念になる
企画等のお話をさせて頂きました。知事は、矢口
ガバナーが東根出身であるとの事に地域のお話、
そして新年度になって５カ所訪問させて頂き、地
域の方とお会いした話等、時間超過するまでお話
頂き、記念撮影をさせて頂きました。
　今、新型コロナウイルス感染が広がっています。
そしてオリンピック開催中です。日本選手が大活
躍していますが経済活動も難しい今迄経験した事
の無い状況ですが、この様な時こそロータリー又
ロータリアンが今年度のテーマであります、時流
対応する時期なのではないでしょうか。
　今こそしっかり行動するべきと思います。あり
がとうございました。
�（第５グループガバナー補佐　布施�富將：山形南 RC）
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コーディネーターニュース

コロナ禍での会員維持増強
　東京オリンピックは終わりましたが、新型コロナウイルスの感染の猛威は止まりそうにありません。皆さまのク�
ラブはこのコロナ禍でどのように活動されているのでしょうか。
　ロータリーの活動を推進するうえで、会員の維持増強が重要なテーマであることは疑いを容れません。今年度のシェ
カール・メータRI 会長は、”Each�One,�Bring�One” のスローガンを掲げ、会員増強を強く呼びかけられていますが、
コロナ禍で各地区とも苦戦を強いられているのが現実かと思います。
　そのような中、前年度末の 6月 27、28 日に開催された第 1第 2第 3地域合同の「クラブ活性化セミナー」では、
会員維持増強に奮闘している地区・クラブが紹介されました。まずはこれまで会員増強に顕著な実績を挙げ、前年度
もコロナ禍を跳ね飛ばして純増 5名を達成した大宮西ロータリークラブ（第 2770 地区、染谷会員発表）から、「入
会候補者カード」の活用、会長自ら入会候補者を説得する、クラブ内に共通の趣味を持つことなどで集まる部会制度
を設けるというような様々な工夫が紹介されました。続いて最近の「ロータリーの友」でも特集されるなど、今注目
を集めている衛星クラブの実例が二つ紹介されました。一つは「典型的な地方都市」を自認する北海道の岩見沢ロー
タリークラブ（第 2510 地区、西方会員発表）から市内の若い世代に働きかけて衛星クラブを創立し、自クラブを活
性化した経験が発表され、また、全員が ROTEX（青少年交換学友）という共通の基盤をもつ国際性豊かな会員で構
成する衛星クラブを創立した東京北ロータリークラブ（第 2580 地区、浅田会員発表）の発表がありました。これら
の発表を通じ、ロータリークラブにとって衛星クラブとは、単なる会員予備軍の獲得ではなく、ロータリークラブの
新たな展開、発展の起爆剤であることを実感しました。さらに、ロータリーの「多様性」を語るうえで重要なキーワー
ドである女性会員の拡大について、女性会員の比率では低位に属する第 2680 地区（梅原会員発表）から、女性の有
業率など客観的な統計データから地区特有の状況を分析し、これからは従来の企業経営者や特別の資格を有する専門
職だけではなく、意識が高く、奉仕の精神や思いやりの気持ちを持った「女性社会人全般」を視野に入れる必要があ
るとの発表があり、会員増強の在り方に一石が投じられたように感じました。
　このクラブ活性化セミナーのデータは各地区に配信されています。参加されなかった会員が一人でも多く視聴され
ることを期待しています。必ずや皆さまのクラブの活性化のヒントを提供することができると確信しています。

� 第３地域 ロータリーコーディネーター 滝澤 功治（神戸須磨 RC）

「ロータリー奉仕デー」に参加しよう！地球環境保全プロジェクト（海岸清掃）について
　2021-22年度に、シェカール・メータRI会長提唱のもと、国際ロータリーが全世界で実施を計画している「ロータリー
奉仕デー」の一環として、Rotary�TEAM�JAPANは「地球環境保全プロジェクト」を展開します。これは、世界のロー
タリアンが同じ日に海岸や河川、湖沼の清掃をロータリーファミリーや他のボランティア団体、地域住民と共に実施
するグローバルイベントです。
　「環境」は、国際ロータリーの 7番目の重点項目となりました。
　そこで国際ロータリー第 2820 地区は、以前より計画していた海岸線の一斉清掃を 9月 12 日（日）に近隣の地区と
一緒に実施します。この計画を日本全国の地区に広めていく計画で、国際ロータリーもこの計画を推奨しております。
　この取り組みを、第 2820 地区のみならず、全国的に拡大する事ができれば、素晴らしい事業になるのではないか
と予感しております。
　現在日本のロータリーは、課題として、会員増強と公共イメージの向上に取り組んでおります。もちろん、他にも
重要な課題があることは承知しておりますが、個人的には、この２つを重要視しております。
　会員拡大には、ロータリークラブ自身の魅力、会員自身の充実感、満足感がなければなりません。また地域社会の
皆さま方からの認知・評価等も重要な要素であると思います。Each�One,�Bring�One�は、会員自身にロータリーに対
する評価がなければ、難しいでしょうし、地域社会からの肯定的評価がなければ、これまた困難だと思います。
　ロータリアン自身の意欲を喚起し、地域社会からの良い評価をうけるために、各地区、各クラブはそれぞれ努力さ
れてきたと思います。しかし、その結果は物足りなさを感じておられるのではないかと思っております。
　会員の意欲を高め、地域社会の認知度を高める一つの方法として、「ロータリー奉仕デー」のプロジェクトを活用
してみては、如何でしょうか！
　各地区、各クラブの皆さまのご検討、ご理解をお願い申し上げます。

� 第３地域 ロータリー公共イメージコーディネーター補佐 桑原 征一（新居浜 RC）

2021年9月号 No.1

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
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ココロロナナ禍禍ででのの会会員員維維持持増増強強

東京オリンピックは終わりましたが、新型コロナウイルスの感染の猛威は止まりそうにありません。皆さまの
クラブはこのコロナ禍でどのように活動されているのでしょうか。

ロータリーの活動を推進するうえで、会員の維持増強が重要なテーマであることは疑いを容れません。今年度
のシェカール・メータRI会長は、”Each One, Bring One”のスローガンを掲げ、会員増強を強く呼びかけられていま

すが、コロナ禍で各地区とも苦戦を強いられているのが現実かと思います。

そのような中、前年度末の6月27、28日に開催された第1第2第3地域合同の「クラブ活性化セミナー」では、会
員維持増強に奮闘している地区・クラブが紹介されました。まずはこれまで会員増強に顕著な実績を挙げ、前年
度もコロナ禍を跳ね飛ばして純増5名を達成した大宮西ロータリークラブ（第2770地区、染谷会員発表）から、
「入会候補者カード」の活用、会長自ら入会候補者を説得する、クラブ内に共通の趣味を持つことなどで集まる
部会制度を設けるというような様々な工夫が紹介されました。続いて最近の「ロータリーの友」でも特集される
など、今注目を集めている衛星クラブの実例が二つ紹介されました。一つは「典型的な地方都市」を自認する北
海道の岩見沢ロータリークラブ（第2510地区、西方会員発表）から市内の若い世代に働きかけて衛星クラブを創
立し、自クラブを活性化した経験が発表され、また、全員がROTEX（青少年交換学友）という共通の基盤をもつ
国際性豊かな会員で構成する衛星クラブを創立した東京北ロータリークラブ（第2580地区、浅田会員発表）の発
表がありました。これらの発表を通じ、ロータリークラブにとって衛星クラブとは、単なる会員予備軍の獲得で
はなく、ロータリークラブの新たな展開、発展の起爆剤であることを実感しました。さらに、ロータリーの「多
様性」を語るうえで重要なキーワードである女性会員の拡大について、女性会員の比率では低位に属する第2680
地区（梅原会員発表）から、女性の有業率など客観的な統計データから地区特有の状況を分析し、これからは従
来の企業経営者や特別の資格を有する専門職だけではなく、意識が高く、奉仕の精神や思いやりの気持ちを持っ
た「女性社会人全般」を視野に入れる必要があるとの発表があり、会員増強の在り方に一石が投じられたように
感じました。

このクラブ活性化セミナーのデータは各地区に配信されています。参加されなかった会員が一人でも多く視聴
されることを期待しています。必ずや皆さまのクラブの活性化のヒントを提供することができると確信していま
す。

第第３３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 滝滝澤澤 功功治治（（神神戸戸須須磨磨RRCC））
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クラブ会員数・出席率報告

2021-2022年度　クラブ会員数・出席率報告
グ
ル
ー
プ

No. クラブ名
2021.7.1 2021.7.31 年初からの増減数 累計

出席率会員数
（女性会員数）

会員数
（女性会員数） 出席率 増

（女性会員数）
減

（女性会員数）

第
１
グ
ル
ー
プ

1 酒田 19 （2） 19 （2） 69.74 0 （0） 0 （0） 69.74 
2 酒田東 32 （5） 31 （5） 84.38 0 （0） 1 （0） 84.38 
3 酒田中央 39 （0） 39 （0） 84.85 0 （0） 0 （0） 84.85 
4 酒田スワン 15 （5） 15 （5） 91.67 0 （0） 0 （0） 91.67 
5 酒田湊 14 （3） 14 （3） 100.00 0 （0） 0 （0） 100.00 

第
２
グ
ル
ー
プ

6 鶴岡 26 （5） 26 （5） 80.00 0 （0） 0 （0） 80.00 
7 鶴岡西 28 （4） 28 （4） 79.01 0 （0） 0 （0） 79.01 
8 余目 34 （1） 35 （1） 93.78 1 （0） 0 （0） 93.78 
9 鶴岡東 26 （2） 27 （2） 73.61 1 （0） 0 （0） 73.61 
10 鶴岡南 25 （4） 25 （4） 84.00 0 （0） 0 （0） 84.00 

第
３
グ
ル
ー
プ

11 天童 43 （4） 43 （4） 93.31 0 （0） 0 （0） 93.31 
12 東根 39 （1） 39 （1） 80.51 0 （0） 0 （0） 80.51 
13 天童東 51 （0） 51 （0） 86.51 0 （0） 0 （0） 86.51 
14 天童西 14 （3） 14 （3） 92.86 0 （0） 0 （0） 92.86 
15 東根中央 48 （4） 48 （4） 82.29 0 （0） 0 （0） 82.29 
16 村山 9 （0） 9 （0） 100.00 0 （0） 0 （0） 100.00 
17 新庄 13 （0） 14 （0） 83.33 1 （0） 0 （0） 83.33 
18 尾花沢 16 （0） 17 （0） 76.47 1 （0） 0 （0） 76.47 
19 最上 21 （2） 21 （2） 49.21 0 （0） 0 （0） 49.21 
20 尾花沢中央 14 （1） 14 （1） 78.57 0 （0） 0 （0） 78.57 
21 村山ローズ 15 （4） 15 （4） 80.00 0 （0） 0 （0） 80.00 
22 新庄あじさい 17 （0） 17 （0） 76.47 0 （0） 0 （0） 76.47 

第
４
グ
ル
ー
プ

23 寒河江 40 （2） 40 （2） 89.22 0 （0） 0 （0） 89.22 
24 大江 15 （1） 15 （1） 98.08 0 （0） 0 （0） 98.08 
25 河北 26 （0） 26 （0） 86.25 0 （0） 0 （0） 86.25 
26 寒河江さくらんぼ 36 （3） 37 （3） 96.43 1 （0） 0 （0） 96.43 
27 西川月山 15 （0） 15 （0） 83.33 0 （0） 0 （0） 83.33 

第
５
グ
ル
ー
プ

28 山形 86 （0） 86 （0） 98.62 0 （0） 0 （0） 98.62 
29 山形北 70 （3） 70 （3） 91.27 0 （0） 0 （0） 91.27 
30 山辺 26 （1） 26 （1） 83.33 0 （0） 0 （0） 83.33 
31 山形南 53 （1） 53 （1） 85.31 0 （0） 0 （0） 85.31 
32 中山 10 （0） 10 （0） 86.67 0 （0） 0 （0） 86.67 
33 山形西 98 （0） 99 （0） 93.75 1 （0） 0 （0） 93.75 
34 上山 17 （3） 17 （3） 91.18 0 （0） 0 （0） 91.18 
35 山形東 29 （2） 29 （2） 100.00 0 （0） 0 （0） 100.00 
36 山形中央 37 （4） 38 （5） 95.70 1 （1） 0 （0） 95.70 
37 山形イブニング 22 （0） 23 （0） 72.96 1 （0） 0 （0） 72.96 

第
６
グ
ル
ー
プ

38 米沢 50 （5） 50 （5） 83.33 0 （0） 0 （0） 83.33 
39 米沢上杉 67 （3） 68 （3） 98.90 1 （0） 0 （0） 98.90 
40 高畠 42 （3） 42 （3） 74.60 0 （0） 0 （0） 74.60 
41 米沢中央 40 （7） 41 （7） 100.00 1 （0） 0 （0） 100.00 
42 米沢おしょうしな 31 （5） 31 （5） 75.27 0 （0） 0 （0） 75.27 
43 長井 26 （0） 26 （0） 83.99 1 （0） 1 （0） 83.99 
44 南陽 9 （0） 9 （0） 81.48 0 （0） 0 （0） 81.48 
45 白鷹 19 （1） 20 （1） 90.28 1 （0） 0 （0） 90.28 
46 小国 13 （0） 13 （0） 73.93 0 （0） 0 （0） 73.93 
47 南陽東 27 （2） 27 （2） 80.94 0 （0） 0 （0） 80.94 
48 長井中央 22 （1） 22 （1） 68.24 0 （0） 0 （0） 68.24 
49 南陽臨雲 28 （3） 28 （3） 67.85 0 （0） 0 （0） 67.85 
合　　　計 1512 （100） 1522 （101） 84.72 12 （1） 2 （0） 84.72 
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新入会員紹介・表彰

新入会員紹介

米山寄付表彰

ロータリー財団寄付表彰

〜米山功労者〜

〜ポール・ハリス・フェロー〜

野
の

尻
じり

直
なお

樹
き

所　　属：新庄RC
職業分類：訪問介護
入　　会：2021 年７月２日

横
よこ

尾
お

 英
えい

一
いち

郎
ろう

所　　属：尾花沢RC
職業分類：福祉施設施設長
入　　会：2021 年７月５日

PHF

大泉 みどり
（大江RC）

PHF+1

藤野 和男
（大江RC）

PHF

中鉢 真
（酒田スワンRC）

第 3回�米山功労者マルチプル

小野 和行
（山形北RC）

第 3回�米山功労者マルチプル

東海林 健登
（山形西RC）

第 8回�米山功労者マルチプル

大久保 章宏
（山形南RC）
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・熱海土石流災害義援金�—�台湾米山学友会�—

・2022 学年度奨学生の募集を開始

・寄付金速報�—�2021-22 年度のスタート�—

・2年ぶりの企業見学会�—�第 2760 地区�—

・オンラインで奨学生体験発表会�—第 2530 地区—

全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight257_pdf.pdf

今月のトピックス
�� ���������� � ������� �
7 月に発生した熱海市土石流災害への義援金

として、台湾米山学友会が 385,000 台湾ドル

（日本円で 150 万 3,906 円）を寄付してくださ

いました。 

この義援金は、日本政府が

台湾へ提供したワクチンへの

感謝の気持ちを込めて、熱海

の被災者に役立てて欲しいと

学友たちが出し合ったもの。7

月 29 日に台湾からいったん当

会へ送金され、8 月 2日付で当

会から国際ロータリー第 2620

地区の災害支援本部の口座へ

振り込みました。また、これ

とは別に、複数の米山学友が

会員として所属する台中文心

ＲＣからも、日本の相模原中

ＲＣを通じて同災害への義援金を送金したとの

こと。台湾米山学友から届く温かな支援に心か

ら感謝を申し上げます。 

�� ���� ������������
来年4月採用の新規奨学生募集が始まりまし

た。各地区の米山記念奨学委員会が選定し、当

会選考・学務委員会と常務理事会の承認を経た

指定校は、全国で 563 校（前年度 576 校）。指定

校からの被推薦者数は 1,804 人（同 1,894 人）

で、この中から新規奨学生約 600 人が選ばれま

す。今回、初指定校は 19 校。また、5 地区が例

会に通える範囲の地区外の大学を指定。大学・

大学院以外を対象とする地区奨励奨学金は、12

地区（同 13 地区）32 校（同 32 校）となりまし

た。各地区委員会では毎年、大学説明会や担当

者との懇談を行い、事業の目的に適う多様な人

材を採用しようと努力しています。当会からは

8 月 6 日に、全指定校に宛ててメールで通知し

ました。指定校からの応募締切は例年通り、10

月 15 日となります。 

※指定校一覧、募集要項・申込書式は、当会

ホームページにて公開しています。

��  ����� � ������� ������� �
2021-22 年度の最初の月となる 7 月の寄付金

は約 2 億 1,000 万円でした。前年度と比べて約

7.02％減（普通寄付金：4.09％減、特別寄付金：

13.9％減）、約1,600万円の減額となりました。 

過去には2億円に満たなかった年度もあった

中、このコロナ禍にも関わらず、ロータリアン

の皆さまから多額のご寄付をいただきまして

誠にありがとうございました。米山記念奨学事

業は、日本のロータリーが世界に誇る「ロータ

リー日本国内全地区合同プロジェクト」です。

今年度も引き続きご支援を賜りますよう、よろ

しくお願いいたします。 

Vol.
2021 年8 月13 日 

発 行 

お知らせ・ハイライトよねやま

2021-2022年度
地区大会「延期」のお知らせ地区大会「延期」のお知らせ

　10 月 16・17 日に開催を予定しておりました地区大会につきまして、実行委
員会にて協議を重ねた結果、今般の山形県内のコロナウィルス感染状況を鑑み、
会員皆様の安全と地域へのロータリーイメージ等を熟慮し、2022 年 4月 29 日
（金）・30日（土）に延期することを決定いたしました。
　来年の 4月には、従来のスタイルで地区大会の開催が出来る事を心より願いな
がら、コロナウィルス感染の一日も早い終息を願っております。何卒、ご理解と
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

● 2021-2022 年度 地区大会
延期日程　⇒　2022 年 4 月 29 日（金）・30 日（土）
　　　　　　　会場：東根市民体育館（東根市）
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Schedule of September 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

9/ 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
水
木

Ｇ公式訪問（酒田）　危機管理委員会②
Ｇ公式訪問（新庄）

公共イメージ向上オンラインセミナー

Ｇ公式訪問（中山）　中山町長表敬訪問

Ｇ公式訪問（大江）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

青少年交換オリエンテーション①
（敬老の日）
Ｇ公式訪問（米沢上杉）　米沢市長・山形新聞置賜総支社表敬訪問
Ｇ公式訪問（尾花沢中央）
（秋分の日）

ロータリー奉仕デー（海岸清掃プロジェクト）　ローターアクト会長幹事会②
Ｇ公式訪問（山形イブニング）
Ｇ公式訪問（酒田スワン）　酒田市長表敬訪問

植
松

　龍
祥（
書
）

ガバナー月信

9月の地区スケジュール

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間（日本独自）

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
・地区委員会報告
・ガバナー公式訪問
・ガバナー表敬訪問

・コーディネーターニュース
・クラブ会員数・出席率報告
・新入会員紹介
・表彰

・お知らせ
・ハイライトよねやま
・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

DTS

GETS


