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ガバナー会議②（Zoom）
青少年交換委員会＆オリエンテーション②

Ｇ公式訪問（酒田湊）
Ｇ公式訪問（余目）　庄内町長表敬訪問
Ｇ公式訪問（新庄あじさい）　新庄市長表敬訪問
Ｇ公式訪問（尾花沢）　尾花沢市長・大石田町長表敬訪問
審議会代表議員セミナー④（Zoom）
D2510地区大会（北海道西部）

Ｇ公式訪問（鶴岡東）

米山交流会
ガバナー補佐会議

Ｇ公式訪問（南陽東）　南陽市長・南陽高校IAC表敬訪問
Ｇ公式訪問（南陽）
Ｇ公式訪問（山形北）
Ｇ公式訪問（酒田中央）

Ｇ公式訪問（山形西）
Ｇ公式訪問（山形中央）
Ｇ公式訪問（上山）　上山市長表敬訪問
Ｇ公式訪問（寒河江）　寒河江市長表敬訪問
Ｇ公式訪問（天童）
青少年交換委員会＆オリエンテーション③
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書
）

ガバナー月信

10月の地区スケジュール

地域社会の経済発展月間・米山月間（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

オフィシャルLINEを通じて
地区やRIの情報を発信します
のでご登録お願いいたします。
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　10 月開催予定の地区大会を来年 4 月 29 日、30 日に延期いたしました。本当に心苦しくも苦渋の決断
をさせていただきました。地区内会員一同に会しての大会にしたい、10 月では感染防止の観点からフル
スペックの開催は無理だろうと思いました。来年の 4 月にはコロナの感染も今よりはずっと少なくなる
だろうとの判断からです。
　国際ロータリーの重点事業「ロータリー奉仕デー」の海岸清掃事業も 9 月 12 日全国で開催されましたが、

（全世界で 30,000 人参加）シェカール・メータ RI 会長もズーム参加で閉会式に華を添えて下さいました。
当地区も参加予定でしたが感染防止の観点から 9 月 26 日（日）に延期し実施しました。私も家内と酒田
方面で、地区幹事達は鶴岡方面で海岸清掃に参加させていただきました。ロータリー奉仕デーの旗を創り
各クラブに配布しますのでご活用のほどお願いいたします。
　さて今月は米山月間・地域社会の経済発展月間です。米山奨学生の皆様におかれましては、コロナ禍で
の学生生活大変な思いで過ごしておられると思います。間もなく元の生活に戻れる事を念じながら、時間
を大切に充実した日々をお過ごしください。10 月 16 日に日帰り研修なども米山奨学委員会で計画して
います。楽しみにお待ちください。
　今月の地域社会の経済発展月間ですが、コロナ禍での疲弊した地域経済の立て直しが間もなく始まろう
としております。レジリエンスという言葉が注目されています。これは回復力とも復元力とも訳されます
が、困難な状況を乗り越えていく「もちこたえる力」とも訳せます。今こそロータリアン目線を上に行動
の時、スタートの時　素晴らしい仲間たちとの絆の基に経営基盤再構築、地域経済の再活性に力を注ぐ時
と決心しましょう。
　私は 3.11 の経験が今回のコロナ時に本当に役立っています。乗り越えて後には素晴らしい地域社会と
喜びの日常生活がまってます。愚直に努力しましょう至誠通天の心で・・・
　間もなく例会も通常に開催できると思います。ある PG からいただいた資料に書いてありました「クラ
ブ奉仕　奉仕のこころ（思いやりの心）を育てる例会は根、職業奉仕は幹、社会国際奉仕は枝葉」如何に
例会が大切かを改めて感じた事でした。

熱海豪雨災害支援についてのご報告
　７月３日に静岡県熱海市で発生した大規模土石流災害を受け、第
2620 地区（山梨・静岡）では、災害発生直後に災害支援本部を設け、
ガバナー会を通じて全地区に支援金の要請がありました。2800 地
区でも「地区災害等救援特別基金」より、50 万円を拠出し見舞金
を送金しました。７月 20 日、全国各地から集まった支援金 6,100
万円は熱海市へ贈られ、第 2620 地区 小林聰一郎ガバナーより熱
海市長へ目録が手渡されました。支援金は、全額が被災者の生活再建のために活用されます。

ガバナーメッセージ

ガバナーメッセージ

乗り越えて行くロータリー
　
　

第 2800地区ガバナー　矢口　信哉
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諮問委員会開催報告

第１回諮問委員会開催報告

地区資金委員長 鈴木　勲
（東根RC）

　8 月 21 日（土）午前 10 時より、東根市「青
松館」において、今年度第 1 回の諮問委員会
が開催されました。
　齋藤榮助直前ガバナーはじめパストガバ
ナー 12 名、佐藤孝子ガバナーエレクト、伊
藤三之ガバナーノミニー、齋藤年度の赤木照

一地区資金委員長、矢口ガバナー、他事務局スタッフを合わせ 22 名の参加で開催されました。

諮問事項
諮−1 2020-21 年度　地区資金決算報告について
 （地区資金決算、地区大会決算、地区特別会計決算）
諮−2 2020−21 年度　ガバナ−エレクト地区資金決算報告について
諮−3 2021−22 年度　地区大会について
 ・地区大会日程について
 ・RI 会長代理について
 ・RI 会長代理 Aid のお願いについて
 ・地区大会委員会メンバーについて
 ・地区大会決議（案）について
諮−4 2022−23 年度　指名委員会について
諮−5 危機管理計画について 
諮−6 日本のロ−タリ−100 周年ビジョンレポ−トに対する意見書について

　以上の諮問事項について、諮問委員の方々よりご質問や貴重なご意見を頂きました。

報告事項
報−1 熱海豪雨災害支援金について
報−2 「ロータリー奉仕デー」について
報−3 石黒慶一 PG が「2021-22 年度翻訳委員会委員」に就任された件について
報−4 寒河江 RC の小松栄一会員が「RIJYEM 研修部門委員」に就任された件について
報−5 RIJYEM 賠償責任保険について
報−6 地区大会開催予定表（全地区）について

　以上の報告事項について説明があり、諮問委員会を閉会致しました。
　尚、諮問委員会のはじめに、齋藤榮助直前ガバナーより、齋藤年度でのご協力に対し感謝のご挨拶がご
ざいました。又、報告の中で、鈴木一作 PG より、地区 30 周年記念誌について間もなく出来上がります
とのご報告がございました。
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インターアクト連絡協議会

第１回インターアクト連絡協議会

インターアクト小委員会委員長

和田 義弘（河北RC）

　７月 29 日、寒河江市のチェリーパークホテル
にて 2021-22 年度 第１回インターアクト連絡協
議会が開催されました。矢口信哉ガバナーはじめ、
上林直樹青少年奉仕カウンセラー・PG、佐藤孝
子ガバナーエレクト、阿部昭青少年奉仕委員長、

インターアクト小委員、各スポンサークラブ役員と各インターアクトクラブの顧問教諭、合わせて 20 名
の参加となりました。初めに矢口ガバナーより、「今年度の重点政策の一つに青少年育成も含まれています。
コロナ禍の中で、非常に制限された中でのインターアクト活動ですが、出来る範囲での活動をしていただ
き、地区内のインターアクトクラブ増設に繋げていただきたい。」と激励されました。
　委員会から、今年度の活動目標は、制限された活動の中で、地区内のローターアクトクラブが
Facebook を活用し活動内容を常に配信して、いつ・どこで・どのような活動をしているか分かるように、
インターアクトクラブでも SNS を利用し、地区内のロータリアン、そして地区外から世界のインターア
クターに活動を配信することで、2800 地区のインターアクターと世界のインターアクターがつながりを
持つきっかけを作ることができれば更に楽しく活動ができることを伝え、顧問教諭の皆様に SNS 活用の
検討をお願いしました。
　各インターアクトクラブでは、文化祭での活動や地域清掃活動、公園整備やペットボトルキャップ集め
など、様々なインターアクト活動を行っていることが報告され、今後も出来る事・出来ない事を考え、知
恵を出して活動を行っていきたいと話されました。
　各スポンサークラブから、インターアクターとこの状況の中で一緒に活動する事は難しいが、これまで
同様に出来るだけ関わり、インターアクトクラブの発展に支援していきたいと述べられました。
　１時間の協議会の予定でしたが、協議が弾み今回も時間内には収まりませんでした。2800 地区のイン
ターアクトクラブは非常に思いの強い方々ばかりですので次回は協議時間を長くしてさらに実りある協議
会にしたいと思います。
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ガバナー公式訪問

◎山形東ロータリークラブ

◎山形南ロータリークラブ

　日本中が東京オリンピックで盛り上がっていた
８月６日、矢口信哉ガバナー、結城和生ガバナー
補佐、齋藤賢一地区幹事をお迎えし、ガバナー公
式訪問例会を開催いたしました。
　例会に先立ち行われた会長幹事会では、当クラ
ブからは、会長、幹事、副幹事の３名が出席し、
矢口ガバナーより、今年度の方針や考え方につい
てのお話しと、会員増強の方法、現状のコロナウ
イルス感染拡大の中でのクラブ運営の方法などい
ろいろなご助言をいただきました。また、当クラ
ブは出席率がよい元気のあるクラブ、社会奉仕活
動が多いクラブということでお褒めの言葉をいた
だきました。
　例会では、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』、その中の３
つの重点項目である、会員増強・クラブ奉仕デー・
女子のエンパワメントについてお話しいただきま
した。また、地区テーマの『中核的価値観のもと、
時流対応の時』についてもお話しをいただきまし
た。現在、コロナウイルスの感染拡大の中ではあ
りますが、目線を上にして、地域を元気にする活動
をしていきましょう。このコロナがあってよかっ

　去る８月 17 日（火）に、山形南ロータリークラ
ブにおきまして、第 2800 地区 2021-22 年度矢
口信哉ガバナーに公式訪問を頂きました。
　これに先立ち、会長幹事会が開催され、第 2800
地区からは矢口信哉ガバナー、並びに山形南ロー
タリークラブに在席でおられる布施富將ガバナー
補佐の２名、及び山形南ロータリークラブからは、
中村篤会長、幹事のわたくし河井直天、熊谷昌和
会長エレクト、佐々木啓充副幹事の４名と、会議
には合計６名の方々が出席され、胸襟を開いての
懇談と、様々な意見交換が交わされました。
　矢口信哉ガバナーは特に「会員増強」と「ロー
タリー奉仕デー」の２つを重点項目として掲げて
おられ、この意味を、山形市という地域において、
奉仕活動を通じてお役に立ち、そして、ロータリー
クラブを地域に認知して頂く事により会員を増や
していく好循環として、持続性を高めていくお考
えをお示し頂きました。
　そしてロータリーの中核的価値観においては、
特に「いまこそ多様性」と「忘れられつつある高
潔性」が、矢口信哉ガバナーを特徴づけるもので
あり、これは変化していくべき姿と、普遍的に大
切にすべき姿の２つを体現するものとして、大変

たと思えるような活動をしていきましょう、とい
う力強いお言葉がとても印象に残っております。
　『入りて学び、出でて奉仕せよ』矢口ガバナー
が先輩から教えられ、最初に覚えた言葉というこ
とです。今年一年、この言葉を思い出しながら、
楽しいロータリー活動をしていきたいと思いま
す。矢口ガバナーには、お忙しいところ足をお運
びいただき、誠にありがとうございました。有意
義な例会となりましたことを心より感謝申し上げ
ます。 （幹事：佐伯　和毅）

感銘を頂きました。
　また、ロータリークラブには幅広い年代、様々
なお立場、いろいろな嗜好の違いなど、その多様
性に対しては、それぞれに楽しめるサークル・イ
ベント・条件など、非常に柔軟性を持った構想を
お持ちで、ロータリークラブの持続性と増強につ
ながるヒントを頂きました。
　このように、大変有意義な会長幹事会でありま
した事、深謝申し上げます。 （幹事：河井　直天）

来訪日：８月６日（金）
例会場：ホテルキャッスル
会　長：浦山　善太
幹　事：佐伯　和毅

来訪日：８月 17 日（火）
例会場：ホテルキャッスル
会　長：中村　　篤
幹　事：河井　直天

ガバナー公式訪問
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◎小国ロータリークラブ
　８月 25 日（水）矢口ガバナー、齋藤地区幹事を
迎えし公式訪問が行われました。午前 11 時より第
６グループ近野ガバナー補佐にもお越しいただき、
当クラブからは３名が出席しての会長幹事会を開
催しました。当クラブの現状を申し上げ、ガバナー
より指導を頂きました。
　会員数が減少している当クラブにおいて、会員
増強や退会防止につながる例会の充実のための具
体的なアドバイスを頂きました。また、今年度は I・
M 開催のホストクラブにもなっているため、開催
に際しての題材やテーマ、開催方法についてなど
のアドバイスもいただきました。その後例会の時
間となりましたが、数年前に小国クラブ設立から
使用していた例会場が諸事情により移転しおりま
したが、その例会場がこの日リニューアルされ復
帰後初めての例会をガバナー公式訪問で再スター
トできたことを大変感慨深く感じます。例会の中
でガバナーより具体的な例を挙げながら卓話をい
ただきました。中でも地区テーマにもある「時流
対応の時」についてなど熱く語っていただき、今

期方針に対して一層理解を深めることができまし
た。例会後は小国町役場庁舎へ向かわれ、町長へ
表敬訪問されました。ガバナーをお迎えしてから
終始、和やかな雰囲気の中にも熱い思いを感じる
ことができました。
　訪問いただきましたガバナーはじめ２名の皆様
に感謝申し上げ、ご報告といたします。
 （幹事：穴沢　洋一）

来訪日：８月 25 日（水）
例会場：白い森工房
会　長：高橋　恭史
幹　事：穴沢　洋一

ガバナー公式訪問

ガバナー公式訪問

◎鶴岡南ロータリークラブ
　2021 年 8 月 20 日（金）、国際ロータリー第
2800 地区 2021-2022 年度矢口信哉ガバナー、第
2 グループ今間勝見ガバナー補佐、齋藤賢一地区
幹事、鈴木勲地区資金委員長をお迎えして、ガバ
ナー公式訪問例会が開催されました。山形県内で
も新型コロナウイルス感染が拡大を続けている中
のご訪問、心より感謝申し上げます。
　例会前の午前 11 時より、矢口ガバナー、今間
ガバナー補佐、当クラブ会長太田、副会長斎藤、
幹事菅原が出席して会長幹事会が開催されまし
た。ロータリークラブの存在意義などについてご
指導頂きながら、茨城県の RC の呼びかけで行わ
れる海岸清掃が今年度の「ロータリー奉仕デー」
であること、会員増強・維持については人間の魅
力で成り立っていくということ、例会は楽しく対
面でおこないたいことなど、ざっくばらんなお話
を伺え大変有意義な時間となりました。
　例会での矢口ガバナーの卓話では、今年度の
テーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにする
ために」を基に、第 2800 地区での取り組みを改
めて拝聴いたしました。特に先述の海岸清掃につ

いては、非常に大きな効果が望めるプロジェクト
になると期待しておられましたので、コロナ禍の
難しいタイミングではありますが、成功に向けて
尽力いたします。
　2021-2022 年度、矢口ガバナーのアドバイス
を活かして、会員が楽しみながら成長し、そして
会員同士の絆を深めていけるクラブ運営を目指し
て参ります。 （幹事：菅原　剛）

来訪日：８月 20 日（金）
例会場：東京第一ホテル鶴岡
会　長：太田　正弘
幹　事：菅原　　剛
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ガバナー表敬訪問

ガバナー表敬訪問

◎長井市長表敬訪問
　7 月 27 日（火）矢口ガバナー、近野 AG、齋藤
地区幹事、長井ロータリークラブ大道寺会長、村
田幹事、長井中央ロータリークラブ黒澤会長、青
木幹事、長井ロータリークラブ浅野議員、東根ロ 
ータリークラブの齊藤文四郎会長で、内谷市長、
齋藤副市長、長井市政策推進監　竹田さんと大勢
で表敬訪問しました。
　矢口ガバナーは、市町村と地域のロータリーク
ラブが力を合わせて、まちづくり、人づくりを推
進していきたい旨提言し、災害などを題材に地域
づくりの課題、防災、危機管理のあり方などにつ
いて意見交換を行いました。
　また、新しい市役所も案内いただき、そのすば
らしい建物に感動いたしました。
 （第６グループガバナー補佐　近野 永順：南陽 RC）

◎山形市長表敬訪問
　佐藤孝弘山形市長へ表敬訪問にお伺いしまし
た。ご巡察に矢口ガバナー、齋藤地区幹事、結城
ガバナー補佐、布施の４名です。大変お忙しい状
況でしたが、時間ピッタリにお集まりいただきま
した。
　お会いする部屋の向かいの壁に、今年度ガバ
ナー月信の表紙を書いて下さっている植松龍祥先
生の大きな額が飾られていました。その話をしば
らくされた後、佐藤市長より東根の土田市長とお
会いになられるのか、とのお話が出ました。する
と矢口ガバナーは、東根市に何かお手伝いをされ
ていらっしゃるようで頻繁にお会いしているご様
子でした。地区大会を開催するにあたり、広い会
場で密にならないようにする為に、色々対策を考
えていることや、ロータリーの現況等をお話し下
さいました。山形には７つのロータリークラブが

ありますが、それぞれ頑張っている事を、佐藤市
長もその様に思って下さっており、和やかにこれ
から始まるパラリンピックへ山形より多くの選手
が参加される事等をお話しいただきました。矢口
ガバナーが今年度のテーマ目標をお伝えし、ロー
タリーの会員と共に目標に向けて精進する事を申
し上げて帰路につきました。
 （第５グループガバナー補佐　布施 富將：山形南 RC）

◎山形新聞社敬訪問
　寒河江浩二山形新聞社社長への表敬訪問にお伺
いしました。先ず部屋へ案内されると二人の記者
が出迎えて下さり、ロータリーの現況をお伝えし
ました。その後、寒河江社長がお見えになり表敬
訪問が始まりました。
　一通りご巡察をして、矢口ガバナーと寒河江社
長の出身地が近いとのことで、話はスムーズに進
みました。寒河江社長は何でも分かっていらっ
しゃるご様子でしたので、矢口ガバナーが一冊の
本を出しました。新庄出身で東北大にいらっしゃ
る方だそうですが、コロナについて独自のお考え
をお持ちで、コロナの本質を良く知っており、対
策、注意点を書いた本だそうです。書店で評判が
良く、売り切れ続出で予約して参りましたとの事
でした。寒河江社長も手に取り、コロナウイルス
感染が早く終息する事を願い、月信の表紙に書い
て下さっている植松先生の事も良くご存知でした
のでとても話が弾みました。最後に、矢口ガバナー
は、一生懸命頑張りますので宜しくお願い致しま
すとお伝えし、表敬訪問を終えました。
 （第５グループガバナー補佐　布施 富將：山形南 RC）



8 Governor’s Monthly Letter

新人ロータリアンからひと言

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

新人ロータリアンからひと言・例会場変更のお知らせ・ハイライトよねやま

　令和 3 年 7 月から酒田中央ロータリークラブ
ヘ入会させていただきました佐藤洋平と申しま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
　酒田市で管工事、設備工事を主とした（株）暖工
業の代表取締役を務めております。

　入会時には佐藤昌則会長はじめ、会員の方々
に温かく迎えて頂いて心より感謝申し上げます。
ロータリークラブでの様々な業種の方との出会い
は大変貴重なものになると思っております。まだ
まだロータリー活動については勉強不足ではあり
ますが、諸先輩方から「奉仕の精神」を学び地域
と社会に貢献できればと思っております。
　クラブ活動を通じて自分自身の成長とともに庄
内地方の発展にも繋がるように取り組んでまいり
ますので、今後とも皆様からのご指導ご鞭撻の程
よろしくお願いいたします。

・理事会と評議員会をオンライン開催
・コロナと闘う病院のために — マレーシア —

・まもなく米山月間資料が届きます
・寄付金速報　— 10 月の米山月間に向けて —

・タイ米山学友会が農村の小学校を支援

全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight258_pdf.pdf

今月のトピックス
�� ����������������
8 月 20 日に第 30 回理事会を Zoom で開催しま

した。理事会のオンライン開催は前回（本年 6 月

3 日）に続き、2 回目です。当日は、全国から 29

名の理事と 3 名の監事が出席。齋藤直美理事長

が欠席のため、定款の規定に従い、出席理事の中

から互選で、水野功副理事長が議長に選出され

ました。第 1 号～第 8 号の全ての議案につき、

原案通り承認可決されました。 

【第 30 回理事会の主な議案】 

評議員後任候補者／理事候補者／2020 年度事業

報告／2020 年度計算書類／2021 年度収支予算

書一部修正／2021 年度専門委員選任 ほか 

また、9 月 9 日には第 13 回定時評議員会を同

じく Zoom で開催しました。昨年 9 月の定時評議

員会は新型コロナウイルスの影響により初の書

面決議となり、今回も緊急事態宣言下のため、評

議員会としては初めてオンラインでの開催とな

りました。 

当日は、全国の評議員 29 名のほか、常務理事

会から役員 8 名が出席。評議員会開始前に 15 分

間、第 4 代よねやま親善大使の 3 人を評議員の

皆さんにお披露目し、3人から一言ずつ自己紹介

してもらいました。評議員会の冒頭では、昨年 8

月にご逝去された赤山武興評議員に全員で黙祷

を捧げました。定款により、評議員会の議長は、

出席評議員の中から互選で選ばれることになっ

ており、第 2840 地区の田中久夫評議員が議長に

選出されました。 

田中議長

の進行で、報

告事項とし

て、①理事会

決議報告 ②

内閣府立入

検査報告 ③

職務執行の状況報告 ④2020 年度事業報告が資

料に基づき説明され、続いて理事会から上程さ

れた「後任評議員の選任」「理事の選任」「2020

年度計算書類承認」など４議案が諮られ、全て

原案通り承認可決されました。 

�� ������������ � ����� �
マレーシア米山学友会は今年度の社会貢献

活動として、新型コロナウイルス感染拡大によ

り病床が逼迫する病院への支援をスタートさ

せました。8-9 月には、ペナン総合病院へ寝た

きり患者用マットレス 10 点と、入院した子ど

もに付き添う親のための椅子 10 脚を寄贈。さ

らに 9 月 13 日には、クアラルンプール市内の

病院へ可動式ベビー

ベッド 10 台を寄贈し

ました。これらの支援

は、事前に病院へニー

ズをヒアリングし、不

足した品物を送って

いるため、大変喜ばれ

ています。また、今後

は、新型コロナウイル

ス感染症により親を失った子どもへの支援も

予定しているとのことです。さらに、同学友会

会長の黄麗容さん（横浜泉ＲＣ）は、国際ロー

タリー第 3300 地区ガバナー補佐のウォン・ス

テファニー氏と会談し、米山学友会がロータリ

ーと手を組んで、マレーシア国内でどのような

貢献が可能かを模索しています。

Vol.
2021 年9 月14 日 

発 行 

米沢上杉RC・米沢中央RCの例会場が 10月より変更となります。

新例会場　⇒　グランドホクヨウ（旧例会場／東京第一ホテル米沢）
米沢市金池２－３－７　℡０２３８-２２- １２３８
尚、例会時間・例会曜日は変更ありません。

例会場変更のお知らせ例会場変更のお知らせ
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コーディネーターニュース

「未来ビジョン委員会」設置について
　世界のすべての地域で熱波、豪雨、干ばつ、熱帯低気圧の極端な異常気象はすでに顕在化し、新型コロナウイルス感染
症が収まることなく、多くの人が振り回され「２度目の秋」を迎えます。ロータリー年度も早いもので三か月が過ぎました。
早い地区では地区大会開催が計画されているかと思います。
　さて今年度、ロータリーは、会員基盤の成長への多大なコミットメントと功績を示した会員を認証するプログラムを立
ち上げました。新会員推薦者を認証するメンバーシップ・ソサエティで、25 人以上の新会員を推薦した会員を紹介するバー
チャル形式のギャラリーです。
　認証レベルにはプラチナレベル（75 名以上推薦）、ゴールド（50 〜 74 名）、シルバー（30 〜 49 名）、ブロンズ（25 〜 29 名）
５つのレベルがありますが、日本はゴールド２名、シルバー 11 名、ブロンズ 10 名の方々がいらっしゃいます。是非と
も My ROTARY の会員コーナーでご覧ください。
　さて、皆様の地区では「戦略計画委員会」が設置されていますか？
　団塊の世代が 75 歳を迎え、各クラブに於いてコロナ禍の影響もありますが、会員の高齢化と会員減少がみられます。
クラブ、地区においてこの問題に真剣に取り組む努力をしていますが、既存の会員は毎年かならず歳を重ねていきます。
高齢化から老齢化の道に進まないために毎年新しい会員を入れていくことはクラブの活性化に繋がります。又、入会５年
以内の退会が目立つのも事実です。会員増強、そして会員基盤の育成はクラブ、地区の急務です。「将来、こうありたい」
と思う３年後・５年後・10 年後の望ましいクラブの姿のビジョンを描き、それに従った目標と行動計画を立て、クラブ
の活性化を図る「未来ビジョン計画」が必要です。
　私の所属する 2510 地区では、今年度から改めて地区クラブ奉仕委員会が中心となり、クラブの「戦略計画委員会」を「未
来ビジョン委員会」と名称を変え委員会の設置を改めて強く呼びかけることにしました。計画立案のプロセスとして第１
段階：クラブの現状分析、第２段階：クラブのビジョン作成、第３段階：ビジョン実現の為の計画作成、第４段階：計画
の進捗確認・検証・調整としました。各クラブにおける「未来ビジョン委員会」は、それぞれのクラブの自主性と独自性
を尊重し、これからのクラブの在り方を諮問していくものです。現会長・直前会長・次年度会長・次々年度会長を含み継
続性に配慮する。幅広い見解を取り入れるために、出来るだけ多様な会員の参加、「ロータリーのビジョン声明」と「ロー
タリーの戦略的優先事項と目的」に沿ったものとする。地区戦略計画作成の参考にして頂ければと思います。
　我々ロータリーアン、ロータリークラブ、地区はこのような状況においても「SINKA」をしなければなりません。
　新価：新しい価値を作り出す。深化：改善により魅力を高めていく。真価世の中に認められる。進化：そして前進して
行くです。TOGETHER 〜 GROW 〜 ACTION をもって皆様の地区・クラブが益々のご発展されます事ご祈念申し上げます。

 第１地域 ロータリーコーディネーター補佐 福井 敬悟（札幌手稲 RC）

公共イメージ向上オンラインセミナー報告
　去る９月４日、三地域合同によるオンラインセミナーが開催されました。辰野克彦 RI 理事・佐藤芳郎 RI 理事エレクト
を始め、三地域のコーディネーター・各地区ガバナー・ガバナーエレクト・地区委員長など、総勢約 120 名が参加されま
した。冒頭、辰野 RI 理事は「予算の不足は知恵を使って補い」ロータリーのブランドイメージの向上を期待したい旨を
呼びかけられました。
　セッション１では、R3 山下皓三 RPIC が「公共イメージの推進」と題し、その重要性・方法・成功例を踏まえた上で、

「変化を受け入れましょう」と呼びかけられました。セッション２では、R1 井原實 RPIC が「ロータリーブランドとロゴ
の重要性」と題し、戦闘中の兵士でさえ銃撃を止める「赤十字」のブランド力を例示し、ロータリーブランドの更なる向
上の必要性を問い掛けました。セッション３では、R2 服部陽子 RPIC が「世界ポリオデーに向けての取り組み」と題し、
来る 10 月 22 日に予定される日本経済新聞一面広告・12 月８日に予定される記念講演「ポストコロナの生命哲学」など
の諸事業について解説されました。
　続いて、これまで世界ポリオデーに合わせて各地区で行われた事例発表として、2770 地区越谷北 RC・小林操 PDG が「地
区をまとめての取り組み」を、2640 地区岸和田東 RC・藤井秀香 PDG が「高野山での祈祷、ポリオ根絶に向けての活動報告」
を、2790 地区千葉 RC・梶原等 DG が「成田山での祈祷（今年度事業として計画中）」を、2750 地区東京小金井 RC・田
中靖地区公共イメージ委員会委員長が「トレインジャック（今年度事業として計画中）」を発表されました。
　全企画とも、Facebook などの SNS を使って情報発信するのみならず、新聞記事やテレビニュース・特番などに取り上
げられ、ロータリーのイメージ向上に貢献致しました。加えて、一つの企画のみを実施するに留まらず、同地区内で多発
的な事業の同時開催を試み、あるいは役場・公民館・観光センターなどの公共施設に募金箱を併設し、更にローターアク
トや奨学生などロータリーファミリーおよび隣接する他地区との連携を図るなど、参加者の基盤を拡大する工夫もされて
おりました。
　事業を実施した成果として、小林操 PDG は「やればできるという前例となり、共通の思い出と共に地区が一つになった」
との想いを語られました。
　最後に、佐藤 RI 理事エレクトの「日本中のクラブがアクションを起こして頂きたい」との講評を以って閉会となりま
した。
　私にとっても、大きな収穫となったセミナーで御座いました。

 第１地域 ロータリー公共イメージコーディネーター補佐 寺嶋 哲生（柏 RC)

2021年10月号 No.1

発行：Region 1 & 2 & 3
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「「未未来来ビビジジョョンン委委員員会会」」設設置置ににつついいてて

世界のすべての地域で熱波、豪雨、干ばつ、熱帯低気圧の極端な異常気象はすでに顕在化し、新型コロナウイル
ス感染症が収まることなく、多くの人が振り回され「2度目の秋」を迎えます。ロータリー年度も早いもので三か
月が過ぎました。早い地区では地区大会開催が計画されているかと思います。

さて今年度、ロータリーは、会員基盤の成長への多大なコミットメントと功績を示した会員を認証するプログラ
ムを立ち上げました。新会員推薦者を認証するメンバーシップ・ソサエティで、25人以上の新会員を推薦した会
員を紹介するバーチャル形式のギャラリーです。

認証レベルにはプラチナレベル（75名以上推薦）、ゴールド（50～74名）、シルバー（30～49名）、ブロンズ
（25～29名）5つのレベルがありますが、日本はゴールド2名、シルバー11名、ブロンズ10名の方々がいらっしゃ
います。是非とも My ROTARYの会員コーナーでご覧ください。

さて、皆様の地区では「戦略計画委員会」が設置されていますか？

団塊の世代が75歳を迎え、各クラブに於いてコロナ禍の影響もありますが、会員の高齢化と会員減少がみられま
す。クラブ、地区においてこの問題に真剣に取り組む努力をしていますが、既存の会員は毎年かならず歳を重ね
ていきます。高齢化から老齢化の道に進まないために毎年新しい会員を入れていくことはクラブの活性化に繋が
ります。又、入会5年以内の退会が目立つのも事実です。会員増強、そして会員基盤の育成はクラブ、地区の急務
です。「将来、こうありたい」と思う3年後・5年後・10年後の望ましいクラブの姿のビジョンを描き、それに
従った目標と行動計画を立て、クラブの活性化を図る「未来ビジョン計画」が必要です。

私の所属する2510地区では、今年度から改めて地区クラブ奉仕委員会が中心となり、クラブの「戦略計画委員
会」を「未来ビジョン委員会」と名称を変え委員会の設置を改めて強く呼びかけることにしました。計画立案の
プロセスとして第1段階：クラブの現状分析、第2段階：クラブのビジョン作成、第3段階：ビジョン実現の為の計
画作成、第4段階：計画の進捗確認・検証・調整としました。各クラブにおける「未来ビジョン委員会」は、それ
ぞれのクラブの自主性と独自性を尊重し、これからのクラブの在り方を諮問していくものです。現会長・直前会
長・次年度会長・次々年度会長を含み継続性に配慮する。幅広い見解を取り入れるために、出来るだけ多様な会
員の参加、「ロータリーのビジョン声明」と「ロータリーの戦略的優先事項と目的」に沿ったものとする。地区
戦略計画作成の参考にして頂ければと思います。

我々ロータリーアン、ロータリークラブ、地区はこのような状況においても「SINKA」をしなければなりません。
新価：新しい価値を作り出す。深化：改善により魅力を高めていく。真価:世の中に認められる。進化：そして前
進して行くです。TOGETHER～GROW～ACTIONをもって皆様の地区・クラブが益々のご発展されます事ご祈念申

し上げます。

第第１１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補補佐佐 福福井井 敬敬悟悟（（札札幌幌手手稲稲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 2021.8.31 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） 66.67 0 （0） 0 （0） 68.21 
2 酒田東 32 （5） 31 （5） 100.00 0 （0） 1 （0） 92.19 
3 酒田中央 39 （0） 39 （0） 82.05 0 （0） 0 （0） 83.45 
4 酒田スワン 15 （5） 16 （5） 83.33 1 （0） 0 （0） 87.50 
5 酒田湊 14 （3） 14 （3） 89.29 0 （0） 0 （0） 94.65 

第
２
グ
ル
ー
プ

6 鶴岡 26 （5） 26 （5） 78.00 0 （0） 0 （0） 79.00 
7 鶴岡西 28 （4） 28 （4） 76.36 0 （0） 0 （0） 77.69 
8 余目 34 （1） 35 （1） 88.24 1 （0） 0 （0） 91.01 
9 鶴岡東 26 （2） 27 （2） 66.67 1 （0） 0 （0） 70.14 
10 鶴岡南 25 （4） 25 （4） 88.00 0 （0） 0 （0） 86.00 

第
３
グ
ル
ー
プ

11 天童 43 （4） 43 （4） 0.00 0 （0） 0 （0） 93.31 
12 東根 39 （1） 39 （1） 80.13 0 （0） 0 （0） 80.32 
13 天童東 51 （0） 51 （0） 100.00 0 （0） 0 （0） 93.26 
14 天童西 14 （3） 14 （3） 57.14 0 （0） 0 （0） 75.00 
15 東根中央 48 （4） 48 （4） 0.00 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） 82.14 1 （0） 0 （0） 82.74 
18 尾花沢 16 （0） 17 （0） 85.25 1 （0） 0 （0） 80.86 
19 最上 21 （2） 21 （2） 54.76 0 （0） 0 （0） 51.99 
20 尾花沢中央 14 （1） 14 （1） 67.85 0 （0） 0 （0） 73.21 
21 村山ローズ 15 （4） 15 （4） 64.44 0 （0） 0 （0） 72.22 
22 新庄あじさい 17 （0） 17 （0） 79.40 0 （0） 0 （0） 77.94 

第
４
グ
ル
ー
プ

23 寒河江 40 （2） 40 （2） 82.50 0 （0） 0 （0） 85.86 
24 大江 15 （1） 15 （1） 93.10 0 （0） 0 （0） 95.59 
25 河北 26 （0） 26 （0） 75.00 0 （0） 0 （0） 80.63 
26 寒河江さくらんぼ 36 （3） 37 （3） 87.20 1 （0） 0 （0） 91.82 
27 西川月山 15 （0） 15 （0） 0.00 0 （0） 0 （0） 83.33 

第
５
グ
ル
ー
プ

28 山形 86 （0） 86 （0） 98.57 0 （0） 0 （0） 98.60 
29 山形北 70 （3） 70 （3） 86.89 0 （0） 0 （0） 89.08 
30 山辺 26 （1） 26 （1） 73.08 0 （0） 0 （0） 78.21 
31 山形南 53 （1） 53 （1） 85.41 0 （0） 0 （0） 85.36 
32 中山 10 （0） 10 （0） 73.33 0 （0） 0 （0） 80.00 
33 山形西 98 （0） 99 （0） 96.20 1 （0） 0 （0） 94.98 
34 上山 17 （3） 17 （3） 76.47 0 （0） 0 （0） 83.83 
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） 96.88 1 （1） 0 （0） 96.29 
37 山形イブニング 22 （0） 23 （0） 68.42 1 （0） 0 （0） 70.69 

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） 96.08 1 （0） 0 （0） 97.49 
40 高畠 42 （3） 42 （3） 62.70 0 （0） 0 （0） 68.65 
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） 74.19 0 （0） 0 （0） 74.73 
43 長井 26 （0） 26 （0） 79.00 1 （0） 1 （0） 81.50 
44 南陽 9 （0） 9 （0） 77.78 0 （0） 0 （0） 79.63 
45 白鷹 19 （1） 20 （1） 89.47 1 （0） 0 （0） 89.88 
46 小国 13 （0） 13 （0） 80.77 0 （0） 0 （0） 77.35 
47 南陽東 27 （2） 27 （2） 0.00 0 （0） 0 （0） 80.94 
48 長井中央 22 （1） 22 （1） 66.67 0 （0） 0 （0） 67.46 
49 南陽臨雲 28 （3） 28 （3） 67.85 0 （0） 0 （0） 71.43 
合　　　計 1512 （100） 1523 （101） 74.71 13 （1） 2 （0） 83.26 
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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〜

渡
わた

辺
なべ

 伸
のぶ

之
ゆき

所　　属：寒河江 RC
職業分類：鳶・土工（建設業）
入　　会：2021 年９月２日

PHF+3

飯田 喬之
（山形西 RC）

PHF+1

渡辺 孝
（小国 RC）

PHF+2

東海林 健登
（山形西 RC）

PHF+1

鈴木 正昭
（小国 RC）

PHF

髙橋 章
（米沢 RC）

PHF

後藤 茂之
（米沢 RC）

PHF+2

安部 昌晴
（小国 RC）

PHF+2

西原 武男
（小国 RC）

第 5 回 米山功労者マルチプル

飯田 喬之
（山形西 RC）

第 1 回 米山功労者

市村 清勝
（山形西 RC）



Governor’s 10
2021Monthly Letter

Schedule of October 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

10/ 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
金
土
日

ガバナー会議②（Zoom）
青少年交換委員会＆オリエンテーション②

Ｇ公式訪問（酒田湊）
Ｇ公式訪問（余目）　庄内町長表敬訪問
Ｇ公式訪問（新庄あじさい）　新庄市長表敬訪問
Ｇ公式訪問（尾花沢）　尾花沢市長・大石田町長表敬訪問
審議会代表議員セミナー④（Zoom）
D2510地区大会（北海道西部）

Ｇ公式訪問（鶴岡東）

米山交流会
ガバナー補佐会議

Ｇ公式訪問（南陽東）　南陽市長・南陽高校IAC表敬訪問
Ｇ公式訪問（南陽）
Ｇ公式訪問（山形北）
Ｇ公式訪問（酒田中央）

Ｇ公式訪問（山形西）
Ｇ公式訪問（山形中央）
Ｇ公式訪問（上山）　上山市長表敬訪問
Ｇ公式訪問（寒河江）　寒河江市長表敬訪問
Ｇ公式訪問（天童）
青少年交換委員会＆オリエンテーション③

植
松

　龍
祥（
書
）

ガバナー月信

10月の地区スケジュール

地域社会の経済発展月間・米山月間（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/

オフィシャルLINE

CONTENTS
・ガバナーメッセージ
・諮問委員会開催報告
・インターアクト連絡協議会
・ガバナー公式訪問

・ガバナー表敬訪問
・新人ロータリアンからひと言
・例会場変更のお知らせ
・ハイライトよねやま

・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
・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

オフィシャルLINEを通じて
地区やRIの情報を発信します
のでご登録お願いいたします。


