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Ｇ公式訪問（南陽臨雲）
Ｇ公式訪問（寒河江さくらんぼ）
（文化の日）　次期ガバナー補佐研修会（GE）
Ｇ公式訪問（米沢）　九里学園高等学校IAC表敬訪問

青少年交換委員会＆オリエンテーション③
第２グループIM
Ｇ公式訪問（米沢おしょうしな）
Ｇ公式訪問（山辺）　山辺町長表敬訪問
Ｇ公式訪問（長井中央）
Ｇ公式訪問（酒田東）

Ｇ公式訪問（東根中央）
Ｇ公式訪問（最上）　最上町長・新庄東高等学校IAC表敬訪問

Ｇ公式訪問（東根）

ローターアクト第１エリア代表者会議
クラブ活性化と会員基盤向上に向けて（Zoom）

（勤労感謝の日）
Ｇ公式訪問（天童東）
Ｇ公式訪問（高畠）　高畠町長表敬訪問

米山奨学生選考試験

Ｇ公式訪問（河北）
Ｇ公式訪問（鶴岡）　鶴岡東高等学校IAC・鶴岡中央高等学校IAC表敬訪問

植
松

　龍
祥（
書
）

ガバナー月信

11月の地区スケジュール

ロータリー財団月間

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/
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CONTENTS
・ガバナーメッセージ
・ガバナーノミニー・デジグネート候補者 推薦について
・ロータリー奉仕デー
・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

・新人ロータリアンからひと言
・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

・殿村藍田・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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　急激に少なくなったコロナの感染者数に大きな安心感とさらなる６次感染の不安が入
り混じるこのごろです。一日も早く経口治療薬が承認されることを願わずにはいられま
せん。
　11 月は「ロータリー財団月間」です。1917 年、時の国際ロータリークラブ連合会会
長 ArchClunph の提唱による「国際理解と親善を目的とする基金」の設定が始まりだっ
たようです。1931 年「ロータリー財団」と名称変更がありました。初期ロータリアンの
反応は厳しかったと書かれています。時代が第一次大戦後で人心の荒廃で他人のことを
思いやる余裕などなかったのだろうと推察されます。そして 1947 年、ポール・ハリス
の死を契機として一躍ロータリーの檜舞台にのるようになりました。
　現在世界中に数千とある奉仕団体を「透明性」「健全性」を基準として審査する機関が
アメリカにあるそうです。ロータリー財団は 14 年連続４つ星を授与された、世界に冠
たる奉仕団体です。我々ロータリアンはもっとロータリーに誇りを持つべきと私は思っ
ています。
　日本のことわざに「まかぬ種は生えぬ」というのがあります。「賽銭はもったいないく
らい上げろ』ともよく言われます。どうぞもったいないくらいの寄付を財団にお願いい
たします。
　世界平和・疾病予防・水と衛生・母子の健康・基本的教育・経済発展・環境保護の重
点分野に使用され、我々にも喜びと安心・満足を返してくれます。

　公式訪問も半分過ぎました。各ガバナー補佐のおかげでコロナにめげず訪問させてい
ただき感謝申し上げます。各クラブの真剣なクラブ活動への取り組みに地区としてもっ
とお役に立たなければの思いを強くして帰路についております。地区には優秀な PG と
委員長・委員がおります。ご用命ください・・お待ち申しあげます。

ガバナーメッセージ

ガバナーメッセージ

早くロータリーメンバーと
� 飲みたいなぁ

第 2800地区ガバナー　矢口　信哉
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ガバナーノミニー・デジグネート候補者 推薦について

ガバナーノミニー・デジグネート候補者 推薦について

　国際ロータリー細則 第12.030.3.により、2024-2025年度ガバナーへ就任する2021-2022年度ガバナー
ノミニー・デジグネート候補者の推薦を希望するロータリークラブは、2021 年 12 月 31 日までに、国際
ロータリー第 2800 地区 指名委員会 宛（国際ロータリー第 2800 地区 地区事務局 気付）に文書を以って
ご推薦ください。
　候補者を推薦する場合は、候補者を推薦するクラブの例会で採択され、クラブ幹事により証された決議
によって推薦書を提出してください。
　なお、指名委員会がその選出をするにあたっては、その選出の範囲は地区内クラブによって推薦された
候補者に限定されるものではありません。（国際ロータリー細則 第 12.030.4）
　候補者の資格条件については、クラブ会長を全期務めた経験があることなど、詳しくは「ガバナーノ
ミニーの資格条件（国際ロータリー細則 第 16.010.）」「ガバナーの資格条件（国際ロータリー細則 第
16.020.）」をご参照ください。

地区選挙の指針
　被選役職には最適任の候補者が選出されるべきである、というのがロータリーの基本原則です。RI 細
則は、候補者、候補者の支持者、そのほかのロータリアンによる、選挙運動や投票依頼など（ただしこれ
に限らない）、肯定的、否定的を問わず選挙手続きに影響を及ぼすいかなる行動も禁止しています。RI 理
事会は、選挙手続きをロータリアンにより良く理解してもらうため、以下の指針を作成しました。

すべてのロータリアン向け
● 以下の文書で説明されている選挙に関する RI の指針を読み、順守する：

○ RI 細則：第 12 条ならびに 13 条 
○ロータリー章典：17.030.3、17.040、19.030、26.070

● 注目を集めようとしたり、候補者の名前や業績を宣伝したり、ほかの人に対して不当に有利となるよ
うな行動は避ける。

候補者向け
● 自分のために選挙運動が行われた場合には、直ちに書面にてそれを認めない旨表明し、そのような活

動を中止するよう求める。
● 対抗候補者の不適切な行為に対し、同じような方法で反応しない。
● 必要な責務を果たす場合を除き、その選挙に関わっているクラブと連絡を取ったり、訪問したりしな

い。現在の任務や新しい任務が選挙運動のように解釈される可能性がある場合には、地区ガバナーに
相談する。割り当てられた活動を日常的に遂行することは、選挙に関するロータリーの方針への違反
ではない。

提出締切　2021 年 12 月 31 日（金）
提 出 先　国際ロータリー第 2800 地区 指名委員会　宛

〒 994-0027　天童市桜町 2-20
国際ロータリー第 2800 地区 地区事務局 気付
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ロータリー奉仕デー

第１グループの活動
第１グループガバナー補佐　青山 武

（酒田スワンRC）　

　去る９月 26 日（日）午前８時より酒
田市宮海海水浴場において、第１グルー

プの「ロータリー奉仕デー」活動として海岸清掃を行いました。当日は曇り空の強風のため、準備したロー
タリー奉仕デーの旗を数本しか立てられませんでしたが、雨の心配はいらなかったので安心しました。参
加者は開始時間より早く集合され、早速ゴミ袋を持って清掃を行っておりましたが、開会式を行うため待っ
ていただくようお願いしました。庄内人の気質が感じられる一場面でした。
　「ロータリー奉仕デー」には、第１グループ５クラブと酒田 RAC の参加者 64 名、地域協力者 16 名、
山形県庄内総合支庁より２名、そして矢口ガバナーと令夫人も現地に駆け付けて下さり、総勢 84 名での
活動となりました。
　矢口ガバナーは挨拶で、地球環境保全の重要性、地域と RC が一体となり環境美化への契機になること
を期待し、この度の「ロータリー奉仕デー」は県内のロータリアンを始め世界各国で同様の活動が展開さ
れていると説明されました。
　今回、回収したゴミは、ペットボトル・プラスチック容器・漁具・缶など約 400 袋となりました。中
にはハングル文字の容器もありましたが、県環境課職員から確認をしていただきながらの作業たっだので
安全に行われました。参加者は回収したゴミの多さに驚い
た様子でした。
　本来は２週間前に計画されていたイベントでしたが、コ
ロナウイルスによる山形県の感染防止緊急期間と重なり延
期したため、参加人数の減少を心配しましたが、これだけ
多くのロータリアン・アクト、地域の方からご協力いただ
けたことに心より感謝いたします。
　山形県環境課様には参加者全員へのボランティア保険の
助成及び機材の貸与、また酒田市様にはゴミ袋の提供と回
収ゴミの処分をご支援いただき御礼申し上げます。
　最後になってしまいましたが、第２グループ今間ガバ
ナー補佐には、第１グループと同日同時の開催企画のため、
何かとお手数をお掛けし申し訳ございませんでした。おか
げさまで無事、成功裏に終了する事ができました。この場
を借りて感謝申し上げます。

ロータリー奉仕デー
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ロータリー奉仕デー

第２グループの活動
第２グループガバナー補佐　今間 勝見

（鶴岡西RC）　　　　　

　いよいよ、矢口年度がスタートする時期に「ロー
タリー奉仕デー」全国一斉海岸清掃の話が 2820 地

区のガバナーから出ているという事を初めて聞きました。
　その時思った事は第２グループの事業として取り組むのも良い事だ
という事ですが第２グループだけの取り組みでは山形県の海岸清掃を
達成出来ないという事でした。
　そこで山形県の海岸清掃を少しでも広く行う為に、第１グループの
青山ガバナー補佐に「一緒にやりませんか」と声掛けを致しました。
青山ガバナー補佐からは第１グループの会長幹事会に諮ったところ、
快く各クラブから快諾して頂いたので是非にという返事があり、共に連絡を取り合いながら９月 12 日の

「ロータリー奉仕デー」全国一斉海岸清掃に向けて準備を進める事になりました。
　事が決まると青山ガバナー補佐からは非常に早く行動して頂き、庄内支庁から借りる清掃用具等の手配
を全てやって頂きました。
　最初の予定では９月 12 日が「ロータリー奉仕デー」全国一斉海岸清掃でしたが、新型コロナが全国的
に蔓延した事等で二週間の延期を決断する事になりました。
　第１グループの青山ガバナー補佐とは、同じ日に奉仕活動をしようと決めておりましたので、９月 26
日に第１グループは宮海海水浴場、第２グループは湯野浜海岸と由良の香頭ヶ浜の海岸清掃を朝８時から
一斉に開始、約１時間 40 分の奉仕活動となりました。
　矢口ガバナーは第１グループの宮海海水浴場へ、齋藤地区幹事と鈴木地区資金委員長からは第２グルー
プの手伝いをして頂き、南陽東ローターアクトクラブの佐藤美颯さんと鶴岡ローターアクトからはマリ
エッタ会長と２名が参加してくれました。
　これまでのロータリーの奉仕活動では、直接労力を使っての奉仕活動をあまり耳にした事が無く、参加
クラブのロータリアンは汗を流しての奉仕活動を実感し、終了した後の皆さんの顔は達成感で輝いていた
様に感じました。
　解散式では佐藤孝子ガバナーエレクトから参加者に対して心からのお礼の言葉を頂いて、それぞれが帰
路に就き事故も無く終了する事が出来ました。
　改めて、「ロータリー奉仕デー」全国一斉海岸清掃に参加しご協力頂いた、良き友ロータリアンの皆さ
んに感謝を申し上げます。
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ガバナー公式訪問

◎白鷹ロータリークラブ

◎酒田ロータリークラブ

　８月 26 日（木）矢口信哉ガバナー、近野永順
ガバナー補佐、齋藤賢一地区幹事、齋藤博水ロー
タリーの友委員、網干康地区会計監査委員の計５
名をお迎えしてガバナー公式訪問が行われまし
た。予定では、例会終了後の市長表敬訪問でした
が、緊急の臨時議会開催ということで、午前中の
時間変更となりました。その後例会場にて、会長
幹事会が行われました。会では、終始和やかな雰
囲気で、計画書に沿って矢口ガバナーより東根
ロータリークラブの例を交えて貴重なご意見や的
確なアドバイスをいただきました。写真撮影後、
例会が開催されました。近野ガバナー補佐の挨拶
後、矢口ガバナーより、今年度の RI の方針そし
て地区の目標を分かりやすく且つ丁寧に、そして
今後のクラブ運営の参考になるお話をいただきま
した。矢口ガバナーの熱い思いに応えるべく、白
鷹ロータリークラブでは、早速９月２日の例会に
於いて３分科会に分かれ、中核的価値（奉仕、親睦、
多様性、高潔性、リーダーシップ）・時流対応（現
況直視、目線を上に時代対応）・多様性（自分の
価値観にとらわれない、柔軟な挑戦）についてク
ラブフォーラムを開催いたしました。少人数のク

　ロータリークラブの例会プログラムで最も重要
な中に、ガバナー公式訪問があります。2021 年
９月１日（水）酒田ロータリークラブに矢口信哉
ガバナーをお迎えしました。随行は第１グループ
青山 武ガバナー補佐、ガバナー事務所より齋藤
賢一地区幹事、笹原 崇統括副幹事（事務局長）、
佐藤茂美地区副幹事の三氏が同行されました。合
計５名で公式訪問にいらっしゃるという事で、今
年のガバナー事務所の力の入れ方がわかります。
まずはご一行の来酒を心より歓迎申し上げます。
　本年度の地区テーマは「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」であります。
　少々難しい文言が出てきますが、平たく言えば、

「基本の考え方を大切に、時代に合わせ、心を込
めて実践しましょう」という意味ではないかと思
うのです。
　矢口ガバナーは、具体的にも、やさしくわかり
やすく話されました。コロナ禍で、ロータリーの
活動が困難を極める中、怖れて何もしないのでは
なく、正しく学び、正しく怖れ、正しく行動する
大切さを説かれました。
　酒田ロータリークラブの本年度の目標は明確で
す。会員増強、例会出席率の向上、姉妹クラブと

ラブではありますが、向田会長の下、活気のある
クラブを目指し、楽しく品格のある例会を 60 周
年に向けて重ねていきたいと思っております。矢
口ガバナーにおかれましては、コロナ禍の大変な
時期ではありますが一年間のご活躍とご健勝を祈
念し引き続きのご指導をお願い申し上げます。お
忙しい中での公式訪問に、会員一同感謝申し上げ
ます。 （幹事：大村　安広）

の交流の継続です。その点、矢口ガバナー年度の
考え方に合致します。特に、会員増強では、純増
３名、10％以上を目指します。又、矢口ガバナー
から衛星クラブについてお話がありました。当ク
ラブを含め今後のロータリークラブの存続継続の
一助になり得るものと感じました。全体を通し、
有意義かつ親しく公式訪問を終えることが出来感
謝申し上げます。 （会長：高橋　弘哉）

来訪日：８月 26 日（木）
例会場：割烹志ん月
会　長：向田　宏男
幹　事：大村　安広

来訪日：９月１日（水）
例会場：ホテルリッチ＆ガーデン酒田
会　長：高橋　弘哉
幹　事：阿部　敏和

ガバナー公式訪問
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◎中山ロータリークラブ
　９月６日（月）矢口信哉ガバナーより当中山ク
ラブに公式訪問をしていただきました。
　コロナが県内でも非常に心配される時期なの
で、十分検討を重ね出来る限りの予防策を行いま
した。第５グループの布施ガバナー補佐、そして
地区役員の方々にも中山においでいただきまし
た。最初は佐藤中山町長さんに表敬訪問させてい
ただきました。中山町の方針、自慢の話、そして
ロータリーの活動などについて町長さんとガバ
ナーが以前から親交があるかのように熱心に意見
交換されました。
　続いて会場を移動して、ガバナー補佐、会長、
幹事会をさせていただき指導を賜りました。当ク
ラブは少人数なのにますます会員が減少し、現在
の最大目標が純増２人実現させたいこと、会員同
士が仲良く地域奉仕などに取り組んでいる旨を話
しました。例会ではガバナーそして、ガバナー補
佐の講話をしっかりお聞きしました。そして今後
の活動に確実に反映させるつもりです。残念なが

ら会食は出来ず昼食は弁当持ち帰りになりまし
た。
　ガバナーはじめ皆様に感謝し、少人数のクラブ
なりにしっかり活動していきたいと思います。
 （会長：小松　幸弘）

来訪日：９月６日（月）
例会場：ひまわり館
会　長：小松　幸弘
幹　事：小松　　努

ガバナー公式訪問

ガバナー公式訪問

◎新庄ロータリークラブ
　９月２日（木）矢口信哉ガバナー、工藤俊夫第
３グループガバナー補佐、齋藤賢一地区幹事、神
尾健悦地区副幹事をお迎えし、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、
当クラブからは長澤会長と幹事の海藤が出席し、
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、当クラブの方針についても熱
心にアドバイスを受けました。特に会員拡大の方
法やこれからのクラブ運営に関して若い私たちに
熱心に指導していただきました。また、比較的世
代交代が進んでいる当クラブにおけるクラブ運営
に関して女性会員を増やす必要性や、年代ごとの
勧誘方法や衛星クラブの設立など他のクラブの成
功事例を含めご教授いただきました。
　その後 12 時より例会を開始し、ロータリーソ
ングに始まり、当クラブ会長挨拶の後、おいしい
食事をとり工藤ガバナー補佐からのお話を頂戴し
矢口ガバナーの卓話をいただきました。
　矢口ガバナーの卓話はパワーポイントを駆使し
て分かりやすく基本理念・基本方針等を説明くだ

さいました。もっとも印象的だったのは元気なク
ラブづくりの要諦として第一は儲かること、第二
は命にかかわること、第三は明るく楽しいことと
ご説明いただいたことでした。今後はこのことを
肝に銘じてクラブ運営をしていきたいと思いま
す。本当に有意義な時間を頂きありがとうござい
ました。 （幹事：海藤　剛）

来訪日：9 月 2 日（木）
例会場：つたや本店
会　長：長澤　　裕
幹　事：海藤　　剛
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ガバナー表敬訪問

ガバナー表敬訪問

◎小国町長表敬訪問
　８月 25 日（水）矢口信哉ガバナー、近野 AG、
齋藤地区幹事、小国ロータリークラブ髙橋会長、
穴沢幹事、小国クラブの渡邊町議６名で仁科洋一
町長を表敬訪問いたしました。
　木材を豊富に使った庁舎を見て、感動しました。
　町づくり等、色々とロータリーの活動等の話し
合いを行い、小国町は山林面積が多く、ダム等の
発電を行っている事を話し合いました。
　来年は４月頃に IM ミーティングの会場として
の話もして、大いに盛り上がりました。
 （第６グループガバナー補佐　近野 永順：南陽 RC）

◎白鷹町長表敬訪問
　８月 26 日（木）午後から議会開催中のため、午
前 10 時半まで白鷹町役場に集合して、矢口ガバ
ナー、近野 AG、齋藤地区幹事、白鷹ロータリー
クラブ向田会長、黒澤副幹事と５名で佐藤誠七町
長を表敬訪問しました。
　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、地域づくりを
推進していきたい旨を提言し、町長は全面的に協
力したいとの意向を示されました。また、町長か
らは白鷹町出身の白鷹山の協力もよろしくお願い
しますとの事を言われ、相撲会において将来大物
になってもらう事も願っているとの事もガバナー
から話があり、大いに盛り上がりました。
　町長からもロータリークラブに対して、今後と
も地域貢献をよろしくとの事でした。
 （第６グループガバナー補佐　近野 永順：南陽 RC）

◎中山町長表敬訪問
　中山町長へ表敬訪問の為お伺い致しました。中
山ロータリークラブ小松幸弘会長の案内で矢口信
哉ガバナー、齋藤賢一地区幹事、第５グループ布
施富將ガバナー補佐、中山ロータリークラブ小松
努幹事とでお伺いしました。ニコニコしてなごや
かにお話をして下さいました。矢口ガバナーの実
姉が中山地区に嫁いでいらっしゃるお話が出まし
たら、益々話が盛り上がりお知り合いが次々出て
なごやかに笑い声の多い表敬訪問となりました。
　中山町長は、町の為に活動されている中山ロー
タリークラブを貴重な団体として頼りにされてい
るご様子で、ガバナーも安心されていました。
　只一つ会員を増やす事が今後とも必要な事で
あった様に感じて参りました。
 （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

ブランドを育てる（ブランディング）
■ブランディングの意義
　企業においてその名と活動の意義を広く社会に認知し理解してもらうことは、経営戦略いわゆるマーケティング戦略においてと
ても重要なことです。同様に奉仕と親睦を標榜し、職業人による世界的ネットワークを構築してきたロータリーにおいても、世界
中の地域社会に好ましい変化をもたらす行動人として、その活動を認知してもらうことは公共イメージ向上にとって大変重要なこ
とです。その本質は、ロータリーの存在意義（意味）とその活動の「魅力」を伝えていくことです。
　そのためには「ロータリーのブランド」を育てていく必要があります。そもそも「ブランド」とは、焼き印のことで、特定生産者
による商品を他のものと識別する手段として使われてきたものです。ブランドはロゴマークやその意味するものを企業と顧客との
接点（タッチポイント）を通して、顧客に評価され、顧客の脳裏に蓄積されていく価値のことです。したがって「ブランディング」は、
顧客の頭の中にブランドを構築し、価値を高めて確固たる評価を得ていくことです。つまりブランドを育てていくことです。「ロー
タリーのブランディング」においても、ロータリアン及び、クラブと地域住民や各種団体などとのタッチポイントを通して、ロータリー
の魅力を広く社会に認知され評価されていくことが求められます。
■インナーブランディングとアウターブランディング
　クラブや会員が各種の奉仕活動を通じて、地域住民や各種団体とのタッチポイントによる一貫性のある訴求行動をとっていく
ことが、ロータリーブランドの「らしさ」（価値）をつくるカギとなります。ロゴマークの入ったＴシャツでの町の清掃や祭り、各種
イベントでの協力、こういったその場その時のタッチポイントが公共イメージ浸透のカギとなります。ロータリー活動に関わるすべ
てのロータリアンが、何をなすべきか課題を明確に抱いて目標に向かって行動することが必要です。これを成功に導くためには、
まず会員へ行動を促すためのロータリー研修、ことに公共イメージ向上のためのブランディング研修が欠かせません。この会員
向けに行うブランドの意識づけが「インナーブランディング」です。
　一方「アウターブランディング」と呼ぶテレビや新聞、ネット記事などの外向けの宣伝広告あるいは展示会やイベントがあります。
宣伝広告は広域にわたり広報されますが、かなりのコストがかかります。コストのかからない方法として、新聞や雑誌等のメディ
アに「記事」として取り上げてもらう「パブリシティ」がありますので、意義ある奉仕活動を記事に載せてもらうことも重要です。
■日経新聞に掲載
　去る10 月 22 日（金）の日経新聞にロータリーの記事が掲載されました。「地球の課題　今、解決へ若い力を」を大見出しに、
辰野克彦 RI 理事がインタビューに答える形で、ロータリーとは、ロータリーの特色とは、世界での奉仕活動についてなど、思い
を込め力強く述べられています。またロータリーの「とんがり」ともいうべき「ポリオ根絶」のメッセージ、日本独自の「米山記念
奨学会」の紹介や、日本ロータリー黎明期のクラブも紹介されており、アウターブランディングにとても有効であると感じました。
皆さんの地区や地元地域において、この日経新聞のようなマスメディアのメッセージを活用していただき、ロータリー活動を活発
に行われることを期待いたします。
　ブランディングの意義をご理解され、「インナーブランディング」と「アウターブランディング」がうまく調和して一貫してロータリー
活動が実施されれば、ロータリーと社会がつながり、クラブの活性化とロータリーの公共イメージ向上に大いに役立つものと信
じます。
� 第２地域 ロータリー公共イメージコーディネーター補佐 高良 明（川崎西 RC）

会員数９万人復活を！
　昨年年初からあっという間にパンデミックを引き起こした新型コロナウィルス感染症ですが、わが国ではワクチン接種の進展
に伴い、何とか収束の気配がしてきました。
　全世界に衝撃をもたらしたこの新型コロナウィルスに、我らがロータリーも多大な影響を受け、その活動の停滞だけでなく、
結果的にクラブ数や会員数にも大きな打撃を受けました。一昨年７月から見ると、日本でも 34 地区のうちクラブ数が増えたの
は 2730 地区（鹿児島・宮崎）の１地区だけで、実に 22 地区でクラブの終結・減少がみられ、全地区で会員数が減少し、現
在 8.5 万人と低迷しています（いずれも７月末対比）。ただ、その中で世界のロータリー会員数は、130万人を目指すシェカール・メー
タ RI 会長の「Each One , Bring One」の檄によって、今年６月に 116 万人台まで落ち込んでいたものが、10 月には 119 万人
にまで回復しています。
　その会員増に貢献しているものに、2013 年度から導入された「衛星クラブ」があります。「衛星クラブ」はわが国でも昨年度
から各地区で具体的な取り組みが始まり、昨年度で９クラブ、今年度は７月に２クラブが誕生しています。そしてこの動きは「衛
星クラブ」の理解度が徐々に高まってきたということだと思います。これからが楽しみです。是非、これからのロータリアンの登
竜門としての「衛星クラブ」設立を検討してみてください。
　さて、ロータリーの基本は “ サービス” ですが、このロータリーサービスは行動があって初めて具現化されます。新型コロナ
禍では、クラブ例会が休会に追い込まれたり、オンラインでの開催になるなどと、クラブサービス活動にも制約を受け、更に目
指す社会奉仕活動においても制限を強いられるようなものにせざるを得ない状況でした。でもそれも緊急事態宣言やまん延防止
措置が解かれた今、私どもはその喜びを早速行動で表しましょう。そして各会員、各クラブ、そして各地区のロータリーサービス
に勢いを感じられるものになれば、それがロータリーブランドの向上につながり、ひいては新会員の入会促進と会員の退会防止
にもつながります。私共は会員一人一人の会員増強活動も大切ですが、各クラブ、各地区では、公共イメージ向上委員会と一体
となって、ロータリーサービスの素晴らしさを社会の皆さん方に広めていき、クラブの門戸を叩く人を増やしていただければ、そ
れは本当の基盤向上につながります。さあ、わが国でもあと８か月で、会員数９万人復活を実現しましょう！

� 第２地域 ロータリーコーディネーター補佐 神野 重行（名古屋名駅 RC）

2021年11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Region 1 & 2 & 3

ブブラランンドドをを育育ててるる（（ブブラランンデディィンンググ））

■■ブブラランンデディィンンググのの意意義義

企業においてその名と活動の意義を広く社会に認知し理解してもらうことは、経営戦略いわゆるマーケティング戦略にお
いてとても重要なことです。同様に奉仕と親睦を標榜し、職業人による世界的ネットワークを構築してきたロータリーにおいて
も、世界中の地域社会に好ましい変化をもたらす行動人として、その活動を認知してもらうことは公共イメージ向上にとって
大変重要なことです。その本質は、ロローータタリリーーのの存存在在意意義義（（意意味味））ととそそのの活活動動のの「「魅魅力力」」をを伝伝ええてていいくくことです。

そのためには「ロータリーのブランド」を育てていく必要があります。そもそも「ブランド」とは、焼き印のことで、特定生産者に
よる商品を他のものと識別する手段として使われてきたものです。ブランドはロゴマークやその意味するものを企業と顧客と
の接点（タッチポイント）を通して、顧客に評価され、顧客の脳裏に蓄積されていく価値のことです。したがって「ブランディン
グ」は、顧客の頭の中にブランドを構築し、価値を高めて確固たる評価を得ていくことです。つまりブランドを育てていくことで
す。「ロータリーのブランディング」においても、ロータリアン及び、クラブと地域住民や各種団体などとのタッチポイントを通し
て、ロータリーの魅力を広く社会に認知され評価されていくことが求められます。

■■イインンナナーーブブラランンデディィンンググととアアウウタターーブブラランンデディィンンググ

クラブや会員が各種の奉仕活動を通じて、地域住民や各種団体とのタッチポイントによる一貫性のある訴求行動をとって
いくことが、ロータリーブランドの「らしさ」（価値）をつくるカギとなります。ロゴマークの入ったTシャツでの町の清掃や祭り、各
種イベントでの協力、こういったその場その時のタッチポイントが公共イメージ浸透のカギとなります。ロータリー活動に関わ
るすべてのロータリアンが、何をなすべきか課題を明確に抱いて目標に向かって行動することが必要です。これを成功に導
くためには、まず会員へ行動を促すためのロータリー研修、ことに公共イメージ向上のためのブランディング研修が欠かせま
せん。この会員向けに行うブランドの意識づけが「「イインンナナーーブブラランンデディィンンググ」」です。

一方「「アアウウタターーブブラランンデディィンンググ」」と呼ぶテレビや新聞、ネット記事などの外向けの宣伝広告あるいは展示会やイベントがあり
ます。宣伝広告は広域にわたり広報されますが、かなりのコストがかかります。コストのかからない方法として、新聞や雑誌等
のメディアに「記事」として取り上げてもらう「パブリシティ」がありますので、意義ある奉仕活動を記事に載せてもらうことも重
要です。

■■日日経経新新聞聞にに掲掲載載

去る１０月２２日（金）の日経新聞にロータリーの記事が掲載されました。「地球の課題 今、解決へ若い力を」を大見出しに、
辰野克彦RI理事がインタビューに答える形で、ロータリーとは、ロータリーの特色とは、世界での奉仕活動についてなど、思
いを込め力強く述べられています。またロータリーの「とんがり」ともいうべき「ポリオ根絶」のメッセージ、日本独自の「米山記
念奨学会」の紹介や、日本ロータリー黎明期のクラブも紹介されており、アウターブランディングにとても有効であると感じま
した。皆さんの地区や地元地域において、この日経新聞のようなマスメディアのメッセージを活用していただき、ロータリー活
動を活発に行われることを期待いたします。

ブランディングの意義をご理解され、「インナーブランディング」と「アウターブランディング」がうまく調和して一貫してロータ
リー活動が実施されれば、ロータリーと社会がつながり、クラブの活性化とロータリーの公共イメージ向上に大いに役立つも
のと信じます。

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補補佐佐 高高良良 明明（（川川崎崎西西RRCC））



10 Governor’s Monthly Letter

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 2021.9.30 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） 67.11 0 （0） 0 （0） 67.84 
2 酒田東 32 （5） 31 （5） 95.16 0 （0） 1 （0） 93.18 
3 酒田中央 39 （0） 39 （0） 0.00 0 （0） 0 （0） 83.45 
4 酒田スワン 15 （5） 16 （5） 88.33 1 （0） 0 （0） 87.78 
5 酒田湊 14 （3） 14 （3） 92.86 0 （0） 0 （0） 94.05 

第
２
グ
ル
ー
プ

6 鶴岡 26 （5） 26 （5） 82.67 0 （0） 0 （0） 80.22 
7 鶴岡西 28 （4） 28 （4） 77.38 0 （0） 0 （0） 77.58 
8 余目 34 （1） 35 （1） 63.73 1 （0） 0 （0） 81.92 
9 鶴岡東 26 （2） 26 （2） 0.00 1 （0） 1 （0） 70.14 
10 鶴岡南 25 （4） 25 （4） 86.67 0 （0） 0 （0） 86.22 

第
３
グ
ル
ー
プ

11 天童 43 （4） 43 （4） 0.00 0 （0） 0 （0） 92.49 
12 東根 39 （1） 39 （1） 80.34 0 （0） 0 （0） 80.33 
13 天童東 51 （0） 50 （0） 0.00 0 （0） 1 （0） 93.26 
14 天童西 14 （3） 14 （3） 0.00 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） 73.81 1 （0） 0 （0） 79.76 
18 尾花沢 16 （0） 17 （0） 100.00 1 （0） 0 （0） 87.24 
19 最上 21 （2） 20 （2） 57.50 0 （0） 1 （0） 53.82 
20 尾花沢中央 14 （1） 14 （1） 71.42 0 （0） 0 （0） 72.61 
21 村山ローズ 15 （4） 15 （4） 62.22 0 （0） 0 （0） 68.89 
22 新庄あじさい 17 （0） 17 （0） 70.59 0 （0） 0 （0） 75.49 

第
４
グ
ル
ー
プ

23 寒河江 40 （2） 41 （2） 92.37 1 （0） 0 （0） 88.03 
24 大江 15 （1） 15 （1） 95.00 0 （0） 0 （0） 95.39 
25 河北 26 （0） 26 （0） 0.00 0 （0） 0 （0） 80.63 
26 寒河江さくらんぼ 36 （3） 37 （3） 80.23 1 （0） 0 （0） 87.95 
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） 87 （0） 98.56 1 （0） 0 （0） 98.58 
29 山形北 70 （3） 70 （3） 92.42 0 （0） 0 （0） 90.19 
30 山辺 26 （1） 26 （1） 80.77 0 （0） 0 （0） 79.06 
31 山形南 53 （1） 53 （1） 81.70 0 （0） 0 （0） 84.14 
32 中山 10 （0） 10 （0） 80.00 0 （0） 0 （0） 80.00 
33 山形西 98 （0） 99 （0） 96.40 1 （0） 0 （0） 95.45 
34 上山 17 （3） 17 （3） 77.12 0 （0） 0 （0） 81.59 
35 山形東 29 （2） 29 （2） 0.00 0 （0） 0 （0） 100.00 
36 山形中央 37 （4） 38 （5） 96.97 1 （1） 0 （0） 96.52 
37 山形イブニング 22 （0） 23 （0） 66.67 1 （0） 0 （0） 69.35 

第
６
グ
ル
ー
プ

38 米沢 50 （5） 49 （5） 69.07 0 （0） 1 （0） 78.58 
39 米沢上杉 67 （3） 68 （3） 98.53 1 （0） 0 （0） 97.84 
40 高畠 42 （3） 42 （3） 73.81 0 （0） 0 （0） 70.37 
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） 74.55 
43 長井 26 （0） 26 （0） 78.00 1 （0） 1 （0） 80.33 
44 南陽 9 （0） 9 （0） 77.78 0 （0） 0 （0） 79.01 
45 白鷹 19 （1） 20 （1） 71.25 1 （0） 0 （0） 83.67 
46 小国 13 （0） 13 （0） 72.89 0 （0） 0 （0） 75.86 
47 南陽東 27 （2） 27 （2） 88.88 0 （0） 0 （0） 84.91 
48 長井中央 22 （1） 22 （1） 62.86 0 （0） 0 （0） 65.92 
49 南陽臨雲 28 （3） 28 （3） 71.43 0 （0） 0 （0） 71.43 
合　　　計 1512 （100） 1521 （101） 66.26 15 （1） 6 （0） 82.78 
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新入会員紹介・新人ロータリアンからひと言・ハイライトよねやま

新入会員紹介

鈴
すず

木
き

 敬
たか

之
ゆき

所　　属：高畠RC
職業分類：小売業
入　　会：2021 年 10月１日

新人ロータリアンからひと言

　少子高齢化を伴いながら人口減少が着実に進ん
でいます。６月に公表された 2020 年国勢調査の
速報値によれば、山形県内の全市町村の人口がマ
イナスとなりました。
　その影響は、各地で進む小学校の統廃合が最た

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

るものです。さらに伝統的なコミュニティー、例
えば地区会、祭り行事の実行組織、その他多くの
団体での担い手不足が意識されているのではない
でしょうか。社会を支えてきた「公」の担い手不
足が至るところで深刻化しています。
　奉仕という生き方を実践して社会全体の向上を
目指すロータリーの姿勢は、これまで以上に求め
られていると思います。このたび、ご縁があって
ロータリークラブの一員になりましたが、「公」
を支える良きロータリアンとなれるよう努力して
まいります。

・米山月間の由来�
・動画で理解促進を�—�YouTube ページのご案内�—
・寄付金速報　—�米山月間へご協力ください�—�

・道路のゴミ拾いで再始動�—�第 2770 地区学友会�—�
・大学学長に就任した米山学友

全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight259_pdf.pdf

今月のトピックス
�. �������
国際ロータリー理事会が指定したロータリー

の特別月間に加え、日本独自の月間テーマとし

て、10 月は米山月間となっています。なぜ、10

月なのでしょうか？ 

1975 年 8 月、米山梅吉翁が逝去した 4 月 2 8
日までの 1 週間を「米山週間」とすることが決

定しました。ある地区ですでに行われていた強

化活動を全国へ広げ、米山奨学事業を促進する

ことが目的でした。しかし 1980 年度になると、

米山週間は 4月から 10月 1日～7日へと変更さ

れました。その理由はいくつかあります。一つ

には「ロータリー雑誌週間」が 1978 年度から 4

月となり、重なってしまったこと。また、4月で

は各クラブへ送付される事業

報告書などの資料数字が約 1

年前のものとなることや、採用

されたばかりの奨学生に卓話

を依頼することに無理がある、

交通機関のストライキが多い、

など現実的な支障があったた

めです。そして何よりも、東京ＲＣによる米山

基金から日本全地区クラブの共同事業とする決

議や合意が行われた地区大会が、いずれも 10 月

だったこと、これが大きな理由とされています。 

1983 年からは週間制度が「月間」となり、10

月が米山月間として定着し、今に至っています。 

�. �������� � ������� ������� �
米山記念奨学会では動画で直感的に当

事業を理解していただけるよう、公式

YouTube チャンネルを開設し、順次新しい

動画をアップロードしています。今年度は、

「クラブの国際奉仕と米山学友」（11 分）、

「TOKYO2020 でボランティアをした米山

学友」（2 分）の 2 本を新たに追加。今後

も、水野 功副理事長が語る米山記念奨学

事業の解説動画など、順次公開予定です。

ぜひチャンネル登録をお願いします 

�.  ����� � ������������ �
9 月までの寄付金は前年同期と比べて 7.5％

減（普通寄付金:0.3％減、特別寄付金:16.6％

減）、約 2,800 万円の減少となりました。 

新型コロナウイルスの感染者数は8月に過去

最大のピークを迎えました。各地で出された緊

急事態宣言やまん延防止等重点措置を受け、例

会が長期休会となっていたクラブも多くあり

ます。この影響により、7～9 月の累計額は 2012

年度以降で最も低い金額となりました。 

10 月は米山月間です。徐々にコロナに対する

警戒レベルも引き下げられ、行動制限も緩和さ

れてまいりました。ロータリー活動も再開され

つつありますので、できる限り奨学生との交流

を増やしていただき、会員の皆さまにおかれま

しては引き続き米山記念奨学事業へのご理解

とご支援をよろしくお願いいたします。 
 

Vol.
2021 年10 月13 日 

発 行 

米 山 月 間 10 月は 

米山奨学会の 
公式 YouTube チャンネル→ 
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Schedule of November 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

11/ 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（南陽臨雲）
Ｇ公式訪問（寒河江さくらんぼ）
（文化の日）　次期ガバナー補佐研修会（GE）
Ｇ公式訪問（米沢）　九里学園高等学校IAC表敬訪問

青少年交換委員会＆オリエンテーション③
第２グループIM
Ｇ公式訪問（米沢おしょうしな）
Ｇ公式訪問（山辺）　山辺町長表敬訪問
Ｇ公式訪問（長井中央）
Ｇ公式訪問（酒田東）

Ｇ公式訪問（東根中央）
Ｇ公式訪問（最上）　最上町長・新庄東高等学校IAC表敬訪問

Ｇ公式訪問（東根）

ローターアクト第１エリア代表者会議
クラブ活性化と会員基盤向上に向けて（Zoom）

（勤労感謝の日）
Ｇ公式訪問（天童東）
Ｇ公式訪問（高畠）　高畠町長表敬訪問

米山奨学生選考試験

Ｇ公式訪問（河北）
Ｇ公式訪問（鶴岡）　鶴岡東高等学校IAC・鶴岡中央高等学校IAC表敬訪問

植
松

　龍
祥（
書
）

ガバナー月信

11月の地区スケジュール

ロータリー財団月間

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/

オフィシャルLINE

CONTENTS
・ガバナーメッセージ
・ガバナーノミニー・デジグネート候補者 推薦について
・ロータリー奉仕デー
・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

・新人ロータリアンからひと言
・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
・殿村藍田・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。


