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Ｇ公式訪問（西川月山）

ロータリー財団地域セミナー
ガバナー会議③・GETS・GNTS・メジャードナー午餐会
第50回ロータリー研究会（東京）

鶴岡市長・羽黒高等学校IAC表敬訪問
諮問委員会②・地区チーム研修セミナー①（GE）・国際協議会出発歓送会（GE）
全国青少年交換委員長・危機管理委員長 合同会議

山本学園高等学校IAC表敬訪問

青少年交換委員会＆オリエンテーション④

インターアクト連絡協議会②

年末年始休暇（～1／6）
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12月の地区スケジュール

疾病予防と治療月間
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CONTENTS
・ガバナーメッセージ
・第1回ガバナー補佐会議
・次期ガバナー補佐研修会
・地区委員会報告
・ガバナー公式訪問

・ガバナー表敬訪問
・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
・コーディネーターニュース

・クラブ会員数・出席率報告
・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

・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。



2 Governor’s Monthly Letter

　12 月は疾病予防と治療月間です。もうしばらくは油断することなく、感染予防行動を
継続しての生活でまいりましょう。
　11 月 19 日の新聞は「大谷　満票　MVP」と大見出しでの紙面、エンゼルス・マドン
監督は「素晴らしい人柄　周囲に敬意」そして謙虚な人柄がとても良いです。
　今年の偉業に肩を並べ、超える選手がいるとしたらそれは彼自身だろう。とコメント。
来期も是非、日米両国の野球ファンを魅了してください。
　さて、公式訪問も５か所を残すのみとなり、各クラブを思い出しながらクラブセント
ラルにコメントしているところです。訪問手配、同行していただいた地区幹事・ガバナー
補佐・東根ロータリークラブ会員に感謝申し上げます。訪問した全クラブがコロナ感染
の中、充実した例会の在り方を工夫されている姿勢に、大きな感動を頂き一同大変勉強
になりました。
　インターアクトも訪問させていただき、しっかりと活動報告を頂き頼もしくもっともっ
とクラブ数を拡大できればと思いました。
　ローターアクトの喜連地区代表より、来年２月東根市で献血事業をしたいので会場の
手配の要請があり、確保いたしました。例年２月は輸血用血液が足りなくなるとのこと。
　タイムリーな事業ですので、2800 地区全会員のご協力をお願いいたします。
　後日改めてお知らせ申し上げます。

ガバナーメッセージ

2800 地区ロータリー情報委員会の
LINE登録お願いいたします

ガバナー、地区委員長のメッセージ並びに各クラブの情報を

発信しておりますので是非ご覧ください。

ガバナー月信の裏表紙にもQRコードを掲載しております。

ガバナーメッセージ

疾病予防と治療月間

第 2800地区ガバナー　矢口　信哉



3Governor’s Monthly Letter

第1回ガバナー補佐会議・次期ガバナー補佐研修会

第1回　ガバナー補佐会議報告

　10 月 17 日（日）地区事務局にて第１回の
ガバナー補佐会議を開催致しました。
　議題は会員増強について、クラブ奉仕デーの
取組み、地区大会へのお願いその他意見交換で
した。会員増強については７月、８月で純増 11
名でした。来年の６月末まで 1600 名を目指し

て会員増強にご協力をお願いいたします。特に女性会員の拡大に力を注いでください。今現在 26 クラブ
の公式訪問が終了いたしました。どのクラブもしっかりと真剣に活動に取り組まれておりますが、ガバナー
補佐の訪問時には増強の働きかけをお願いいたします。
　少人数のクラブは８月号のロータリーの友に衛生クラブについて特集されていますので是非購読チャレ
ンジをお願い致します。８名の会員で結成できます。
　インターアクト、ローターアクトも大切なロータリー青少年育成プログラムです。奉仕の心にあふれた
地域にとり有為な人材を育成するために是非の取組みをお願いいたします。
クラブ奉仕デーへの取組みについて　　９月26日第１グループ、第２グループでの海岸清掃奉仕
　大勢の人の参加協力のもと実行できました。本当にありがとうございました。新聞にも大きく取り上げ
ていただき、ロータリーのイメージアップ、認知度アップにつながる素晴らしい事業でした。各クラブに
は「ロータリー奉仕デー」の旗のもとにクラブ奉仕デーの企画実施をお願い致します。
　地区大会を残念ながら明年４月 29・30 日に日延べさせていただきました。従来の地区大会スタイルで
の開催を熱望致しております。参加者が全員、最後まで地区大会を楽しめる内容にいたしたく思います。
閉会時に全員で RI 会長代理・来賓の皆様を感謝の心でお送りいたしたいと念じております。

�地区幹事 齋藤 賢一（東根RC）

　2021 年 11 月３日（水）祝日に天童ホテル
にて次期ガバナー補佐研修会が開催されまし
た。矢口ガバナーよりクラブスタッフ・ガバ
ナー補佐のおかげでガバナーの任務が遂行さ
れていますので大変ありがたいとありまし

た。齋藤直前ガバナーよりロータリー章典を知っているのと知らないでガバナー補佐をするのでは
大きく違うので基本を知ってほしいとありました。佐藤孝子ガバナーエレクトより基本理念と基本
方針とガバナー補佐へのお願いを経験談を交えて説明をしました。今回一番の出来事はガバナー補
佐一人一人が演壇にて自己紹介を５分前後で行ったことです。一人一人を知ることが出来て佐藤孝
子ガバナーエレクトは大変喜んでおりました。佐藤孝子ガバナーエレクトの基本理念「ロータリー
を共に学び、楽しもう !!」　―共通の価値観を共有して―　の中に「私は、ロータリーは『face to 
face』によって相互理解を深めるものとの思いは変わりありませんが、これからはオンラインの良
さを取り入れながら、with コロナの中でロータリー活動をしていかなければならない事を実感い
たしました」とあります。テーマの通りに共に学び共に楽しむためには対面により個々を共有する
ことが一番であると思いますが、コロナ禍を体験していることで、オンラインを活用しても相互理
解が深まる手法も見出していかなくてはいけないのではないかと思います。次期ガバナー補佐研修
会を通じてロータリアン共通の価値観をあらためて深く思う気持ちになりました。

次期ガバナー補佐研修会
次期地区幹事　佐藤 詩郎（鶴岡RC）
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地区委員会報告

　山形県新型コロナ感染拡大防止
特別集中期間も解除になり地区
大会も延期となった空白の 10 月

16 日を米山奨学会・学友委員会で有効利用し庄
内・羽黒・山寺の旅を奨学生交流の場とし開催致
しました。事前に申込書には出席者にワクチン接
種２回完了をチェックして新型コロナウィルス感
染予防対策の注意事項を記載し感染拡大防止を徹
底して企画致しました。前日からの大雨で天候も
不安定な小雨が降る中、大型バスへ 21 名の参加
者が一人一席のもと 9:30 山形を出発致しました。
バスの中ではガバナーより挨拶を頂き和やかな
ムードの中羽黒山を目指しました。途中休憩をは
さみ月山を窓越しに見ながら進んでおりましたが
まだ紅葉しておらず残念でありましたが奨学生を
始め参加者全員久しぶりの開放感で心が癒されま
した。月山を過ぎるとあっと言う間に羽黒山到着
です。ちょうど雨も上がり羽黒山から参加の佐藤
孝子ガバナーエレクトにお出迎えして頂きご挨拶
頂きました。羽黒山では限られた時間と体力の中
で五重塔までの見学とさせて頂きましたが奨学生
はとても満喫しておりました。その後華夕美　日
本海（西川富美子米山奨学・学友委員会経営）に

て昼食を準備して頂き、豪華な食事でインスタ映
えする地元の料理にスマホのシャッター音が部屋
中ひびきわたっておりました。内陸出身の私達も
庄内料理を大変美味しく頂きました。
　さて、楽しい昼食をおえ会場を移動し次に、奨
学生カウンセラー研修会を行いました。
　カウンセラーの皆様には奨学生の悩みなどの相
談を積極的に聞き入れて異国でストレスのないよ
うに勉強できる環境づくりをお願いし、注意事項
なども改めてご確認頂き残り半年事故の無いよう
にお願い致しました。
　その後山寺へと移動致しました。
　山寺では今回は頂上までは上らず立石寺 根本
中堂やふもとの風景を楽しんで頂きました。奨学
生の中には芭蕉マニアの学生もおり頂上まで登れ
なく残念がっておりました。集合場所のおみやげ
やえんどう様からみんなに山寺名物玉こんにゃく
のサービスを頂き、初めて玉こんにゃくを見る奨
学生もおり興味津々で山形の味に舌鼓しておりま
した。帰りのバスの中で奨学生に本日の心に残っ
た事を一言ずつ発表して頂きました。その中で多
かった思い出は、奨学生みんなと交流の場ができ
てとても楽しかった。食事が美味しかった。山形
の名所に行けてますます山形が好きになりまし
た。など多くの意見が発表され、本日はとても有
意義な交流会が出来たと思っております。今後も
奨学生・カウンセラーとの交流を深め米山奨学事
業の活動を行なってまいります。

地区委員会報告

米山交流会
米山奨学・学友委員会

委員長 芦野 茂 （山形西RC）
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地区委員会報告

第２回　青少年交換・学友小委員会　オリエンテーション（面接選考）

　新型コロナウィルスによる影響
により、2019-20 年度には派遣し
た２名、受け入れした２名の早期

帰国を余儀なくされた件は記憶に新しい所です。
　その後 2020-21 年度派遣予定４名の派遣中止、
2021-22 年度派遣予定３名の派遣中止となり丸
２年派遣交換無しとなりました。
　去る 10 月２日の委員会では例年居るはずのイ
ンバウンドの姿も無く、2022-23 年度の派遣予
定の候補生の面接を主に開催いたしました。
　既に２年間の交換中止受け、来年３月に卒業を迎
えながらオーバーエイジ（高校卒業後）での交換を
希望する堀米晏留さん（酒田スワン RC）は既に決
定し、３名の新規希望者の面接をおこないました。

　新規３名においても既にスポンサークラブが決
定し、各クラブからも強くご推薦頂いておりました。
　面接を終え３名とも申し分無く面接官全員一致

青少年交換・学友小委員会

委員長 大滝 正博 （余目RC）

で派遣に問題ないと判断いたしました。
　３名とも親善大使としての使命を理解し海外派
遣への強い意志が感じられました。うち２名の父
親がロータリアンでもありご両親の絶大なる後押
しと理解を得ております。

2022-23　派遣候補生� スポンサークラブ
堀米 晏留（アンル） 羽黒高校３年 酒田スワン RC
後藤 志菜（ユキナ） 酒田南高校２年 酒田中央 RC
渡部 和香（ワカ） 余目中学校３年 余目 RC
工藤 颯（ハヤテ） 鶴岡東高校１年 鶴岡南 RC

　以上４名となります。
　今後とも当委員会に変わらぬご理解ご協力賜り
ますようよろしくお願い致します。

南陽高校 IAC表敬訪問南陽高校 IAC表敬訪問

　10 月 19 日南陽 高 校 IAC に
矢口ガバナー・齋藤地区幹事・
南陽 RC 会長・幹事・青少年奉

仕委員長・南陽東 RC 会長（インターアクト小
委員会委員）・幹事で表敬訪問して参りました。
木村校長・原田教頭・IAC 顧問の菊地先生と活
動状況及び来年の年次大会についての話をお聞
きしてきました。今般のコロナ感染拡大に伴い
県からの要請により学校行事やボランティア活
動の自粛を強いられ中々思い通りの活動が出来
ないという事でしたが、南陽高校 IAC の顧問は
じめ生徒さん達で何か出来る活動がないか模索
した結果、ペットボトルのキャップ集めや公園
の清掃などをしてきたという事でした。今後は
徐々にコロナ感染も落ち着いてきたことで本来
やれなかったボランティア活動を通じて、地域

社会の為に貢献していきたいので南陽、南陽東
両クラブに協力して頂きたいとのことでした。
　年次大会の件ですが、ホスト校として準備を
してきましたが、コロナ感染拡大により昨年度
も中止となり今年度に延期となりました。年次
大会についてはこれから生徒間で様々な意見や
アイディアを出し合って、今まで出来なかった
事以上に今年度は頑張って行きたいとの事でし
たので南陽、南陽東両クラブがサポートし成功
するよう協力していきたいと思っております。
本来であれば南陽東 RC での地区補助金事業は
市内の小中学校に手指消毒用ペダル式スタンド
の寄贈にあたり RAC・IAC に協力して頂く予
定でしたが９月と言う時期も山形県内もコロナ
感染拡大により断念せざるを得ませんでした。

インターアクト小委員会

委員 横山 仁 （南陽東RC）
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◎大江ロータリークラブ

◎米沢上杉ロータリークラブ

　９月 14 日（火）大江ロータリークラブに国際
ロータリー第 2800 地区 2021-2022 年度ガバナー
矢口信哉氏、第４グループ小松健一ガバナー補佐、
齋藤賢一地区幹事、網干康地区会計監査委員をお
迎えしガバナー公式訪問例会を開催致しました。
例会に先立ち午前 11 時より会長・幹事会が行わ
れ当クラブからは、会長、会長エレクト、幹事、
次期幹事の４名が出席し、当クラブ会長より現況
と今年度の活動方針、活動計画について説明させ
て頂き、矢口信哉ガバナーより御指導頂きました。
ガバナーのお話しの中で「人は、人でしか磨かれ
ない」が特に印象に残り例会の大切さを改めて感
じました。食事をはさみ 12 時 45 分からの公式
訪問例会では、RI 会長のメッセージと国際ロー
タリーの方針について、今年度地区目標の「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」について分かりやすく
説明して頂きました。会員 15 名の小数クラブで
すが、全会員、米山奨学生陳子軒君出席でガバナー

　９月 21 日（火）、国際ロータリー第 2800 地区
2021-2022 年度・矢口信哉ガバナー、第６グルー
プ古畑角次ガバナー補佐、齋藤賢一地区幹事、横
尾智三郎地区大会実行委員長の４名をお迎えし、
公式訪問例会を開催いたしました。
　例会に先立ち、会長幹事会が開催され、緊張感
があるスタートとなりましたが、矢口ガバナー、
古畑ガバナー補佐の計らいもあり和やかに進める
ことが出来ました。貴重な意見交換を行うことが
出来、コロナ禍でのクラブ運営の状況やクラブ健
康チェックの件などご指導いただき、大変有意義
な機会を頂きました。
　例会では古畑ガバナー補佐よりご挨拶、その後
矢口ガバナーより卓話を頂戴いたしました。卓話
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」を基に会員拡大の重要
性や長期検討委員会の開催、クラブ奉仕デーの開
催など今後の各クラブで取り組むべき活動につい
て、また支援していただけることをお聞きするこ
とが出来ました。時にはユーモアを交えながら和
やかな雰囲気で例会は進み、最後にガバナーを囲

をお迎え出来たことは大変うれしい事でした。新
型コロナの終息を願いつつ、今までどおりのロー
タリー活動が出来ることを会員一同願っておりま
す。
　矢口ガバナーをはじめ、地区役員の方々におか
れましては、お忙しい中おいでいただき誠にあり
がとうございました。 （幹事：春日　茂）

み参加者全員での記念撮影で例会は終了いたしま
した。例会終了後には、ガバナー、米沢４クラブ
会長で米沢市長、山形新聞社置賜総支社長を表敬
訪問致しました。
　矢口ガバナーには、お忙しい中米沢まで足をお
運びいただき感謝申し上げます。今後のクラブ運
営に活かして参りたいと思います。
 （幹事：加藤　淳一）

来訪日：９月14日（火）
例会場：割烹きくや
会　長：藤野　和男
幹　事：春日　　茂

来訪日：９月21日（火）
例会場：グランドホクヨウ
会　長：木村　兼悟
幹　事：加藤　淳一

ガバナー公式訪問

ガバナー公式訪問
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ガバナー表敬訪問

ガバナー表敬訪問

◎米沢市長・山形新聞社置賜総支社表敬訪問
　９月 21 日（火）矢口ガバナーは米沢上杉 RC
に訪問後、米沢、米沢上杉、米沢中央、米沢おしょ
うしなの４RC の会長、及び齋藤地区幹事、横尾
地区大会実行委員長　古畑 AG と米沢市長のもと
へ表敬訪問を行いました。この春コンパクトに建
て替えられた新庁舎でやや緊張気味に始まりまし
たが、中川市長はライオンズクラブのメンバーと
いうこともあり、RC に対する造詣も深く RC が
果たしている活動などに感謝の意を示されるとと
もに、今後の活動に期待を示されました。矢口ガ
バナーはローターアクトクラブの当地区での新設
に協力を要請され、特に役所内からの新メンバー
に期待を示されました。その後山形新聞社置賜総
支社を訪れ佐々木支社長（ロータリアン）と親し
く懇談しました。
 （第６グループガバナー補佐　古畑 角次：米沢中央 RC）

◎酒田市長表敬訪問
　９月 28 日（火）14：00、RI2800 地区矢口信哉
ガバナーは地区役員２名と第１グループ AG・５
クラブの会長・幹事の 11 名と共に酒田市丸山至
市長を表敬訪問しました。丸山市長は酒田 RC の
名誉会長に就任されていることから、ロータリー
クラブの活動には精通されており、地元各クラブ
が教育や環境保全などの様々な奉仕活動により地
域貢献していることに感謝と御礼の言葉を述べら
れました。
　矢口ガバナーは RI2800 地区の現状について、
将来を担う次世代のリーダー育成が重要であるた
め、市の若手職員をロータアクトクラブに教育の
ため参加させていただきたいと強く話をされてい
ました。また、ロータアクトクラブは、地域はも
とより国内や海外との情報ネットワークも共有し
活発な活動を行っており、今後積極的に PR させ
ていただくことを重ねてお願いをしました。酒田
市長は「認識以上に多岐に亘って活動されている
ことを理解しました。前向きに検討します。」と

お答えくれました。
　その後は各クラブ会長・幹事とコロナ禍の地元
経済や市政などの話題で意見交換し、表敬訪問を
終了しました。丸山市長、お忙しいところありが
とうございました。
 （第１グループガバナー補佐　青山 武：酒田スワン RC）

◎庄内町長表敬訪問
　10 月５日、第２グループ３クラブ目の余目ロー
タリークラブ公式訪問終了後、庄内町富樫町長へ
表敬訪問しました。
　ガバナーが東根商工会長の時の話の中で富樫町
長と共通の知人がいた事等から話が進み、地区
ロータリーとしての考え方についてと余目ロータ
リークラブの地域奉仕に期待する事等について矢
口ガバナーからお話があり、富樫町長からは余目
ロータリークラブには地域への奉仕に対して感謝
が述べられました。
　地区ロータリーに対して大滝青少年交換・学友
小委員長を輩出して頂き、大滝委員長からは精力
的に取り組んで頂いている事について感謝の言葉
がありました。
　「風の町庄内町」の風車についての話の中で、
庄内町では日本で最初に風力発電に取り組んだ事
や今年中にあと数基が増設される事、一基あたり
五億円の購入費用が掛かり、設置費用やランニン
グコストで三億円かかる等、私達が余り知りえな
い事等を聞いて大変有意義な時間を過ごす事が出
来ました。
 （第２グループガバナー補佐　今間 勝見：鶴岡西 RC）



8 Governor’s Monthly Letter

新人ロータリアンからひと言

　私は、株式会社紫雲堂の酒井仁と申します。本
年７月より米沢上杉ロータリークラブに入会させ
て頂きました。当社は、山形、宮城、福島におい
て仏壇仏具等宗教用具の販売、墓石等石材工事全
般の施工を業としている会社であります。また、
当社は置賜地方で冠婚葬祭互助会を業としている
株式会社ナウエルのグループ会社でもあり、ご葬
儀後のお手伝いの一端を担わせて頂いておりま

す。私は米沢市の生まれで、平成 23 年に当社に
入社し今年で入社 11 年目になります。
　ロータリークラブの存在は以前から知っており
ましたが、入会するまでは、どのような団体なの
か、他団体との違いは何なのか全く分かりません
でした。入会して２ヶ月になりますが、まだまだ
分からないことがたくさんあります。入会させて
頂いたからには、多くの先輩方と交流し、学びを
得、様々なことを吸収していきたいと考えており
ます。また、１日でも早くその理念等を理解し、
ロータリアンとして相応しい行動や活動を行って
まいりたいと思います。先輩会員の皆様、どうぞ
よろしくお願い致します。

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

・2022 学年度奨学金申込み状況
・バーチャルツアーで広島を学ぶ

・寄付金速報　— 米山月間のご寄付に感謝！ —
・子どもと一緒に収穫体験　— 第 2770 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/highlight260_pdf.pdf

今月のトピックス
�� ���� �����������
10 月 15日に締め切りを迎えた 2022学年度の

ロータリー米山記念奨学金（学部・修士・博士

／地区奨励）には、指定校 563 校（地区を超え

た指定校の重複含む。前年度 576 校）から 1,298

人(1,427 人)が推薦されました。 

大幅な減少ではないものの、新型コロナウイ

ルスの影響により依然として海外からオンライ

ンで授業を受けている学生が多く、申し込みが

0 人の指定校や、地区が指定した人数に満たな

い推薦者数しか出せない指定校も出てきていま

す。 

被推薦者の国籍・地域は、中国54.2％(55.9％)、

ベトナム 13.8％(11.1％)、韓国 8.8％(8.8％)、

マレーシア3.5％(3.4％)、次いでインドネシア、

ネパールの順となっています。 

課程別の応募状況は、博士課程 20.5％

(20.4％)、修士課程 33.3％(36.6％)、学部課程

43.1％(41.1％)となっており、大学院在籍者の

応募が年々減少傾向にあります。なお、大学以

外の教育機関を対象とする「地区奨励奨学金」

には、9 地区 15 校から計 29 人の応募がありま

した。 

�� ��������������
10 月 30 日、第 2750 地区（東京都）米山記念

奨学委員会が「広島バーチャル研修旅行」を開

催し、地区内の米山奨学生ら約 50 人が参加し

ました。 

同地区では毎年、奨学生を対象とする日本文

化体験旅行を実施していますが、今年は新型コ

ロナウイルスの影響を鑑み、オンラインでのツ

アー開催となりました。 

当日は、参加者の自宅に届けられた広島銘菓

を味わいながら折り鶴を折り、プロのガイドに

よる案内のもと、原爆ドーム・平和記念公園・

宮島など、あたかも本当にバスで広島を巡って

いるかのような没入感でした。特に、第 2710 地

区の諏訪昭登パストガバナーの講話は、自身の

被爆体験や戦争の悲惨さ、そして、ロータリー

が提唱する国際理解と世界

平和、さらに、米山記念奨学

事業の意義を語る感動的な

もので、多くの参加者が真剣

に耳を傾けて聞き入りまし

た。 

ツアーを終えた奨学生か

らは、「歴史教育は国によって異なるが、母国を

離れて日本にいる私が歴史を正しく認識・理解

し、友好関係を築くための懸け橋になることが

重要だと感じた」、「帰国したら日本語教師とし

て中国の子どもたちに自分が感じた真の日本

を伝え、海の向こうに世界平和に向けて努力し

ている方々が大勢いることを伝えたい」といっ

た声が寄せられました。 

Vol.
2021 年11 月12 日 

発 行 

諏訪パストガバナーの講話 

バスの⾞内さながらのバーチャルツアー（宮崎地区⽶⼭奨学委員⻑） 記念写真 

新入会員紹介

兼
かね

子
こ

 祐
ゆう

喜
き

所　　属：河北 RC
職業分類：建築整備
入　　会：2021 年 11 月１日

中
なか

川
がわ

 哲
さと

志
し

所　　属：高畠 RC
職業分類：販売・営業職
入　　会：2021年11月25日

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
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コーディネーターニュース

「ARCのつぶやき」
　令和 3 年も残り僅かになりました。今年もコロナコロナで明け暮れてしまいました。10 月に入り、感染者数が減少を続け、最
近は人の往来が以前の日常に戻りつつあるようです。
　ロータリークラブにおいても例会のスタイルが元に戻りつつあるのではないでしょうか？しかしながら飲食を伴う親睦の機会は、
感染対策の中で制限を続けています。ロータリーの楽しさをどう創造するか、さらに奉仕活動をどう展開するか、それぞれのク
ラブでご苦労が続いています。
　シェカール・メータ RI 会長の呼びかけ「EachOne,BringOne」への対応に頭を痛めているクラブは多そうです。あるクラブ
は 5 人の退会者が出て理由を聞くと、コロナによる経済的事情での退会は 1 名で、残りの会員はロータリーの活動が減少したこ
とによる不満だったそうです。ロータリーの魅力について改めて考えさせられます。
　「メダカはとかく群れたがる」と言います。日本人は「孤高」を重んじるところがあります。コロナ禍で人の交流機会が減少し、

「孤高」は増えたと思いますが、ストレスがたまり精神的に病む人、40・50 代の男性でも更年期症が増えていると聞きます。寿
命を縮める最大の要因は「孤独」であるという研究があります。「孤高」が「孤独」にならないか心配です。
　ロータリーはその点多種多様な職業人、専門職の会員が集まり、相談が出来たり、アイデア、ヒントを貰えます。特に若い会
員にとって、仕事や人生の悩み解消に効果絶大です。何でも話せる仲間ができることはロータリーの最大の魅力ではないでしょ
うか？
　2690 地区のクラブで今年度 58 名から 66 名へと8 名の増強に成功したクラブがあります。男女４名ずつですべて若い世代で
す。将来的に衛星クラブ化する予定で、例会を別開催してるとのことです。メンバーは会員の 2 世が中心で、親とは同じクラブに
は入らないというニーズに応えています。
　会員維持にそれぞれ工夫をされていると思います。入会して間がない会員や年配会員へのフォローに気を配る必要があります。

「孤独感」の解消にロータリー活動を活かしていきたいものです。

 第３地域�ロータリーコーディネーター補佐�庄司�尚史（境港�RC）

ロータリーの公共イメージの重要性について
　ロータリーを発展させるためには、ロータリーが世界や地域社会の変化に適応し、必要とされる団体として変化していかなけ
ればなりません。
　そのためにも、将来を見据えたビジョンが必要であり、組織を強化し、ロータリーの基本理念を達成するための戦略計画が
重要となりました。はじめに組織を強化するための３つの優先項目が決められ、その一つが「公共イメージと認知度の向上」で
した。他は「クラブのサポートと強化」、「人道的奉仕の重点化と増加」であったことはご存じの通りです。即ち、この 3 つは組
織を強化するために関連があり連携をすることによって会員基盤向上につながることになります。
　また、クラブは「クラブ管理運営委員会」、「会員増強委員会」、「公共イメージ委員会」、「ロータリー財団委員会」、および「奉
仕プロジェクト委員会」の設置が推奨されるようになりました。2017 年度からは、「世界を変える行動人」キャンペーンが始まり
ました。2019 年から優先項目は新たに４つの優先事項に変わり、「より大きなインパクトをもたらす」、「参加者の基盤を広げる」、

「参加者の積極的なかかわりを促す」、「適応力を高める」と行動計画を推進するようになりました。
　公共イメージ委員会の役割は、会員がロータリーやクラブについてどう語るかによって、ロータリーとその活動や基本理念に
対する一般の人びとの認識が形づくられます。確固たる公共イメージが築かれれば、地域社会や世界の課題に果敢に取り組む「行
動人」としてのロータリアンの姿は、全世界一貫とした姿で、地域社会に知ってもらえるようになるでしょう。
　「ロータリーは、さまざまな国や文化、職業のリーダーのネットワークであり、交流を通じてアイディアを広げ、世界中の地域
社会で行動をしています」この言葉は、私たちが考えているロータリーを表しているロータリーのエッセンスです。
　ロータリーの公共イメージとは、「私たち自身がどう考えるか」だけでなく、「外部の人びとがロータリーについてどう感じるか」
を含みます。
　「ロータリー」という名を知ってもらうことはもちろん大切ですが、それだけでは十分ではありません。ロータリーの活動とその
インパクトを理解してもらってはじめて、参加への関心が生まれるからです。そのためには、ロータリーについてどう伝えるかが
カギとなります。公共イメージを好ましいものにすることは、なぜ必要なのでしょうか。それは、ロータリーが認知されていても、
必ずしもロータリーへの関心や参加に結びつくわけではないからです。
　ロータリーでは、各々の会員がブランドの推進者となります。ロータリーを知らない人の認識と理解を深めることができるのは、
ロータリーを既に経験している会員をおいてほかにありません。地元市民がロータリーに対して抱く印象は、クラブが地域社会と
どう関わるかが大きく影響します。
　コロナ禍の中で、暗いニュースがメディアにおいて氾濫する時代だからこそ、それぞれの地域社会で問題解決に取り組み、行
動を通じて変化をもたらしているロータリー会員の姿を伝えることが重要なのです。10 月 24 日の「世界ポリオデー」の活動は
地域社会に大きなインパクトを与えたと思います。
　2750 地区主催「世界ポリオデー」トレインジャックプロジェクトの様子をYouTube でご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=8iW9aQMJTME

 第３地域�ロータリー公共イメージコーディネーター�山下�皓三（鹿児島西�RC）

2021年12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

「「AARRCCののつつぶぶややきき」」

令和3年も残り僅かになりました。今年もコロナコロナで明け暮れてしまいました。10月に入り、感染者数が減少を続け、最
近は人の往来が以前の日常に戻りつつあるようです。

ロータリークラブにおいても例会のスタイルが元に戻りつつあるのではないでしょうか？しかしながら飲食を伴う親睦の機会
は、感染対策の中で制限を続けています。ロータリーの楽しさをどう創造するか、さらに奉仕活動をどう展開するか、それぞ
れのクラブでご苦労が続いています。

シェカール・メータRI会長の呼びかけ「Each One, Bring One」への対応に頭を痛めているクラブは多そうです。あるクラブは
5人の退会者が出て理由を聞くと、コロナによる経済的事情での退会は1名で、残りの会員はロータリーの活動が減少したこ
とによる不満だったそうです。 ロータリーの魅力について改めて考えさせられます。

「メダカはとかく群れたがる」と言います。日本人は「孤高」を重んじるところがあります。コロナ禍で人の交流機会が減少し、
「孤高」は増えたと思いますが、ストレスがたまり精神的に病む人、40，50代の男性でも更年期症が増えていると聞きます。寿
命を縮める最大の要因は「孤独」であるという研究があります。「孤高」が「孤独」にならないか心配です。

ロータリーはその点多種多様な職業人、専門職の会員が集まり、相談が出来たり、アイデア、ヒントを貰えます。特に若い
会員にとって、仕事や人生の悩み解消に効果絶大です。何でも話せる仲間ができることはロータリーの最大の魅力ではな
いでしょうか？

2690地区のクラブで今年度58名から66名へと8名の増強に成功したクラブがあります。男女４名ずつですべて若い世代で
す。将来的に衛星クラブ化する予定で、例会を別開催してるとのことです。メンバーは会員の2世が中心で、親とは同じクラ
ブには入らないというニーズに応えています。

会員維持にそれぞれ工夫をされていると思います。入会して間がない会員や年配会員へのフォローに気を配る必要があ
ります。「孤独感」の解消にロータリー活動を活かしていきたいものです。

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補補佐佐 庄庄司司 尚尚史史（（境境港港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 2021.10.31 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） 73.68 0 （0） 0 （0） 69.30 
2 酒田東 32 （5） 31 （5） 76.61 0 （0） 1 （0） 89.04 
3 酒田中央 39 （0） 39 （0） 86.26 0 （0） 0 （0） 84.39 
4 酒田スワン 15 （5） 16 （5） 88.33 1 （0） 0 （0） 87.92 
5 酒田湊 14 （3） 14 （3） 94.65 0 （0） 0 （0） 94.20 

第
２
グ
ル
ー
プ

6 鶴岡 26 （5） 26 （5） 74.67 0 （0） 0 （0） 78.84 
7 鶴岡西 28 （4） 28 （4） 80.36 0 （0） 0 （0） 78.28 
8 余目 34 （1） 36 （1） 80.00 2 （0） 0 （0） 81.44 
9 鶴岡東 26 （2） 27 （2） 82.86 2 （0） 1 （0） 74.38 
10 鶴岡南 25 （4） 25 （4） 81.00 0 （0） 0 （0） 84.92 

第
３
グ
ル
ー
プ

11 天童 43 （4） 43 （4） 94.76 0 （0） 0 （0） 93.25 
12 東根 39 （1） 39 （1） 80.13 0 （0） 0 （0） 80.28 
13 天童東 51 （0） 50 （0） 56.59 0 （0） 1 （0） 81.03 
14 天童西 14 （3） 14 （3） 67.86 0 （0） 0 （0） 72.62 
15 東根中央 48 （4） 48 （4） 48.44 0 （0） 0 （0） 65.37 
16 村山 9 （0） 9 （0） 100.00 0 （0） 0 （0） 100.00 
17 新庄 13 （0） 14 （0） 71.43 1 （0） 0 （0） 77.68 
18 尾花沢 16 （0） 16 （0） 87.80 1 （0） 1 （0） 87.38 
19 最上 21 （2） 20 （2） 58.33 0 （0） 1 （0） 54.95 
20 尾花沢中央 14 （1） 14 （1） 71.42 0 （0） 0 （0） 72.32 
21 村山ローズ 15 （4） 15 （4） 64.44 0 （0） 0 （0） 67.78 
22 新庄あじさい 17 （0） 17 （0） 79.41 0 （0） 0 （0） 76.47 

第
４
グ
ル
ー
プ

23 寒河江 40 （2） 41 （2） 85.35 1 （0） 0 （0） 87.36 
24 大江 15 （1） 15 （1） 100.00 0 （0） 0 （0） 96.55 
25 河北 26 （0） 26 （0） 85.00 0 （0） 0 （0） 82.08 
26 寒河江さくらんぼ 36 （3） 37 （3） 87.36 1 （0） 0 （0） 87.81 
27 西川月山 15 （0） 15 （0） 70.00 0 （0） 0 （0） 76.67 

第
５
グ
ル
ー
プ

28 山形 86 （0） 88 （0） 98.57 2 （0） 0 （0） 98.58 
29 山形北 70 （3） 73 （3） 92.55 3 （0） 0 （0） 90.78 
30 山辺 26 （1） 25 （1） 75.64 0 （0） 1 （0） 78.21 
31 山形南 53 （1） 53 （1） 81.68 0 （0） 0 （0） 83.53 
32 中山 10 （0） 10 （0） 90.00 0 （0） 0 （0） 82.50 
33 山形西 98 （0） 99 （0） 95.68 1 （0） 0 （0） 95.51 
34 上山 17 （3） 17 （3） 81.65 0 （0） 0 （0） 81.61 
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） 97.92 1 （1） 0 （0） 96.87 
37 山形イブニング 22 （0） 23 （0） 70.17 1 （0） 0 （0） 69.56 

第
６
グ
ル
ー
プ

38 米沢 50 （5） 49 （5） 65.50 0 （0） 1 （0） 75.31 
39 米沢上杉 67 （3） 68 （3） 98.04 1 （0） 0 （0） 97.89 
40 高畠 42 （3） 43 （3） 79.07 1 （0） 0 （0） 72.55 
41 米沢中央 40 （7） 41 （7） 98.78 1 （0） 0 （0） 99.70 
42 米沢おしょうしな 31 （5） 31 （5） 60.22 0 （0） 0 （0） 70.97 
43 長井 26 （0） 26 （0） 89.07 1 （0） 1 （0） 82.52 
44 南陽 9 （0） 9 （0） 85.19 0 （0） 0 （0） 80.56 
45 白鷹 19 （1） 20 （1） 100.00 1 （0） 0 （0） 87.75 
46 小国 13 （0） 13 （0） 83.51 0 （0） 0 （0） 77.78 
47 南陽東 27 （2） 27 （2） 78.00 0 （0） 0 （0） 82.61 
48 長井中央 22 （1） 22 （1） 69.05 0 （0） 0 （0） 66.71 
49 南陽臨雲 28 （3） 28 （3） 69.64 0 （0） 0 （0） 70.98 
合　　　計 1512 （100） 1526 （101） 81.36 22 （1） 8 （0） 82.14 
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表彰

米山寄付表彰

第 34 回 米山功労クラブ　山形西ロータリークラブ
〜米山功労クラブ〜

〜米山功労者〜

第 33 回 米山功労者メジャードナー
小松 栄一
（寒河江 RC）

第 9 回 米山功労者マルチプル
本多 信昭
（山形北 RC）

第 6 回 米山功労者マルチプル
中村 恒一
（山形北 RC）

第 42 回 米山功労者メジャードナー
安孫子 貞夫
（寒河江 RC）

第 20 回 米山功労者メジャードナー
鈴木 隆一
（山形西 RC）

第 7 回 米山功労者マルチプル
尾形 亨

（山形西 RC）

第 22 回 米山功労者メジャードナー
伊藤 義彦
（山形西 RC）

第 7 回 米山功労者マルチプル
清野 伸昭
（山形西 RC）

第 28 回 米山功労者メジャードナー
遠藤 栄次郎
（山形西 RC）

第 7 回 米山功労者マルチプル
菱沼 充好
（山形北 RC）

第 3 回 米山功労者マルチプル
吉田 福平
（山形西 RC）

第 4 回 米山功労者マルチプル
鈴木 浩司
（山形西 RC）

ロータリー財団寄付表彰
〜ポール・ハリス・フェロー〜

PHF+3
佐藤 孝子
（鶴岡 RC）

PHF+3
鈴木 浩司
（山形西 RC）

PHF
加藤 博

（酒田湊 RC）

PHF
大島 理

（酒田湊 RC）

PHF+7
鈴木 隆一
（山形西 RC）

PHF+7
中村 恒一
（山形北 RC）

PHF+5
尾形 亨

（山形西 RC）

PHF+2
米本 満

（山形西 RC）

PHF
酒巻 雅樹
（山形西 RC）

PHF
須藤 雅人
（山形北 RC）



Governor’s 12
2021Monthly Letter

Schedule of December 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

12/ 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
金

Ｇ公式訪問（西川月山）

ロータリー財団地域セミナー
ガバナー会議③・GETS・GNTS・メジャードナー午餐会
第50回ロータリー研究会（東京）

鶴岡市長・羽黒高等学校IAC表敬訪問
諮問委員会②・地区チーム研修セミナー①（GE）・国際協議会出発歓送会（GE）
全国青少年交換委員長・危機管理委員長 合同会議

山本学園高等学校IAC表敬訪問

青少年交換委員会＆オリエンテーション④

インターアクト連絡協議会②

年末年始休暇（～1／6）

植
松

　龍
祥（
書
）

ガバナー月信

12月の地区スケジュール

疾病予防と治療月間

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
・第1回ガバナー補佐会議
・次期ガバナー補佐研修会
・地区委員会報告
・ガバナー公式訪問

・ガバナー表敬訪問
・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
・コーディネーターニュース

・クラブ会員数・出席率報告
・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
・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。


