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・ガバナーメッセージ
・諮問委員会開催報告
・地区委員会報告
・インターシティー・ミーティング
・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
・事務所移転のお知らせ
・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
・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。
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　デルタに明けオミクロンに暮れようとしている 2021 年も残すところ僅か、１月の月間テー
マは「職業奉仕」。メールを開いたら寒河江ロータリークラブの週報が届いておりました。そ
こに安孫子貞夫 PGの例会卓話が載っていました。ロータリーは個人奉仕の団体と 33 年前
に教えられたはずなのに、個人奉仕の中心は職業奉仕だということを忘れがちになっていた
自分に反省いたしました。我々の毎日が奉仕の実践であるべきで、ロータリーの本質はクラ
ブ活動を通じて自分自身の品性の向上を図り、相手を思いやる心、温かい心、分かち合う心
をベースに日常活動をすることが、ロータリーの全ての奉仕にもなりますと書かれておりま
した。コロナ禍で本当に苦しい年末を迎えている方も多く居りますが、ロータリーの絆を感
じながらの年末年始を過ごされ、来る 2022 年こそは皆様にとって、2800 地区ロータリーに
とっても大きな喜びへの幕開けの年になることを念じたいと思います。� 12 月 17 日記

◎会長様各位、
� earch�ohe�bring�one�会員拡大にお力をお貸しください。

◎うれしいお知らせ
　山形北ロータリークラブ小野会長・青山幹事
　　　　　　　公式訪問を挟んで連続ホールインワン達成。
� おめでとうございます !!

ガバナーメッセージ

佐賀・長崎豪雨災害支援についてのご報告
　2021 年８月の集中豪雨に伴う佐賀・長崎豪雨災害に際し、第 2740 地区（佐賀・
長崎）より、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、50万円を第 2740 地区へ送金しました。
11 月 30 日現在、全国各地区から集まった支援金 46,331,319 円は、11 月 9 日
に佐賀県へ 3,000 万円、11 月 11 日に長崎県雲仙市へ 1,000 万円、被災地域ク
ラブに 5,050,000 円が贈られ、残りの支援金は、第二次支援金として近く被災
地域に送られる予定となっております。皆様のご支援ご協力に深く感謝申し上げ
ます。

ガバナーメッセージ

新年あけまして
� おめでとうございます　

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２回諮問委員会開催報告

地区幹事 齋藤 賢一

 （東根RC）

　令和 3 年 12 月 11 日（土）14 時 30
分より東京第一ホテル鶴岡に於いて第2
回諮問委員会が開催されました。矢口
信哉ガバナー、齋藤榮助直前ガバナー、
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、齋藤賢一地区幹事、鈴木勲地区資金委員長、笹
原崇統括副幹事、佐藤詩郎次期地区幹事、富樫松夫地区資金委員長、事務局、の 22名の出席
で開催し次の諮問事項を協議いたしました。

諮問事項　�

諮−１� 第 1回諮問委員会議事録について
諮−２� 2022−2023 年度、方針（案）・決議事項（案）・地区資金予算（案）
� 地区大会予算（案）・公式訪問日程（案）・組織図（案）について
諮−３� 2023−2024 年度青少年交換研究会・山形会議について
諮−４� 危機管理計画について
諮−５� ガバナーノミニー・デジグネートについて（推薦〆切：12月 31 日）
諮−６� その他

　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。

Ｇ報告事項　�

報−１� 2021−2022 年度地区大会開催日程について
報−２� ロータリー奉仕デーについて
報−３� 第 50 回ロータリー研究会について

　以上、報告事項について矢口ガバナーより説明がありました。
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　10 月 29 日金曜日、創学館高等学校インター
アクトクラブに矢口信哉ガバナーが表敬訪問され
ました。同行者は、武山茂第３グループガバナー
補佐、齋藤賢一地区幹事、スポンサークラブの天
童ロータリークラブからは奥山圭子会長、山本克
朗幹事、加賀善子国際奉仕委員長の参加で７名の
訪問となりました。今回の表敬訪問はインターア
クト例会となり、アクターの横山会長の開会点鐘
から始まり、続いてインターアクトの歌が斉唱さ
れ、ゲスト紹介・挨拶の後、ガバナーが卓話され
ました。
　矢口ガバナーより、インターアクターの皆様の
多岐にわたる活動が皆様自身の為になることは勿
論、地域や沢山の人の為になり、そのような活動
を広報しインターアクト活動を認知してもらうこ
とで少しでも多くの方に知ってもらうことによ
り、さらに活動の幅を広げることができるので頑
張ってほしいと激励されました。
　奥山会長より、スポンサークラブとしてこれま

地区委員会報告

創学館高校 IAC創学館高校 IAC

で同様インターアクト活動に関わりながら寄り
添って行きたいと述べられました。
　青木洋輔先生からは現在週２回の活動を行って
おり、33名のアクターみんなで知恵を出し合い、
緑化活動や清掃活動など、まず自分の身の回りか
らできる活動をおこなっており、今後は状況を見
ながら少しずつ活動の幅を広げていきたいと話さ
れました。
　アクターの横山会長より今後の活動が発表され
た後、閉会点鐘がなされガバナー表敬訪問例会が
閉会しました。
　例会による矢口がバナー表敬訪問となり、短い
時間でしたがまとまりのある例会でした。
　上記では簡潔に書きましたが、矢口ガバナーの
アクターへの卓話が印象に残り、アクターは皆、
目を輝かせ聞き入っておりました。

　令和３年 11 月 27 日（土）にメ
トロポリタン山形にて米山奨学生

選考試験を実施致しました。今年度は参加指定校
から 18 名の応募がありました。面接官として米
山奨学会理事大久保パストガバナー、齋藤直前ガ
バナー、矢口ガバナー、佐藤孝子エレクト、伊藤
三之ノミニーそして地区米山奨学・学友委員長の
芦野で行いました。学生たちが同会場で筆記試験
の論文を書いている最中、別会場では面接にあた
り『面接官オリエンテーション』を行い面接官と
しての準備を十分に行いました。また応募者の書
類を丹念に読み込んで面接に臨みました。面接官
各位のご尽力に対し委員長として心より感謝申し
上げます。今年度はコロナ禍の影響により、３密
を避け感染防止に十二分に注意を払い、大きなト
ラブルもなく面接を終了することが出来ました。
　いつも思うことですが、書類選考の段階では応
募者全員が素晴らしい日本語記述で自分の将来へ

の展望と熱い思いがひしひしと伝わってきて、全
員合格にしてあげたいという気持ちが芽生えま
す。ですから面接当日受験者には冒頭で『将来ロー
タリーと関わって行くことができ、ロータリーを
理解して共に歩んで行っていただける人を合格に
したい』という私達の思いを伝えました。
　10 時より面接をスタートして午後２時半に終
了して選考に入りました。今回は新規で 13 名を
採用します。近年では一番多い採用人数になりま
す。この後世話クラブを募集して、２月から３月
にかけて各々のクラブへお願いの通知を出させて
いただきますので、何卒ご了承いただき受け入れ
ていただきますようお願い申し上げます。また、
サブ世話クラブ制度もお引き受けいただけますよ
う重ねてお願い申し上げます。

地区委員会報告

インターアクト小委員会委員長

 和田 義弘（河北RC）

米山奨学・学友委員会委員長

 芦野 茂（山形西RC）

米山奨学生選考試験

インターアクトクラブ表敬訪問
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地区委員会報告

新庄東高校 IAC新庄東高校 IAC

　11 月 4 日木曜日、九里学園高等学校インター
アクトクラブに矢口信哉ガバナーが表敬訪問され
ました。同行者は、古畑角次第６グループガバナー
補佐、齋藤賢一地区幹事、鈴木勲地区資金委員長、
スポンサークラブの米沢ロータリークラブからは
中村浩会長、米沢上杉ロータリークラブからは木
村兼悟会長の参加で７名の訪問となりました。九
里学園からは九里廣志校長、石山和美顧問、そし
てインターアクター３名の参加となりました。
　矢口ガバナーより、九里学園インターアクトク
ラブは全校生徒がインターアクターという全国で
も非常に珍しい大所帯のクラブで、とても幅広く
活動していると伺っています。これからのロータ
リーはこれまで以上に青少年の育成が根幹となる
と考えておりますので一丸となって活動してまい
りましょう！と激励されました。米沢 RCの中村
会長、米沢上杉 RCの木村会長より、長い歴史の
ある九里学園インターアクトクラブのスポンサー
クラブとして一緒に活動してきましたがこれまで
同様、地域に密着にした奉仕活動をするとともに、
　現在行っている国際交流につながる支援をして
いきたいと述べられました。

　11 月 16 日火曜日、新庄東高等学校インター
アクトクラブへ矢口信哉ガバナーが表敬訪問され
ました。同行者は、工藤俊夫第３グループガバナー
補佐、齋藤賢一地区幹事、スポンサークラブの新
庄ロータリークラブからは長澤裕会長、近藤新一
青少年奉仕委員長、新庄あじさいロータリークラ
ブからは阿部彰会長、最上ロータリークラブか
らは小川信昭会長の計 8名の参加となりました。
新庄東高等学校からは加藤義広教頭、東郷尚子顧
問、他２名の先生と４名のインターアクターの参
加となりました。この表敬訪問は、プロジェクター
を用いたインターアクターによる活動報告会とな
りました。
　初めに矢口ガバナーより、これからのロータリー
は、これまで以上に青少年育成・活動が根幹にな
り、国際交流をより行うことによりインターアク
ターのさらなる飛躍が期待される。地域に密着し
た奉仕活動を行いながら、視野を世界に広げる活
動をこれから頑張って下さい、と激励されました。
　工藤ガバナー補佐、スポンサークラブの皆様も、
これからも新しいアイデアを探し、一緒に活動し

ていきたいと述べられました。
　インターアクターは活動報告として、地元での
清掃活動や 3つのスポンサークラブから提供さ
れたプランターを用いた花壇の制作、ペットボト
ルキャップを回収して地元企業と協力しワクチン
に変えるなど、様々なアイデアを出し、笑顔で楽
しく活動している様子が画像でうかがえ、頼もし
く感じました。
　台湾の姉妹校と交流を持ち、アメリカ・オース
トラリア・ニュージーランドとの研修留学を行
い、現在はインドネシアから留学生を受け入れる
など、非常にグローバルな活動を実行している新
庄東高等学校にはすばらしい国際交流の環境があ
り、当日のような晴れた秋空に向かい、世界に羽
ばたく若者がいる学校でありました。

九里学園高校 IAC九里学園高校 IAC

　九里校長より、生徒会主体で活動計画し、全校
生徒が参加しているインターアクトクラブであ
り、先日、新庄東高等学校の生徒と模擬国連を行
い、食糧問題について議論をしました。
　現在ハワイと台湾の高校生とインターネットを
利用し国際交流を行っており、今後お互いの国を
行き来して一緒に活動していきたいと述べられま
した。
　インターアクトクラブは新体制になったばかり
のようでまだおぼつかないようでしたが、学校の
活動方針がインターアクトの趣旨と同じで非常に
素晴らしい活動を行っておりました。終了後も矢
口ガバナーと九里校長、インターアクターの３人
がずっと話しているのが印象的でした。
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第２グループ インターシティー・ミーティング第２グループ インターシティー・ミーティング

インターシティー・ミーティング

第２グループ IM実行委員会

委員長 渡部 吉春（鶴岡西RC）

　11 月７日（日）第２グループ IM並びに第２
グループ合同例会、懇親会が鶴岡西ロータリーク
ラブをホストにグランド�エル・サンを会場に矢
口信哉ガバナーご臨席のもと、奉仕と友愛の満ち
た多くのロータリアンの皆様にご参加していただ
き盛大に開催いたしました。
　IMテーマでは SDGs にちなみ『行動するロー
タリー』として山形新聞社�編集局次長�峯田益宏
氏を講師に『幸せの羅針盤　アクションで人づく
りと地域づくり』の演題で基調講演をいただきま
した。
　第二部のパネルディスカッションでは、コー
ディネーターに鶴岡西ロータリークラブ会長�渡
部芳幸、パネリストに　山形新聞社�峯田益宏氏、
山形県庄内総合支庁�笹渕健市氏、荘内銀行�難波
将也氏、鶴岡ロータアクトクラブ�三浦友介氏よ
り、各分野に亘り課題を発表していただき、質疑
応答を行い、海洋の環境問題に対する関心と認識
を深めることができたと思います。
　意見発表では、鶴岡中央高校、鶴岡東高校、羽

黒高校のインターアクトの皆様より活動報告を発
表していただきました。
　第２グループ合同例会では、鶴岡ロータアクト
クラブ�マリエッタ会長より活動報告をしていた
だき、懇親会ではマリエッタ会長のアメリカ・フ
ランスの歌曲を美声での独唱もあり盛会裡の中で
閉会しました。
　年に一度のグループ内での再会交流であり、親
睦と友情を深めて楽しんでいただけたと思いま
す。
　今回の大会開催については、新型コロナ感染防
止を考慮して会場のグランド�エル・サンと連携
し協力して開催しましたので、一部制約がありま
したが参加者のご理解とご協力により今大会を無
事に終了することが出来ました。
　今回の IM並びに第２グループ合同例会のホス
トを務めていただいた、鶴岡西ロータリークラブ�
渡部芳幸会長、企画・運営にあたられた会員の皆
様に心より感謝をし、参加いただいた皆々様にお
礼を申し上げ報告といたします。
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◎山形イブニングロータリークラブ
　ガバナー公式訪問例会では、月末のお忙しいと
ころ矢口信哉ガバナー、結城和生ガバナー補佐、
齋藤賢一地区幹事にお越しいただきありがとうご
ざいました。
　午後５時からの会長・幹事会は、新型コロナ感
染防止の観点から、最小人数での開催となりまし
た。矢口ガバナー・結城ガバナー補佐から今年
度の 2800 地区運営の基本的な考え方の説明があ
り、金田会長からはガバナー賞へのチャレンジ等
の当クラブの方針を報告させていただきました。
クラブ運営の心得をはじめ、当クラブが抱える会
員増強の課題、メイクを活用した出席率向上のた
めの方策等、今後の活動方法について幅広いアド
バイスをいただきました。
　午後６時30分から始まった公式訪問例会では、
９月 26 日に実施されたロータリー奉仕デー等の
事業、伊豆箱根の土石流災害への対応等、これま
での 2800 地区の活動をご報告いただき、RI テー
マ「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするため
に」に向き合った今年度の 2800 地区方針や今年

度事業に対する矢口ガバナーの思いを分かりやす
く語っていただきました。
　例年であれば、ガバナーを囲んで懇親の機会を
設けさせていただくところですが、コロナ禍の中
にあり、講話のみの公式訪問となりました。小さ
いながらも団結強化しながら会の運営に努めてま
いります。� （幹事：浦山　一豊）

来訪日：９月27日（月）
例会場：パレスグランデール
会　長：金田　史生
幹　事：浦山　一豊

ガバナー公式訪問
◎尾花沢中央ロータリークラブ
　9月 22 日（水）、矢口信哉ガバナー、工藤俊夫
ガバナー補佐、齋藤賢一地区幹事、淀川善浩月信
編集委員をお迎えし、公式訪問が開催されました。
　例会に先立ち、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、事務局
の4名が出席しました。矢口ガバナーからは、「入
りて学び、出でて奉仕せよ」の言葉があり、ロー
タリーは、例会が基本ですとの指導をいただきま
した。また、業種によって、考え方も価値観も違っ
ている仲間（会員）が、親睦と交流を通して、人
間的な幅を作っていくことができる等のお話をい
ただきました。
　12 時 30 分から例会が始まり、矢口ガバナー
から卓話をいただきました。その中で、好きな言
葉として「至誠通天（いい心で過ごそう、お天道
様は見ている）」との紹介がありました。また、
会長幹事会での「入りて学び、出でて奉仕せよ」
はロータリーの三要素「親睦、学び、奉仕」を含
む素晴らしい言葉であることを力説されました。
　卓話では、パワーポイントで RI のテーマ、
2800 地区のテーマやサブテーマの説明と共に、

①参加者の基盤を広げる。②ロータリー奉仕デー
を開催する。③女子のエンパワーメントを活用す
る。ことの大切さをお聞きしました。特に、参加
者の基盤を広げ、会員の増強を目指して、「教養
⇒今日用事がある」「教育⇒今日行くところがあ
る」を基に頑張ってほしいとの激励をいただきま
した。� （会長：岩崎　雄策）

来訪日：９月22日（水）
例会場：割烹　みやこ
会　長：岩崎　雄策
幹　事：狩野　一康

ガバナー公式訪問
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ガバナー公式訪問

◎酒田湊ロータリークラブ
　はじめに矢口ガバナー、齋藤地区幹事、信田地
区副幹事そして青山第１グループガバナー補佐に
於かれましては、コロナ禍にも拘らず御来訪頂き
まして大変感謝申し上げます。また当ロータリー
クラブも会員全員が出席出来た事は、とても嬉し
く思いました。
　さて、当ロータリークラブは今年度創立 30 周
年の節目の年に当たり、現在記念事業を検討中で
もあります。矢口ガバナーも提唱しております４，
５年先のクラブを考える長期検討委員会の開催、
特に当クラブは会員数が 14 名と少ない現状を踏
まえ、会員の増は必須の課題となっております。
衛星クラブの設置等も視野に入れながら検討して
行きたいと考えます。また会員全員がマイロータ

来訪日：10月４日（月）
例会場：酒田玉姫殿
会　長：加藤　雄二
幹　事：佐藤　　一

ガバナー公式訪問
◎酒田スワンロータリークラブ
　９月 28 日（火）矢口信哉ガバナー、青山武第
１グループガバナー補佐、齋藤賢一地区幹事、鈴
木勲地区資金委員長をお迎えして公式訪問が開催
されました。例会に先立ちまして 11 時より、ガ
バナー・ガバナー補佐・会長・幹事４名で会長
幹事会を行いました。矢口ガバナーが挨拶の中
で「緊張しなくてよいので」と言ってくださった
ことや青山ガバナー補佐が当クラブ会員なことも
あり、和やかな雰囲気で執り行うことができまし
た。ガバナーから出席率を上げる方法、メイク
アップリーダーを作りメイクしやすくすることで
よそのクラブの良いところを取り入れてみたりす
ることなど今後に活かせる話をたくさんお聞きし
ました。当クラブのアピールポイントである、女
性会員の比率が 16 名中５名と高いことやリモー
ト SAAが存在することにも触れられました。ガ
バナーが推し進める５年先を見据えた戦略を練っ
てローターアクトの人数を増やしていくことなど
も話し合いました。
　12 時 30 分からの例会は、このところコロナ
禍の影響でゲストも久しくいらっしゃらない中で
のガバナー訪問となり、多少緊張感がありました
が、引き締まった空気の漂う中身の濃い例会にな
りました。ガバナーの卓話ではご自身の好きな言

葉の『至誠通天』、『入りて学び、出でて奉仕せ
よ』や『中核的価値観』『育成』『寛容の心』とい
う言葉が特に印象に残りました。それに随所に楽
しいクラブ作り、ロータリーは楽しくということ
をおっしゃていたなあと思います。当日の出席率
は 100％ということもあり充実感のある例会とな
りました。例会終了後には酒田市長表敬訪問もあ
りロータリーを堪能した 1日となりました。ガ
バナーから頂いた言葉を今後のクラブの活動に活
かしていきたいと思います。ありがとうございま
した。� （幹事：佐藤　精一）

来訪日：９月28日（火）
例会場：若葉旅館
会　長：星川　　州
幹　事：佐藤　精一

リーへの登録をまだ終えてない状況ですので早急
に進めたいと思います。どうぞ宜しくお願い致し
ます。� （幹事：佐藤　一）
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◎尾花沢ロータリークラブ
　秋空の、雲一つない 10 月７日、矢口ガバナー一行を、
尾花沢市民の憩いの場であり花笠おどり発祥地「徳良湖築
堤 100 周年記念」として賑わいを増している徳良湖畔、「花
笠の湯」にお迎えしました。当クラブでは、地域の歴史を
学ぶために徳良湖畔の例会場で「松尾芭蕉の人生と旅ここ
ろ」をテーマに芭蕉研究者である梅津保一先生を講師に「お
もてなしの心」を学んで５年が経っています。
　10 時 30 分ごろ、ガバナー一行が到着され、11 時から、
地区幹事の齋藤さん、菊地副幹事、当クラブより、星川会長、
鈴木幹事、伊藤直前会長（SAA）と鈴木事務局による会長、
幹事会議が行われました。
　伊藤 SAA の司会進行で会議が開始され、星川会長から
歓迎の挨拶と、クラブの概要及び課題について説明を行い
ました。矢口ガバナーからは、RI や 2800 地区の現状と
課題について分かりやすく説明があり、気軽な雰囲気で会
議が進められました。「ロータリーは、楽しい例会づくり
と会員相互の親睦と融和である」とのご指導を受け、私た
ちのクラブの目標と共有していることを実感することがで
き、有意義な会長幹事会となりました。
　12 時 30 より、開会点鐘で公式訪問例会が始まりました
が、当クラブの副会長であり、長年クラブ員の健康管理や、
ロータリーの本質について指導して頂きました、神林隆明
氏が公式訪問の直前に急逝されたのを受け、全員で黙祷を
ささげました。そのあと国歌斉唱等から 4つのテストまで
ロータリー必須の行事が行われ、続いて星川会長の挨拶、
情報交換昼食懇談会へと順調に進められました。
　この日の昼食は、尾花沢産新米のおにぎり、尾花沢牛芋
煮、ぺそら漬け、最上早生新そば、芭蕉の大好物であった
コンニャク等、質素ながらも地元に関わる食事を用意しま
したが、皆さんから大変喜んでいただきました。

　食事後は、スマイルタイムに入り、ガバナーを歓迎する
全会員よりスマイルを頂きました。
次に、ガバナーの講話がはじまり、2800 地区の課題や、
これからのクラブの運営について重点的に話されました。
内容のあるお話があっという間に終了、閉会点鐘となりま
したが、もっといろいろお聞きしたかったという声もあが
るほどでした。
例会終了後、尾花沢中央クラブと合同の尾花沢市長、大石
田町長への表敬訪問があり、終了後大石田町役場前でガバ
ナー一行とお別れしました。
矢口ガバナーの、気さくな雰囲気でロータリーに関して分
かりやすく格調高い指導を頂いたことで、今後のクラブ
運営に大きな弾みとなる有意義な公式訪問となりました。
� （事務局長：鈴木　勲）

来訪日：10月７日（木）
例会場：レストラン徳良湖
会　長：星川　　篤
幹　事：鈴木喜左夫

ガバナー公式訪問
◎新庄あじさいロータリークラブ
　去る 10 月６日（水）、新庄あじさいロータリー
クラブの公式訪問が矢口信哉ガバナーはじめ、齋
藤賢一地区幹事、寒河江理方副幹事にご出席をい
ただき開催されました。
　コロナ禍で活動が制限される日々が続いてお
り、ロータリークラブ活動の意義を会員や地域に
どう示していくか模索していた中で、RI 会長で
あるシェカール・メーター氏の思い、そして矢口
ガバナーの思いを会員にお伝えいただいたこと
で、ロータリークラブ活動に対して今後も前向き
に取り組んでいこうという気持ちをもつ機会とな
りました。
　特に、会員増強のターゲットは必ずしも若い人
に限らないという言葉が印象的でした。改めて会
員候補者について考えていきたいと感じておりま
す。また地域への貢献を考えるとある程度の組織
基盤が重要であることもしっかりと受け止め、会
員増強に今以上に取り組んでまいります。その上
で、クラブの長期計画策定に向けた委員会の立ち
上げに向かって検討を進めていく必要性を会員一
同認識することができました。
　公式訪問は、終始和やかな雰囲気の中でおこな

われ、矢口ガバナーの温和なお人柄を身近に感じ
る時間となりました。コロナ禍ではありますが、
これからも新庄あじさいロータリークラブは、会
員相互の親睦を図ることを第一に、リアル例会を
基本とした形で本年も活動を展開して参ります。
矢口ガバナー、ありがとうございました。
� （幹事：菅　信也）

来訪日：10月６日（木）
例会場：ニューグランドホテル
会　長：阿部　　彰
幹　事：菅　　信也

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

◎尾花沢市長・大石田町長表敬訪問
　10 月７日（火）花笠音頭発祥地徳良湖畔の花笠
の湯で尾花沢ロータリークラブの公式訪問を終え、
尾花沢中央ロータリークラブと合同による、尾花
沢市長及び大石田町長表敬訪問をしました。
　矢口ガバナー、齋藤地区幹事、菊地地区副幹事、
尾花沢中央ロータリークラブの岩崎会長、狩野幹
事、尾花沢ロータリークラブの星川会長、鈴木幹
事の７名での訪問です。
　工藤俊夫ガバナー補佐も同行することになって
おりましたが、職場の理事長が急死されたのでや
むなく欠席になりました。
　尾花沢RCと尾花沢中央 RCでは首長訪問はでき
るだけ合同で行うことにしており慣例による表敬
訪問となりました。
　菅根尾花沢市長からは、元気一杯でお迎えいた
だき、徳良湖築堤 100 周年の話に花が咲きました。
　また、村岡大石田町長は公務で出張のため、花
田副町長さんにお出迎え頂き、地域文化継承の大
切さや、名産の大石田ソバや自然薯について力を
こめたお話を頂きました。
　新型コロナ感染防止対策により、各種行事が休
止等に遭遇し、大変なクラブ運営ですが、地域の
発展のため奉仕活動を継続してほしいとの激励を
受け大石田町役場を後にしました。
� （幹事　鈴木喜左夫：尾花沢RC）

◎南陽市長表敬訪問
　10 月 19 日（火）南陽東ロータリークラブの公
式訪問、例会終了後、南陽市役所で白岩孝夫市長
を矢口ガバナー、南陽ロータリークラブ網代会長、

廣谷幹事、南陽東ロータリークラブ横山会長、安
部幹事、南陽臨雲ロータリークラブ四釜会長、菅
野幹事、齋藤地区幹事、地区スタッフとともに表
敬訪問しました。矢口ガバナーから行政と一緒に
なって地域のイベント等に協力したい旨の話し合
いになりました。
　また、矢口ガバナー、齋藤幹事と一緒に赤湯温
泉丹泉ホテルで和田パストガバナー南陽 3地区会
長、幹事と一緒に懇親会を行い、久しぶりに一献
傾けながら今年の活動等を話し合いました。コロ
ナ禍でもあり短い時間ではありましたが、みなさ
んとともにとても楽しい一夜でした。
�（第６グループガバナー補佐　近野�永順：南陽 RC）

◎上山市長表敬訪問
　10 月 27 日、横戸長兵衛上山市長への表敬訪問
を行いました。矢口信哉ガバナー、齋藤賢一地区
幹事、結城和生 AG、上山 RCから高橋義明会長、
土屋講幹事、枝松祐子副会長兼事務局の 6名で伺
いました。
　矢口ガバナ―からご挨拶と RC活動へのご理解
ご協力をお願いし、横戸市長から市民と地域の為
に奉仕活動をしている RC活動に敬意を示され全
面的にご協力する意向を示されました。上山 RC
の福祉施設への継続的な奉仕活動や上山市で提唱
のクアオルトコースの整備・清掃活動など、市民・
行政と RC が一緒になって行われていることに、
これからも地域貢献をよろしくとのことで、予定
時間をオーバーして和やかに懇談できました。
�（第５グループガバナー補佐　結城�和生：山形西 RC）
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新人ロータリアンからひと言

新入会員紹介

斉
さい
藤
とう
�仁
ひとし

所　　属：天童東 RC
職業分類：保険業
入　　会：2021 年 12 月１日

　10 年ほど前に趣味で使う物を海外から個人輸
入したことをきっかけに、当時流行り始めていた
「ヤフオク」や「amazon」で個人販売をスター
トしたのが私の原点です。その後、徐々に国内外

の取引先が増えて年々会社も少しずつ成長してき
ました。国内取引の一部では株式会社ファインさ
んのソーセージも取り扱いさせていただいてお
り、代表の片平さんよりこの度ロータリーにお誘
いいただきました。これまでのメインはネット上
の取引のため地元に関わることはほとんどなかっ
たのですが、今後は地元高畠や山形県を絡めたビ
ジネスにも取り組んでいければと考えておりま
す。ぜひ皆さんと情報交換させていただけますと
幸いです。

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

・【訃報】理事長 齋藤直美氏 逝去　　　・2022 年の年賀状を学友がデザイン
・寄付金速報　— 送金はお早めに —　　　・韓国米山学友会が 2 年目の Zoom 総会

・第 2820 地区による世界的プロジェクト

全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight261_pdf.pdf

今月のトピックス�. ������� ����� ��
当会理事長の齋藤直美氏が、11 月 28 日にご

逝去されました。享年 84 歳でした。 

故・齋藤理事長は 1979 年に豊田ロータリーク

ラブに入会。2016-18年度国際ロータリー理事、

2010-13 年度国際ロータリー日本青少年交換委

員会理事長、2006-07年度第2760地区（愛知県）

ガバナーなど、ロータリーにおいて要職を歴任

されました。 

当会においては 2018 年 9 月から第七代理事

長をお務めいただき、今年で2期2年目でした。

理事長就任後は各国の学友会を精力的に訪問し

たほか、新型コロナウイルスの流行に伴い、奨

学生の生活や健康を真っ先に憂慮し、奨学会と

して迅速な対応と情報開

示を指示するなど、本奨

学事業のために心を尽

くされました。ここに

謹んで哀悼の意を表

し、お知らせ申し上げ

ます。 

学友会から続々と寄せ

られた追悼メッセージは当会でとりまとめ、斉

藤病院を通じてご遺族へ届けてもらいました。 

なお、後任理事長については、役員候補者指

名委員会にて指名を受けた理事長候補者を理事

会に諮り、決定されます。 

�.  ���� �������������
当会では、評議員、理事、地区米山記念奨学委員長、奨学生、日本在

住の学友などへ毎年約 4,700 枚の年賀状を送っています。来年の年賀

状は、水墨画家として活躍する米山学友、姚 明さん（2005-07／柳川

ＲＣ）によるデザインです。姚さんはこの作品について「子虎たちが

戯れる様を描きました。日本では世界の中でも特に少子化が進んでい

るので、新年には虎の家族のように子宝に恵まれ、日本の社会がより

活気に満ちたものになるよう、祈りを込めました」と語ります。 

 

 

 

 

 
 

 
 

�. ����� � ������� �
11 月までの寄付金は、前年同期と比べて

3.0％減（普通寄付金:1.1％減、特別寄付

金:3.9%減）、約2,100万円の減少となりました。

未だ前年同期よりも減少のまま推移していま

すが、先月までの寄付累計額から比較すると 1

千万円ほど減少幅が縮まり、少しずつではあり

ますが、寄付状況も好転しているように感じら

れます。12 月 30 日までに当会口座に着金した

特別寄付金については、来年 1 月末日までに各

クラブ宛に確定申告用領収証を発送します。年

内お早目にご送金下さいますようよろしくお

願いいたします。 

Vol.
2021 年12 月14 日 

発 行 

姚 明（ヤオ ミン）：1967 年、中国内モンゴル生まれ。1993 年に来

日、福岡教育大学大学院美術教育学研究科にて修士号取得、

九州産業大学大学院芸術研究科博士後期課程修了。 

現在、NPO 法人日中国際交流センター理事長、九州産業大学芸

術学部非常勤講師、臨沂大学（中国・山東省）客員教授。日本や

中国など世界各国の美術館・画廊などで個展 28 回。日本外務大

臣賞、文部科学省文部大臣賞、中国駐日本大使館賞受賞。 

南陽ロータリークラブ・南陽東ロータリークラブの事務所が移転になりました。
新住所

〒 999-2261　南陽市蒲生田 1388-1　TEL・FAX 0238-27-1195

事務所移転のお知らせ事務所移転のお知らせ

新入会員紹介・新人ロータリアンからひと言・事務所移転のお知らせ・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

　予想もしない長いコロナ禍で、私達に力をくれたのは若い日本人達でした。すぐ頭に浮かぶのは松山英樹さん、藤井聡太さん、反田恭
平さん、そして大谷翔平さん達です。彼らの共通点は、小さい頃に憧れの人がいて、そして具体的な目標があったということです。その具
体的な目標に向って時間を積み重ね、誰もが不可能だといった目標を達成しています。
　具体的な目標をインプットすると、不思議なことにその方向に思考そして行動が向きます。それをロータリーに当てはめてみると、実現で
きないとされた“ポリオ根絶”を地道に35年かけ、今まさに達成されようとしています。この様に世界規模で活動していることは、現在も着々
と世間に取り上げられてはおりますが、達成した暁には公共イメージとして大いにアピールできると考えます。
　その様な中、今年度「ロータリー奉仕デー」のもと、環境問題に取り組み「海岸美化プロジェクト」を第 2820 地区が発案し、ロータリ
アンとその家族と共に世界規模で行われ大成功をおさめました。ローターアクター、インターアクター、米山奨学生、そして地域のたくさん
の方々に参加して頂き、多くのマスメディアを通じて公共イメージアップに貢献致しました。
　コロナ禍も先行きは不透明ですが、2021年11月現在の状況として日本の新規感染者は、世界が奇跡と驚くほど減少しています。その
理由はまだ誰もわかっていませんが、日本人の特性の清潔感そして他人を思いやる心が何らかの形で寄与している可能性があると思いま
す。さらにロータリーは素晴らしい資質、キャリアそして人間力を持ち合わせた他に類のない人材の宝庫です。この「海岸美化プロジェクト」
が多方面に伸び、又それらが長期にわたる可能性を秘めていると確信しております。
　冒頭のもう一つのヒントは、なるべく若い時からロータリーの情報に接してほしいということです。公共イメージにおいて10 年、20 年の
長期目標として、若者にロータリーの真髄を浸透させ、将来ロータリーに参加してもらう具体的なプロジェクトのプランも大切であると考え
ます。卓話などはロータリー内だけでなく、地域の学校などに出向くことも視野にいれ、又もし地域で若者のインフルエンサー等が存在し
ていたら、ロータリーのアドバイザーになって頂くのも一考であります。そして漫画、アニメなどでロータリアンが如何に心豊かに人生を送
れるかなどをわかりやすくアピールしたいものです。
　この様に、地域を良くしたいとの熱意を世界に発信してアピールできること程公共のイメージアップに繋がることはありません。これから
の活動を応援し、また皆様の御協力を御願い致します。

 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�保延�輝文（石岡 RC）

　皆さんのクラブでは、せっかく入ってきた新会員が 3 年も経たずにクラブを辞めていくケースがありませんか？しかも、それが頻繁である
とコトは厄介かも知れませんよね。
　その原因を探ったことがありますか？
　その原因について、私の経験を踏まえて分析し、その障害を取り除き、新会員がクラブが楽しいと思うようになるための方策をお教えし
ましょう。
原因①シニア会員が自ら自覚すべきことを正しく認識していないこと
　特に会長を経験したシニア会員は、もうクラブ内の運営については卒業した気分になって協力的ではなくなることだ。クラブのことより、
自分のことが優先するとの考えを持つ人がいる。
　「俺はいままでクラブに充分に協力してきた。もういいだろう」という感覚だ。でも、クラブを辞めようとはしない。ロータリアンとしてのステー
タスは保持したいのだ。特に、各種の寄付金やニコニコボックスへの協力などには極めて消極的で、若手に対する手本になっていない。
　また、せっかく入ってきた新会員なのに、シニア会員が上手におもてなしを出来ないことから新会員が居心地の悪さを感じ退会していく
という場面が何度となくあった。その理由の一つに、シニア会員が自分たちの仲間とだけ同じテーブルに座り、他の会員を寄せ付けない傾
向があることだ。こういったシニア会員たちは言う。
　「別に新会員を邪険にしているわけではない。向こうから胸襟を開いてくればいいことだ」例会は週に一回のこと、自分の仲間と一緒にいた
い気持ちも分からないわけではないが、緊張している新会員のために、彼らの緊張を緩和してあげる役割も現役会員にはあると思う。新会
員にしてみれば、せっかく入ったロータリーだ。出来るだけいろいろな人と仲良くなりたいと考えるのは自然なことだ。それに応えるのは、現
役会員たちの責務だ。立派な先輩は、まず自分から新会員に話しかけ、席に案内し、隣りに座って雑談に応じる、という態度を取ってくれる。
　私がクラブ会長のとき、日本のロータリークラブの創始クラブである東京ロータリークラブへメークにいったことがある。帝国ホテルの大
会場に高崎クラブの会員10人を連れてお邪魔をした。その際に受けた先方の会員たちのフレンドリーでフランクな応対には痺れたものだ。
流石は東京ロータリークラブだ、という感想を皆が持った。見渡せば、テレビで見掛ける顔ぶれがたくさんいる。そういった人たちが皆、
親切なのだ。ロータリアンの鑑を見た気がした。
原因②新会員へのフォローが不足していること
　新会員は、近い将来その周辺の友人たちを連れてきてくれるキーマンであり、その反面彼らを失う（クラブを辞める）ことはその周辺の
新会員ターゲット層を根こそぎ失うことを意味する。彼らが、クラブに居続けることは有意義だと思える環境を作ることが大切なのだ。それ
には、彼らの紹介者やクラブのシニア会員、会長や幹事の役員たちのバックアップ（フォロー）が必要だ。また彼らに対し、単にお客様の
ようなおもてなしをするのではなく、彼らがロータリーを知り、好きになり、楽しむようになれる教育を提供することが大切なのだ。それは
本来、彼らを迎え入れたクラブが責任を持って取り組むべきことなのだが、それが出来るクラブは少ない。彼らはロータリー知識を得る機
会が与えられることなく、ただ例会に出席し、ポツネンと昼メシを食って帰るだけのロータリー活動になってしまう。これでは続くはずがない。
解決策①例会場での着席場所を毎回抽選にした
　そこで、毎週、例会において同じテーブルに同じ会員、グループが座らない工夫として、私は着席場所を一年間、毎回抽選にした。そ
うすれば、会員は毎回いろいろな人と交流ができる。なんと楽しいことか、と独りで納得した。ところがそう決めた途端、シニア会員から
多くの叱声、罵声が飛んできた。しかもその声は私にではなく、私の女房役の幹事に対して向けられた。でも、幹事はこう言ってひるまな
かった。「これは、田中会長が決めたことです。田中さんは他人の言うことは聞かない人です。皆さん、ご存知でしょう？」
　その後は、誰からもその件についてのクレームはなかったという。良いと思ったことはやり遂げることが大切だ。
解決策②メークを奨励した
　私の会長年度では、「KOC（Know�Other�Clubs�）キャンペーン」（他クラブを知ろう）というメーク奨励のイベントを行った。一年を通
じ、他クラブへのメーク回数が一番多かった会員を会長が表彰するというものだ。その効用は次のとおり。
ⅰ　他クラブに行って友人に会い、情報交換ができる。
ⅱ　メークを知らない新会員を連れて行き、他クラブの雰囲気を体験させることができる。
ⅲ　他クラブにおける見習うべき点を知り、自クラブの運営に取り込むことができる。
　実際、こういうことがあった。

 第１地域�ロータリーコーディネーター補佐�田中�久夫（高崎RC）

2022年1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

予想もしない長いコロナ禍で、私達に力をくれたのは若い日本人達でした。すぐ頭に浮かぶのは松山英樹さん、藤井聡太
さん、反田恭平さん、そして大谷翔平さん達です。彼らの共通点は、小さい頃に憧れの人がいて、そして具体的な目標が
あったということです。その具体的な目標に向って時間を積み重ね、誰もが不可能だといった目標を達成しています。

具体的な目標をインプットすると、不思議なことにその方向に思考そして行動が向きます。それをロータリーに当てはめて
みると、実現できないとされた“ポリオ根絶”を地道に３５年かけ、今まさに達成されようとしています。この様に世界規模で活
動していることは、現在も着々と世間に取り上げられてはおりますが、達成した暁には公共イメージとして大いにアピールで
きると考えます。

その様な中、今年度「ロータリー奉仕デー」のもと、環境問題に取り組み「海岸美化プロジェクト」を第２８２０地区が発案し、
ロータリアンとその家族と共に世界規模で行われ大成功をおさめました。ローターアクター、インターアクター、米山奨学生、
そして地域のたくさんの方々に参加して頂き、多くのマスメディアを通じて公共イメージアップに貢献致しました。

コロナ禍も先行きは不透明ですが、２０２１年11月現在の状況として日本の新規感染者は、世界が奇跡と驚くほど減少して
います。その理由はまだ誰もわかっていませんが、日本人の特性の清潔感そして他人を思いやる心が何らかの形で寄与し
ている可能性があると思います。さらにロータリーは素晴らしい資質、キャリアそして人間力を持ち合わせた他に類のない人
材の宝庫です。この「海岸美化プロジェクト」が多方面に伸び、又それらが長期にわたる可能性を秘めていると確信しており
ます。

冒頭のもう一つのヒントは、なるべく若い時からロータリーの情報に接してほしいということです。公共イメージにおいて１０
年、２０年の長期目標として、若者にロータリーの真髄を浸透させ、将来ロータリーに参加してもらう具体的なプロジェクトの
プランも大切であると考えます。卓話などはロータリー内だけでなく、地域の学校などに出向くことも視野にいれ、又もし地域
で若者のインフルエンサー等が存在していたら、ロータリーのアドバイザーになって頂くのも一考であります。そして漫画、ア
ニメなどでロータリアンが如何に心豊かに人生を送れるかなどをわかりやすくアピールしたいものです。

この様に、地域を良くしたいとの熱意を世界に発信してアピールできること程公共のイメージアップに繋がることはありませ
ん。これからの活動を応援し、また皆様の御協力を御願い致します。

第第１１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 保保延延 輝輝文文（（石石岡岡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 2021.11.30 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） 68.42 0 （0） 0 （0） 69.12 
2 酒田東 32 （5） 31 （5） 76.61 0 （0） 1 （0） 86.55 
3 酒田中央 39 （0） 39 （0） 83.17 0 （0） 0 （0） 84.08 
4 酒田スワン 15 （5） 16 （5） 96.67 1 （0） 0 （0） 89.67 
5 酒田湊 14 （3） 14 （3） 90.00 0 （0） 0 （0） 93.36 

第
２
グ
ル
ー
プ

6 鶴岡 26 （5） 26 （5） 78.00 0 （0） 0 （0） 78.67 
7 鶴岡西 28 （4） 29 （5） 80.23 1 （1） 0 （0） 78.67 
8 余目 34 （1） 36 （1） 81.43 2 （0） 0 （0） 81.44 
9 鶴岡東 26 （2） 27 （2） 79.41 2 （0） 1 （0） 75.64 
10 鶴岡南 25 （4） 25 （4） 82.00 0 （0） 0 （0） 84.33 

第
３
グ
ル
ー
プ

11 天童 43 （4） 43 （4） 95.19 0 （0） 0 （0） 93.73 
12 東根 39 （1） 39 （1） 80.13 0 （0） 0 （0） 80.25 
13 天童東 51 （0） 50 （0） 86.18 0 （0） 1 （0） 82.32 
14 天童西 14 （3） 14 （3） 76.19 0 （0） 0 （0） 73.51 
15 東根中央 48 （4） 49 （4） 64.62 1 （0） 0 （0） 65.12 
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） 76.43 
18 尾花沢 16 （0） 16 （0） 84.30 1 （0） 1 （0） 86.76 
19 最上 21 （2） 19 （2） 63.16 0 （0） 2 （0） 56.59 
20 尾花沢中央 14 （1） 14 （1） 74.99 0 （0） 0 （0） 72.85 
21 村山ローズ 15 （4） 15 （4） 64.44 0 （0） 0 （0） 67.11 
22 新庄あじさい 17 （0） 17 （0） 73.55 0 （0） 0 （0） 75.88 

第
４
グ
ル
ー
プ

23 寒河江 40 （2） 41 （2） 86.07 1 （0） 0 （0） 87.10 
24 大江 15 （1） 15 （1） 91.30 0 （0） 0 （0） 95.50 
25 河北 26 （0） 27 （0） 90.00 1 （0） 0 （0） 84.06 
26 寒河江さくらんぼ 36 （3） 37 （3） 91.27 1 （0） 0 （0） 88.50 
27 西川月山 15 （0） 15 （0） 66.67 0 （0） 0 （0） 73.33 

第
５
グ
ル
ー
プ

28 山形 86 （0） 88 （0） 98.48 2 （0） 0 （0） 98.56 
29 山形北 70 （3） 73 （3） 85.16 3 （0） 0 （0） 89.66 
30 山辺 26 （1） 26 （1） 90.38 1 （0） 1 （0） 80.64 
31 山形南 53 （1） 53 （1） 81.19 1 （0） 1 （0） 83.06 
32 中山 10 （0） 10 （0） 80.00 0 （0） 0 （0） 82.00 
33 山形西 98 （0） 100 （0） 94.98 2 （0） 0 （0） 95.40 
34 上山 17 （3） 17 （3） 71.41 0 （0） 0 （0） 79.57 
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） 96.91 1 （1） 0 （0） 96.88 
37 山形イブニング 22 （0） 23 （0） 73.68 1 （0） 0 （0） 70.38 

第
６
グ
ル
ー
プ

38 米沢 50 （5） 50 （5） 65.50 1 （0） 1 （0） 73.35 
39 米沢上杉 67 （3） 68 （3） 98.53 1 （0） 0 （0） 98.02 
40 高畠 42 （3） 44 （3） 68.22 2 （0） 0 （0） 71.68 
41 米沢中央 40 （7） 41 （6） 98.78 1 （0） 0 （1） 99.51 
42 米沢おしょうしな 31 （5） 31 （5） 73.12 0 （0） 0 （0） 71.40 
43 長井 26 （0） 26 （0） 86.50 1 （0） 1 （0） 83.31 
44 南陽 9 （0） 9 （0） 74.08 0 （0） 0 （0） 79.26 
45 白鷹 19 （1） 20 （1） 77.63 1 （0） 0 （0） 85.73 
46 小国 13 （0） 13 （0） 100.00 0 （0） 0 （0） 82.22 
47 南陽東 27 （2） 27 （2） 72.00 0 （0） 0 （0） 79.96 
48 長井中央 22 （1） 22 （1） 66.16 0 （0） 0 （0） 66.60 
49 南陽臨雲 28 （3） 28 （3） 78.57 0 （0） 0 （0） 72.50 
合　　　計 1512 （100） 1532 （101） 81.77 30 （2） 10 （1） 82.05 
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表彰

米山寄付表彰

第６回�米山功労クラブ　東根ロータリークラブ
〜米山功労クラブ〜

〜米山功労者〜

第１回 米山功労者
髙橋�則好
（東根 RC）

第１回 米山功労者
横尾�昭男
（東根 RC）

第１回 米山功労者
横尾�量助
（東根 RC）

第９回 米山功労者マルチプル
松村�澄男
（天童 RC）

第 11 回 米山功労者メジャードナー
矢口�信哉
（東根 RC）

第 12 回 米山功労者メジャードナー
齋藤�榮助

（米沢中央 RC）

第５回 米山功労者マルチプル
佐藤�豊彦
（天童 RC）

ロータリー財団寄付表彰
〜メジャードナー〜

〜ポール・ハリス・フェロー〜

レベル１／ 10,000 ドル達成
菱沼�充好
（山形北 RC）

レベル１／ 23,000 ドル達成
安孫子�貞夫
（寒河江 RC）

レベル３／ 93,000 ドル達成
小松�栄一
（寒河江 RC）

PHF+6
矢口�信哉
（東根 RC）

PHF+6
奥山�忠道
（山形北 RC）

PHF+4
福島�英徳
（酒田湊 RC）

PHF+2
池田�求

（酒田中央 RC）

PHF+2
菅原�和浩
（酒田東 RC）
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PHF+2
菅井�保彦
（鶴岡西 RC）

PHF+1
本間�正博

（酒田中央 RC）

PHF+1
瀬野�芳雄
（天童東 RC）

PHF
酒井�学

（酒田中央 RC）

PHF
齋藤�仁

（酒田東 RC）

PHF
古瀬�正勝
（天童東 RC）

PHF+2
青山�伸一
（鶴岡西 RC）

PHF+1
奥山�吉一
（寒河江 RC）

PHF+1
村山�光男
（天童東 RC）

PHF
小野�幸作
（寒河江 RC）

PHF
渡邊�健一
（山辺 RC）

PHF
大森�修

（酒田東 RC）

PHF+1
大坂�広志
（上山 RC）

PHF+1
池田�ミチ子
（酒田東 RC）

PHF+1
三吉�博史
（山辺 RC）

PHF+1
沖津�博

（寒河江 RC）

PHF+1
三谷�三重子
（酒田東 RC）

PHF
信田�信一
（東根 RC）

PHF+2
佐藤�祐三
（鶴岡東 RC）

PHF+1
小野�浩光
（酒田東 RC）

PHF
郷野�正利

（西川月山 RC）

PHF
五十嵐�久廣
（鶴岡西 RC）

PHF
樋渡�淳子
（酒田東 RC）
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Schedule of January 2022

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

1/ 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
月

（元日）

（成人の日）

長期計画検討委員会、米山 New Year Party

歴代地区幹事・地区資金委員長会議

青少年交換委員会＆オリエンテーション⑤

植
松

　龍
祥（
書
）

ガバナー月信

1月の地区スケジュール

職業奉仕月間

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
・諮問委員会開催報告
・地区委員会報告
・インターシティー・ミーティング
・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
・事務所移転のお知らせ
・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
・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。


