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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

・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

　例年ならば週 1回くらいの集まりで多くの友人達と杯を上げ、英気を養い、除雪に

あけくれる毎日を過ごしていました。昨年は２月１日から 14 日までの国際協議会が

初めてバーチャルで開催され RI テーマと RI 重点目標の発表があり、その後の地区計

画への反映に取り組んだことを思い出します。今年度もアメリカで開催予定の国際協

議会がバーチャルになりました。佐藤エレクトにおかれましては大変忙しい対応に迫

られると思いますが、焦らずにじっくりと時流対応で参りましょう。

　1953 年より RI テーマが発表されるようになったそうです。それ以前はロータリー

の目的（綱領）をロータリーのターゲットとして毎年それぞれの地区、クラブの年次

計画が十分な時間的余裕のもとに練られ発表されていたようです。

　今月の月間テーマは、「平和構築と紛争予防」です。ユニセフの難民救済に協力を

…の TV放送を見る度に胸が締め付けられます。少しでも協力してあげたい気持ちを

喚起して温かい心での日常生活でありたいと思っています。

　今月は一人一人のロータリアンが徳性（品性）を高める努力（４つのテストの実行）

に心がけましょう。日々の生活や業界や地域社会で、それが国際社会の徳性を磨き平

和な明るい社会にそして世界平和にも繋がっていくことを願いながら。

　２月 23日はロータリー創立記念日です。今上陛下の誕生日でもあります。

　是非ロータリー 117 回の創立記念日や天皇陛下の 62 歳の誕生日について、感謝の

心で例会に取り上げていただきたいと思います。台中関係やウクライナ情勢が国際

ニュースを賑わしておりますが、本当に心配の種は尽きない昨今です。予測できない

ことが日常的に起こり地区の行事も日時の変更を余儀なくされています。他の地区大

会も流動的です。こんな時こそクラブメンバー同士の絆を強める工夫でロータリーの

価値を高めてまいりましょう。

ガバナーメッセージ

ガバナーメッセージ

原因を追わずして、
� 善後を図る…　

第 2800地区ガバナー　矢口　信哉
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第１回地区チーム研修セミナー・国際協議会出発歓送会

地区チーム研修セミナー

実行委員長 西川 富美子

（鶴岡RC）

　昨年 12 月 11 日に東京第一ホテル鶴岡におい
て、2021 ～ 2022 年度の第一回地区チーム研修
セミナーが開催されました。
　矢口信哉ガバナーの点鐘で始まり、佐藤孝子ガ
バナーエレクトよりパストガバナー、ガバナー補
佐、各委員会委員長の皆様と地区関係者などご参
加頂いた 64 名のご紹介の後、次年度の基本理念
と基本方針が発表されました。
　基本理念は「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―、基本方針は
「地区内各クラブの活性化を目指す」「ロータリー
の理念を学ぶ機会を作る」「地域社会に開かれた

鶴岡ロータリークラブ

会長 榎本 久靜子

　2022−2023 年度に向けて第１
回地区チーム研修セミナーが開催

されました。研修セミナー後、佐藤孝子ガバナーエ
レクトご夫妻の国際協議会出発歓送会が、ご来賓
に安部真一鶴岡副市長をお迎えして盛大に開催さ
れました。
　歓送会式典では、矢口ガバナーより、自身の国
際協議会は世界中がコロナ禍のためオンラインに
よる ZOOM参加という異例のカタチであったと
いう報告後に、佐藤孝子ガバナーエレクトご夫妻
に心温かい歓送の言葉を贈られ、記念品が贈呈さ
れました。最後に佐藤孝子ガバナーエレクトより
国際協議会そしてご自身の年度に向けて力強い決
意のご挨拶を頂きました。
　式典後の歓送の宴のオープニングは、石黒桃子
さんによるピアノ祝奏、ご夫婦にふさわしく華や
かで心和らぐような演奏でした。
　齋藤榮助直前ガバナーからの激励の言葉に続い
て石黒慶一元 RI 理事による乾杯、そして祝宴と

第１回地区チーム研修セミナー

佐藤孝子ガバナーエレクトご夫妻 国際協議会出発歓送会

ロータリー活動を実施して公共イメージ向上を推
進する」「ロータリー財団の理解を深め、財団補
助金の利用を促進する」「青少年奉仕活動を支援
して若いリーダーの育成をする」「オンラインの
活用、IT 推進を図る」です。
　その後、次期地区研修リーダーの齋藤榮助パス
トガバナーにセミナーの目的と意義について基調
講演を行って頂き、ガバナー補佐とカウンセラー
PG、委員長に分かれて次年度の活動方針につい
て活発に話し合われた後、最後に総括を述べて頂
きセミナーは終了致しました。

なりました。
　国際ロータリー第 2800 地区初の女性ガバナー
になられる佐藤孝子ガバナーエレクトに、出席し
たロータリアンから励ましの言葉が多くかけられ、
心温まるゆったりとした時間を過ごすことが出来
ました。
　佐藤孝子ガバナーエレクトご夫妻におかれまし
ては、115 年のロータリーの歴史で初の女性会長
に就任されるジェニファー E・ジョーンズ RI 会
長エレクトの下で国際協議会で大いに研鑽を積ま
れ、次年度の地区発展のためご尽力いただくこと
を祈念致しております。
　ご出席頂きました皆様に感謝申し上げます。あ
りがとうございました。
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　11 月 30 日、鶴岡東高等学校 IAC・鶴岡中央
高等学校 IAC へ矢口信哉ガバナーが表敬訪問さ
れました。同行者は、佐藤孝子ガバナーエレクト、
今間勝見第２グループガバナー補佐、齋藤賢一地
区幹事、横尾智三郎地区大会実行委員長、鶴岡東
IACではスポンサークラブの鶴岡 RCの榎本久靜
子会長、冨田喜美子 IAC 委員長、越智茂昭 IAC
委員、鶴岡中央 IAC ではスポンサークラブの鶴
岡西 RCの渡部芳幸会長、佐藤一嘉直前会長、地
区インターアクト小委員会の佐藤正晴委員の参加
となりました。
　矢口ガバナーより、ロータリーはこれまで以上
に青少年育成を根幹に持ち、地域に密着した活動
はもちろん、国際交流を持ちながら活動出来る支
援をしていきたいと考えておりますのでインター
アクターの皆さんも是非頑張ってくださいと激励
されました。
　佐藤ガバナーエレクト、今間ガバナー補佐、各
クラブ会長は、先日行われた第 2グループ IMに
おいて、庄内地区の 3つのインターアクトクラ
ブによって発表された環境問題がテーマのスピー
チがどのクラブとも非常に素晴らしく、とてもい

地区委員会報告

鶴岡東高校 IAC鶴岡東高校 IAC
鶴岡中央高校 IAC鶴岡中央高校 IAC

地区委員会報告

い IMになったと感謝し、これからも身近に活動
していくことを伝えられました。
　鶴岡東高等学校では、玄関を入ってすぐに沢山
の学生の取り組みが書かれた SDGs の木のモニュ
メントがあり、別の場所にはインターアクト活動
の写真を展示しており、すれ違う学生は皆、私た
ちに挨拶をするなど、学校全体が非常に活発で明
るい雰囲気でありました。
　鶴岡中央高等学校では、インターアクターの岡
部実紅さんが、最近の活動内容を画像とともに発
表され、地元の保育所に大きなカルタを作り、園
児たちと触れ合い非常に喜ばれて嬉しかったこと
や、障害者施設に赴き、障害者の方々と触れ合っ
たことで今までとは違う考え方で行動するように
なったなど、地元地域の方々との奉仕活動を通じ
て成長していることが伺えました。
　地区内 49 クラブ、約 1,500 名の皆様でもっと
インターアクトクラブを発展させ、アクターに関
わり、国際交流につなげ、育成していくにはもっ
とするべきことがあると強く感じられたガバナー
表敬訪問でした。

鶴岡東高校 IAC 鶴岡中央高校 IAC

インターアクト小委員会委員長

 和田 義弘（河北RC）

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

山本学園高校 IAC山本学園高校 IAC

　12 月 10 日金曜日、羽黒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、佐藤孝子ガバナーエレクト、今
間勝見第２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鶴岡東ロータリークラ
ブからは、大瀧裕二会長、剱持大輔幹事、田村勝
青少年奉仕委員の８名の訪問となりました。羽黒
高等学校からは、牧静雄理事長、顧問の市川まゆ
先生、３名のインターアクターの参加でした。
　始めに矢口ガバナーより、ロータリーが創立し
て約 110 年、第２世紀に入った現在のロータリー
は今まで以上に青少年活動に重きを置き活動支援
していく中で、インターアクターの皆さんは、若
いうちにネットワークを広げ、地区内は勿論、東
北・日本、そして海外のインターアクターと繋がっ
てインターアクトの活動を有意義に生かしてもら
いたい、まずは身近なところから頑張って下さい
と激励されました。
　今間勝見ガバナー補佐から、11 月に行われた
第２グループの IMにて環境問題について発表さ

　12月 16 日木曜日、山本学園高等学校インター
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、布施富將第５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山
形ロータリークラブからは、阿部龍太幹事、佐藤
利右衛門青少年奉仕委員長の６名の訪問となりま
した。
　この度の訪問は、インターアクトクラブの例会
への表敬訪問となり、１, ２年生約 20 名のイン
ターアクターが例会を行いました。開会点鐘から
始まり、開会の挨拶・来賓紹介・自己紹介と進行
し、続く矢口ガバナーからのご挨拶で、21 世紀
は自分を磨くことで心が豊かになり、学業、そし
てこれから仕事をする上で視野が広がり成長する
ことができます。このインターアクトクラブでの
活動の中で自分を磨きながらボランティア活動を
することによって、これからは人を思いやる優し
さや高潔性を身につけながらリーダーシップを養
い、楽しみながら自分を創って下さいと激励され
ました。
　アクターよりお礼の言葉をいただき、閉会点鐘

を迎え記念撮影をし訪問を終えました。
　来年４月から、学校の名前が山本学園高等学校
から惺山高等学校に変わります。制服も新しくな
り、女子の新制服はセーラー／ブレザーから選択
できるなど新しいアイデアを沢山用いています。
活躍している学生たちにとって、気持ちを一新し
てインターアクト活動がさらに飛躍することを伺
える訪問となりました。
　今回の訪問をもち、地区内８つのインターアク
トクラブの矢口ガバナー表敬訪問を無事終えるこ
とができました。コロナ禍の中、アクターは皆、
知恵を出し合い様々な活動を一生懸命行っており
ます。今後委員会では、出来ない事より出来る事
を考え、未来ある若者の輝かしい将来のためにこ
れからもサポートしていく所存です。

羽黒高校 IAC羽黒高校 IAC

れた内容が素晴らしく、とてもいい IMになり感
謝しますと伝えられました。
　インターアクターの３名から、これからは
SDGs に関わりながらの活動をしていく中で、赤
い羽根募金活動や福祉センターでの活動を行い地
域の方に感謝されたことを報告され、これからも
SDGs に沿って羽黒町と繋がりをもちながら町の
PR活動をし、どんな事ができるか皆で考えて活
動していきたいと話されました。
　牧静雄理事長から、現在の新しい校舎が地元の
杉で造られたことや羽黒町と学校の繋がりなど、
学生たちも知らなかったこれまでの羽黒高校の歴
史をお話しされ、とても和やかな雰囲気でガバ
ナー表敬訪問を終えることができました。
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ガバナー公式訪問

◎南陽ロータリークラブ
　南陽市には現在３つのロータリークラブがあり
ます。
　私共の南陽ロータリークラブは、1963 年宮内
ロータリークラブとして発足し、1968 年に町村
合併による南陽市の誕生により、南陽ロータリー
クラブと名称を変更しました。今年で設立 58 年
そして２年後には 60周年を迎えます。
　10 月 20 日（水）、ガバナー公式訪問では矢口
信哉ガバナー、近野永順第６グループガバナー補
佐、齋藤賢一地区幹事、笹原崇統括副幹事にご来
訪いただき、誠にありがとうございました。
　会長幹事会では、当クラブでの活動の中で龍樹
の森や双松バラ園の話題に触れ、花や森といった
自然環境や都市シンボルについてヨーロッパやグ
ローバルな考え方のお話をいただきました。会長
幹事会終了後、記念撮影をおこない食事のあと例
会をおこないました。

来訪日：10 月 20 日（水）
例会場：いとや旅館
会　長：網代　欽二
幹　事：廣谷　啓一

ガバナー公式訪問
◎南陽東ロータリークラブ
　10 月 19 日（火）例会前に１時間程、矢口ガバ
ナー、第６グループ近野ガバナー補佐と会長幹事
で情報交換会をさせていただきました。まずは当
クラブの現状を説明させて頂き、今後の目標値と
して会員数 35 名、例会出席率 80％以上を目指
すよう叱咤激励を頂きました。またコロナ禍での
例会として、zoom開催の例を挙げて頂きご提案
頂きました。ロータリーは例会に参加する事に意
義があり、「入りて学び、出でて奉仕せよ」とい
う事を改めて実感した次第です。
　例会では引き続き、矢口ガバナー、近野ガバナー
補佐を始め、齋藤地区幹事、寒河江地区副幹事、
渡辺地区大会実行委員の６名をお招きしての例会
となりました。例会ではガバナーより地区のテー
マを中心としたご説明を頂きました。
　例会終了後、南陽 RC、南陽臨雲 RCの会長幹
事も合流し、南陽市役所へ出向き、白岩市長へ表
敬訪問をさせて頂きました。市長より行政では珍
しい、ラーメン課のご説明や、県立南陽高校で活
動している南陽市役所部等のご紹介がありまし
た。当クラブではローターアクトクラブの提唱ク
ラブでもある事から、市職員からもローターアク
トクラブへ是非入会して頂くよう、ガバナーから

市長へお願いを致しました。
　その後インターアクト表敬訪問をし、南陽 RC
さんと県立南陽高校へうかがいました。木村校長
先生、インターアクト担当の菊地先生とお話しを
し、コロナ禍で限られた活動ではあるが、生徒た
ちは熱心に取組んでいると、ご説明頂きました。
　当クラブはピーク時に比べ会員数が半分以下と
なってきておりますが、ローターアクトクラブ、
インターアクトクラブのホストクラブでもある事
から、火種を絶やす事なく会員増強に力を入れ、
今後も活動して参ります。�（幹事：安部　直樹）

来訪日：10 月 19 日（火）
例会場：熊野大社證誠殿
会　長：横山　　仁
幹　事：安部　直樹

　公式訪問例会が開催され、矢口ガバナーより基
本理念をもとに熱くお話をいただき、深く感謝申
し上げます。
　結びに大変お忙しい中、当クラブにお越しいた
だきました矢口ガバナー、近野ガバナー補佐の
益々のご活躍とご健勝をクラブ会員一同ご祈念申
し上げます。� （幹事：廣谷　啓一）
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◎酒田中央ロータリークラブ
　去る 10 月 22 日、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・
佐藤茂美地区副幹事にご出席いただき、ガバナー
公式訪問例会を開かせて頂きました。
　例会に先立ち開かれました会長幹事会では、矢
口ガバナーと青山ガバナー補佐、当クラブから会
長・幹事・会長エレクト・副幹事の６名が出席し、
矢口ガバナーよりクラブ運営への様々な助言を頂
戴いたしました。特に「会員増強」「社会奉仕」
に重点を置いてもらいたいこと、現会員の「出席
率の向上」についてお話をいただいております。
９月 26 日に酒田市の海岸清掃を行った「ロータ
リー奉仕デー」にご参加頂いた際、あまりの漂着
ごみの多さに驚かれたと感想を述べられていらし
た事も印象的でした。
　例会では、RI 会長テーマである　１．会員の
基盤の拡大　２．ロータリー奉仕デーの開催　３．
女子のエンパワメントへの注力　への説明とお話
を頂いております。また、今年度2800地区のテー
マである「中核的価値観のもと、時流対応の時」
を掲げて、ロータリーを定義づける価値観「奉仕・
親睦・多様性・高潔性・リーダーシップ」の５項
目のもと、アフターコロナという誰も経験したこ
とのない時代を、会員同士が協力して時流対応し

ていくべきと力を込めてお話し頂きました。
　当クラブの事業計画や奉仕の実践などに、お褒
めの言葉を頂戴いたしましたが、さらに元気なク
ラブになるために「My�Rotary」の活用での勉強
と、「ロータリーの友」の購読で他地区の情報・
世界の情報を知ることをお勧め頂いています。
　この度のガバナーからの助言を基に、より良い
クラブ作りを目指してまいります。
　大変お忙しい中での今回のガバナー公式訪問、
非常に有意義な例会となりました。矢口ガバナー
はじめ、おいで頂きました方々には心より感謝申
し上げます。� （幹事：青塚　義明）

来訪日：10 月 22 日（金）
例会場：アトラーム酒田
会　長：佐藤　昌則
幹　事：青塚　義明

ガバナー公式訪問
◎山形北ロータリークラブ
　10 月 21 日に国際ロータリー第 2800 地区
2021−22 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、ガバナー公式訪問例会を山形グランドホ
テルにおいて開催いたしました。例会に先立ち、
11 時より矢口ガバナー、布施ガバナー補佐出席
のもと会長幹事会が行われました。当クラブ小野
和行会長より今年度の会長方針、クラブ目標につ
いて説明がなされ、矢口ガバナー、布施ガバナー
補佐より貴重なご意見・アドバイスを頂き大変有
意義な会となりました。
　続いて全会員で矢口ガバナーをお迎えし、記念
撮影を行った後、12 時 30 分より例会を開会い
たしました。当日は３名の新入会員が初めての例
会に出席し、矢口ガバナーより直接ロータリー
バッチを授与していただき、新入会員にとって非
常に心に残る例会となりました。また食事中には
10 月 9 日に開催した地区補助金事業である里芋
掘り体験例会の際のビデオ上映を行いました。
　ガバナー卓話では地区テーマ「中核的価値観の

もと、時流対応の時」に基づく基本方針について
のお話や、会員増強について、そしてご自身が最
初に先輩に教えられた「入りて学び、出でて奉仕
せよ」という言葉を実践する上で、例会に出席す
ることの大切さについてお話しいただきました。
　終始和やかな雰囲気で有意義なガバナー公式訪
問例会となりました。ありがとうございました。
� （幹事：青山　登）

来訪日：10 月 21 日（木）
例会場：山形グランドホテル
会　長：小野　和行
幹　事：青山　　登

ガバナー公式訪問
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ガバナー公式訪問

◎山形中央ロータリークラブ
　10 月 26 日（火）矢口信哉ガバナー、結城和生
第 5グループガバナー補佐、齋藤賢一地区幹事、
奥山栄悦地区大会実行委員の４名をお迎えして
「ガバナー公式訪問例会」をホテルメトロポリタ
ン山形にて開催致しました。
　11 時より矢口ガバナー、結城ガバナー補佐、
当クラブから長橋会長、石山会長エレクト、佐藤
幹事が出席しての「会長幹事会」が行われ、最初
の御挨拶で矢口ガバナーより当クラブの活動計画
について的確なアドバイスを頂き、結城ガバナー
補佐の進行のもとで和やかな雰囲気で行われまし
た。矢口ガバナーより当クラブは年齢層が若く出
席率も良く人数的にも丁度良いとお褒めのお言葉
を頂きました。重点項目としては特に会員増強（女
性会員も）とロータリー奉仕デーを掲げておられ
ました。また次世代リーダーの育成についてロー
ターアクト・インターアクトやクラブ内からなる
衛星クラブの設立など大変興味深いお話をいただ
きました。ロータリアンとしての心構えを再確認
することができました。
　また長橋会長より、10 月 2 日（土）山形テルサ
ホールで開催された「広島被爆ピアノ平和コン
サート in 山形」に当クラブが参加、お手伝いさ
せていただき、ロータリークラブを山形市民にア

来訪日：10 月 26 日（火）
例会場：ホテルメトロポリタン山形
会　長：長橋　正人
幹　事：佐藤　　太

ガバナー公式訪問
◎山形西ロータリークラブ
　10 月 25 日（月）例会場にて国際ロータリー第
2800地区2021−2022年度　矢口信哉ガバナー・
第５グループ結城和生ガバナー補佐・齋藤賢一地
区幹事・信田信一同副幹事・横尾昭男地区研修・
協議会実行委員長をお迎えしガバナー公式訪問例
会が開催されました。
　当初８月23日に予定されておりましたが、コロ
ナ禍により２か月遅れの待望の例会となりました。
　例会に先立ち 11 時からの会長幹事会では、当
クラブ東海林会長より今年度の会長方針の説明や
現況報告を行ない、お褒めの言葉やアドバイス等
を頂き気持ちを新たにしたところです。
　続いて 12 時 30 分からの例会ではガバナーの
プロジェクターを使った卓話を頂きました。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」を受けて、地区研修・協議会等
で示した基本方針をご教示頂きました。
　特に会員拡大の項目では、自分が入会した時の
エピソードや親子会員三代の繋がりなど分かりや
すくお話しくださいました。

　穏やかながらも熱い思いがビシビシと伝わる有
意義な公式訪問例会となりました。
　矢口ガバナーにおかれましてはお体に留意さ
れ、益々のご活躍を祈念いたします。
　ありがとうございました。
� （広報雑誌委員長：長岡　勲）

来訪日：10 月 25 日（月）
例会場：山形グランドホテル
会　長：東海林健登
幹　事：武田　岳彦

ピールできた事の報告と共に、「ロータリー財団
地区補助金」についても有効に活用させて頂いた
旨の報告もいたしました。
　12 時 30 分からの「ガバナー公式訪問例会」
では、プロジェクターを使用しての講話をいただ
き RI テーマである『奉仕をしようみんなの人生
を豊かにするために』ロータリーの価値を高める
事がロータリーの基本であることを詳しく丁寧に
お話ししていただきました。
　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：佐藤　太）
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◎寒河江ロータリークラブ
　10 月 28 日、寒河江ロータリークラブに国際
ロータリー第 2800 地区 2021−22 年度矢口信哉
ガバナー、第４グループ小松健一ガバナー補佐、
鈴木勲地区資金委員長、石山行雄地区副幹事、渡
辺暁史地区大会実行委員長をお迎えし、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、
11時から会長・幹事会を開催し、矢口ガバナー、
小松ガバナー補佐から、会長方針、定款細則や出
席率の大事さ及びロータリー奉仕デーについて丁
寧にご指導頂きました。時間が足りないほど活発
に意見交換させて頂き、今後のクラブ運営に一層
の弾みがついたところであります。
　その後、12 時 30 分から公式訪問例会が開催
され、2800 地区テーマ「中核的価値観のもと時
流対応の時」について、丁寧に熱くお話し頂きま
した。
　14 時から、同市のさくらんぼロータリークラ

ブ後藤会長、新関幹事と一緒に、佐藤寒河江市長
を表敬訪問いたしました。コロナ禍での活動状況
や、今後の社会奉仕活動などについて有意義な意
見交換となりました。お忙しい中大変ありがとう
ございました。� （幹事：大沼　仁）

来訪日：10 月 28 日（木）
例会場：ホテルサンチェリー
会　長：沖津　　博
幹　事：大沼　　仁

ガバナー公式訪問
◎上山ロータリークラブ
　上山ロータリークラブのガバナー公式訪問例会
が、令和３年 10月 27 日（水）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グループ結城和生ガバナー補佐、笹原崇統括
副幹事、須藤一元地区資金副委員長をお迎えし、
開催いたしました。
　当日は例会に先立ち午前 10 時より上山市長へ
の表敬訪問を行い、その後、例会場である月岡ホ
テルへ移動し、午前 11 時より会長幹事会が行わ
れました。矢口ガバナー・結城ガバナー補佐へ、
当クラブ会長髙橋義明より、今年度の会長方針や
事業内容を説明させて頂き、特に、コロナ禍にお
ける、クラブ例会の開催の在り方や、会員懇親の
機会などが失われていることをお話ししたとこ
ろ、東根ロータリークラブの例会などの説明を受
け、ソーシャルディスタンスを踏まえたバーチャ
ル形式によるクラブの IT 化の促進などについて
もご指導頂きました。
　続いて 12 時 30 分より例会が開催され、矢口
ガバナーより今年度地区目標の説明や、「4つの
テスト」の実践を踏まえた活動が、会員個々の資

質を高め、クラブ、地区全体へと波及させていけ
る充実した一年にするべく大変意義のある卓話を
頂きました。これからのウィズコロナにおけるク
ラブ活動の指針を示して頂いたことに感謝致しま
す。
　最後に、矢口ガバナーにおかれましては、残り
のガバナー任期期間と公式訪問が有終の内に終え
られます事をご祈念申し上げ、例会を終了致しま
した。今後も上山ロータリークラブにご指導の程
宜しくお願い申し上げます。�（幹事：土屋　講）

来訪日：10 月 27 日（水）
例会場：仙渓園　月岡ホテル
会　長：髙橋　義明
幹　事：土屋　　講

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

◎寒河江市長表敬訪問
　10 月 28 日（木）に寒河江市長表敬訪問をしま
した。
　矢口ガバナー・鈴木勲地区資金委員長、寒河江
RC沖津会長・大沼幹事、寒河江さくらんぼ RC
後藤会長・新関幹事・小松第４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、佐藤
洋樹市長に快く迎えていただきました。
　矢口ガバナーから「名所　古刹　慈恩寺」に数
回来た事があって寒河江には友人知人がたくさん
いて素晴らしい先輩達との出会いがあったと述べ
られました。
　ロータリー活動では、青少年育成に力を注いで
いること、ローターアクト設立支援や、次代を担
うリーダー育成等で話がはずみました。ローター
アクトに関して詳細な説明をさせて頂き、佐藤市
長も理解なされ、和やかな懇談の中で表敬訪問を
終了しました。
�（第４グループガバナー補佐　小松�健一：寒河江さくらんぼRC）

◎山辺町長表敬訪問
　11月９日、2800 地区第５グループ山辺町長へ
の表敬訪問。矢口信哉ガバナー、齋藤賢一地区幹
事、布施富將ガバナー補佐、山辺 RC鈴木会長、
安達専任幹事と共に訪問致しました。山辺町舎は
小高い環境の良い所に西洋風の格調高い建物がご
ざいました。眺めが良い応接室に地場産業の気品
高いオリエンタルカーペットの厚さが 10 センチ
もあり驚きました。遠藤町長は見る通りパワーの
あるお話で、先の先迄考え抜かれた理想的な町、
町民の為と活性化するべく又危機管理、災害の事、
近隣地区山形県内陸すべての町村等が効率良く住
める事、そして矢口ガバナーが山辺町には地場産

業がしっかり根づいて活気がありますねとお話し
すると、その為に共に発展できるよう施策、教育
環境作り等を行っている事等お伺いして参りまし
た。
�（第５グループガバナー補佐　布施�富將：山形南 RC）

◎最上町長表敬訪問
　11 月 16 日（火）に最上町長表敬訪問をしまし
た。
　矢口信哉ガバナー・齋藤賢一地区幹事、最上
RC小川信昭会長、工藤第３グループAGが訪問
いたしました。公務出張中の町長さんに代わり、
笹原栄最上町副町長さんに快く迎えていただきま
した。
　出羽 100 観音様巡り、最上 RC の町への多大
な協力、超高齢化社会を巡る介護や空き家問題、
女性会員を含めた会員増強、各地区の特産物や農
業の担い手不足など、多くの話題に話が弾み、時
間も忘れるほど楽しくも有意義な 1時間であり
ました。
　元気な最上町を常に考えて行政に取り組んでい
る笹原副町長さんのお話をお聞きし、最上町の
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）
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新入会員紹介・新人ロータリアンからひと言・訃報

新人ロータリアンからひと言

新入会員紹介

菅
すが

井
い

 浩
ひろし

所　　属：酒田中央 RC
職業分類：工業材料卸売業
入　　会：2022 年１月２日

菅
すが

野
の

 秀
ひで

和
かず

所　　属：米沢上杉 RC
職業分類：土木工事
入　　会：2022 年１月 18 日

大
おお

塚
つか

 栄
えい

一
いち

所　　属：高畠 RC
職業分類：眼鏡小売業
入　　会：2022 年１月 13 日

馬
うま

道
みち

 雄
ゆう

一
いち

所　　属：酒田中央 RC
職業分類：畜産食料品製造販売業
入　　会：2022 年１月２日

　この度、高畠ロータリークラブへ入会させてい
ただくことになりました「中川哲志」と申します。
フィリップ・モリスジャパン合同会社に勤務し
て 10 年になります。６年前、地元（高畠町）へ

転勤してまいりました。その後、ビジネスの機会
を求めて青年会議所へ入会いたしました。青年会
議所ではたくさんの良縁に恵まれながらも本年を
もって卒業となります。高畠青年会議所の先輩で
ある大浦さん、片平さんよりお誘いをいただき、
高畠ロータリークラブに入会する機会を得ること
ができました。高畠ロータリークラブでは数少な
い「出向者」として出向者でも活動できるという
良きモデルケースとなりたいと思います。御指導、
よろしくお願い申し上げます。

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

訃　報

宮
みや

崎
ざき

信
しん

三
ぞう

所　　属：山形イブニングRC
職業分類：自動車販売
享年83歳
2021年 12月 26日ご逝去
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2022 年も年始から COVID-19 との闘いが続く
　昨年の２月号コーディネーターニュースに「新型コロナウィルス感染拡大が第３波！緊急事態宣言」と
題して書かせていただきましたが、１年経ってまたもや、日本では第６波がオミクロン株によってもたら
され、年末から 20 歳・30 歳台を中心に急激に感染者が増え始め各地で「まん延防止等重点措置」を検
討しております。
　これから３～４週間後に高齢者にも感染者が広がり医療ひっ迫状況に追い込まれていくのではと危惧さ
れます。メルクの飲み薬が出て、２月にはファイザーの飲み薬が適用されると治療に明るい兆しがありま
すが、高齢者の方々に３回目のワクチン接種が終わるのには数か月、４月乃至５月までかかるでしょうか
ら油断せず、感染予防対策を万全にいたしましょう。
　2022 年７月からローターアクトクラブ会員が人頭分担金を納入することになっております。人頭分担
金の件、地区の委員会にローターアクターの参加、またロータリー財団への寄付、補助金の使用など、多
くの事をロータリアンとローターアクターとが交流できる機会を今まで以上に増やし話し合って上記の内
容の方向付けが急がれます。もうしっかり方向付けが済んでいる地区・クラブも多いのでしょうが、国際
ロータリーの会員はロータリークラブとローターアクトクラブであるという事に変わったことをロータリ
アンとローターアクターがしっかり捉えてそれぞれの立場でロータリー活動していく事が大切でしょう。
　もう一点の話題として　　（以下My�ROTARYより）
　ロータリーは、すべての人と尊厳と尊重をもって接し、あらゆる人の声に耳が傾けられるようにし、親
睦、奉仕、リーダーシップの公平な機会を設けることに力を注いでいます。ロータリーの会員は、ロータ
リーが多様で、公平で、インクルーシブな組織となることを望み、またそうあるべきであると考えていま
す。ロータリーは、開放的なコミュニケーションを育み、学びあい、支えあうことのできる環境を作りだ
すことに全力を傾けています。国によってロータリーでの体験は異なるかもしれませんが、不平等や偏見
を生み出す力関係、歴史、構造は世界中に存在します。多様性、公平さ、インクルージョンは、世界的に
重要な問題です。
　国際ロータリー理事会とロータリー財団管理委員会は、多様性、公平さ、インクルージョンの原則を採
用し、ロータリーはあらゆる言動においてこれらの原則に従うための行動を起こしています。多様で、公
平で、インクルーシブな組織となることで、ロータリーでの会員の体験がより充実したものとなり、より
有意義で効果的な奉仕プロジェクトの実施が可能となり、ロータリーに参加したいと望む人たちにとって
魅力のある開放的・歓迎的な環境を築くことにつながります。
　My�ROTARY にあるこのDEI（多様性、公平さ、インクルージョン）を各クラブの中で会員同士がど
のような言動が適切かを話し合いそして行動に移していきましょう。

� 第２地域 ロータリーコーディネーター補佐 松坂 順一（東京葛飾東 RC）

　オミクロン株が日本中にまん延している中、ロータリー活動にも支障が出ていますが、ロータリアンの
皆様には大変な日々が続いておられることとお察しいたします。我が 2760 地区でも公共イメージ向上に
最適手段であるWFF（ワールドフード＋ふれ愛フェスタ）を４月に予定しておりますが、開催できるか
心配しております。

　そんな中で、2760 地区では一般の皆様にもロータリー活動を知っていただく手段として「国際ロータ
リー第 2760 地区の活動」と題して小冊子を発行いたしました。この冊子は地区 84 クラブの活動や地区
委員会の活動を一般の方に紹介するために公共イメージ向上委員会が主となり発行し、各方面にも配りま
した。この活動はどこの地区でも行っている活動ではあるかと思いますが、公共イメージ向上委員会が中
心となり、実施することに意味があり、是非各地区においても行っていただきたいと考えています。冊子
の内容についてご質問等ございましたら、2760 地区の事務局までお問い合わせいただければと存じます。

� 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 加藤 陽一（瀬戸 RC）

コーディネーターニュース

2022年2月号
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

22002222年年もも年年始始かかららCCOOVVIIDD--1199ととのの闘闘いいがが続続くく

昨年の2月号コーディネーターニュースに「新型コロナウィルス感染拡大が第３波！緊急事態宣言」と題して書かせていた
だきましたが、1年経ってまたもや、日本では第６波がオミクロン株によってもたらされ、年末から20歳・30歳台を中心に急激
に感染者が増え始め各地で「まん延防止等重点措置」を検討しております。

これから３～４週間後に高齢者にも感染者が広がり医療ひっ迫状況に追い込まれていくのではと危惧されます。メルクの飲
み薬が出て、2月にはファイザーの飲み薬が適用されると治療に明るい兆しがありますが、高齢者の方々に3回目のワクチン
接種が終わるのには数か月、4月乃至5月までかかるでしょうから油断せず、感染予防対策を万全にいたしましょう。

2022年７月からローターアクトクラブ会員が人頭分担金を納入することになっております。人頭分担金の件、地区の委員会
にローターアクターの参加、またロータリー財団への寄付、補助金の使用など、多くの事をロータリアンとローターアクターと
が交流できる機会を今まで以上に増やし話し合って上記の内容の方向付けが急がれます。もうしっかり方向付けが済んで
いる地区・クラブも多いのでしょうが、国際ロータリーの会員はロータリークラブとローターアクトクラブであるという事に変わっ
たことをロータリアンとローターアクターがしっかり捉えてそれぞれの立場でロータリー活動していく事が大切でしょう。

もう一点の話題として （以下My ROTARYより）

ロータリーは、すべての人と尊厳と尊重をもって接し、あらゆる人の声に耳が傾けられるようにし、親睦、奉仕、リーダーシッ
プの公平な機会を設けることに力を注いでいます。ロータリーの会員は、ロータリーが多様で、公平で、インクルーシブな組
織となることを望み、またそうあるべきであると考えています。ロータリーは、開放的なコミュニケーションを育み、学びあい、
支えあうことのできる環境を作りだすことに全力を傾けています。国によってロータリーでの体験は異なるかもしれませんが、
不平等や偏見を生み出す力関係、歴史、構造は世界中に存在します。多様性、公平さ、インクルージョンは、世界的に重要
な問題です。

国際ロータリー理事会とロータリー財団管理委員会は、多様性、公平さ、インクルージョンの原則を採用し、ロータリーはあら
ゆる言動においてこれらの原則に従うための行動を起こしています。多様で、公平で、インクルーシブな組織となることで、
ロータリーでの会員の体験がより充実したものとなり、より有意義で効果的な奉仕プロジェクトの実施が可能となり、ロータリー
に参加したいと望む人たちにとって魅力のある開放的・歓迎的な環境を築くことにつながります。

My ROTARYにあるこのDEI（多様性、公平さ、インクルージョン）を各クラブの中で会員同士がどのような言動が適切かを話し
合いそして行動に移していきましょう。

第第２２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 松松坂坂 順順一一（（東東京京葛葛飾飾東東RRCC））

オミクロン株が日本中にまん延している中、ロータリー活動にも支障が出ていますが、ロータリアンの皆様には大変な日々
が続いておられることとお察しいたします。我が2760地区でも公共イメージ向上に最適手段であるＷＦＦ（ワールドフード＋
ふれ愛フェスタ）を4月に予定しておりますが、開催できるか心配しております。

そんな中で、2760地区では一般の皆様にもロータリー活動を知っていただく手段として「国際ロータリー第2760地区の活
動」と題して小冊子を発行いたしました。この冊子は地区84クラブの活動や地区委員会の活動を一般の方に紹介するため
に公共イメージ向上委員会が主となり発行し、各方面にも配りました。この活動はどこの地区でも行っている活動ではあるか
と思いますが、公共イメージ向上委員会が中心となり、実施することに意味があり、是非各地区においても行っていただきた
いと考えています。冊子の内容についてご質問等ございましたら、2760地区の事務局までお問い合わせいただければと存
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 加加藤藤 陽陽一一（（瀬瀬戸戸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 2021.12.31 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） 18 （1） 64.47 0 （0） 1 （1） 68.35 
2 酒田東 32 （5） 31 （5） 72.58 0 （0） 1 （0） 84.22 
3 酒田中央 39 （0） 39 （0） 84.41 0 （0） 0 （0） 84.15 
4 酒田スワン 15 （5） 16 （5） 93.33 1 （0） 0 （0） 90.28 
5 酒田湊 14 （3） 14 （3） 96.43 0 （0） 0 （0） 93.87 

第
２
グ
ル
ー
プ

6 鶴岡 26 （5） 24 （5） 77.33 0 （0） 2 （0） 78.45 
7 鶴岡西 28 （4） 29 （5） 66.28 1 （1） 0 （0） 76.60 
8 余目 34 （1） 36 （1） 77.86 2 （0） 0 （0） 80.84 
9 鶴岡東 26 （2） 27 （2） 83.10 2 （0） 1 （0） 77.13 
10 鶴岡南 25 （4） 25 （4） 82.67 0 （0） 0 （0） 84.06 

第
３
グ
ル
ー
プ

11 天童 43 （4） 43 （4） 94.52 0 （0） 0 （0） 93.89 
12 東根 39 （1） 39 （1） 80.13 0 （0） 0 （0） 80.23 
13 天童東 51 （0） 51 （0） 75.24 1 （0） 1 （0） 80.90 
14 天童西 14 （3） 14 （3） 92.86 0 （0） 0 （0） 77.38 
15 東根中央 48 （4） 50 （4） 33.33 2 （0） 0 （0） 57.17 
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） 75.60 
18 尾花沢 16 （0） 15 （0） 93.70 1 （0） 2 （0） 87.92 
19 最上 21 （2） 19 （2） 63.16 0 （0） 2 （0） 57.69 
20 尾花沢中央 14 （1） 14 （1） 74.99 0 （0） 0 （0） 73.21 
21 村山ローズ 15 （4） 15 （4） 73.33 0 （0） 0 （0） 68.15 
22 新庄あじさい 17 （0） 17 （0） 70.59 0 （0） 0 （0） 75.00 

第
４
グ
ル
ー
プ

23 寒河江 40 （2） 41 （2） 87.72 1 （0） 0 （0） 87.21 
24 大江 15 （1） 15 （1） 97.78 0 （0） 0 （0） 95.88 
25 河北 26 （0） 27 （0） 81.67 1 （0） 0 （0） 83.58 
26 寒河江さくらんぼ 36 （3） 37 （3） 91.27 1 （0） 0 （0） 88.96 
27 西川月山 15 （0） 15 （0） 84.44 0 （0） 0 （0） 76.11 

第
５
グ
ル
ー
プ

28 山形 86 （0） 88 （0） 98.58 2 （0） 0 （0） 98.56 
29 山形北 70 （3） 72 （3） 91.95 4 （0） 2 （0） 90.04 
30 山辺 26 （1） 25 （1） 93.59 1 （0） 2 （0） 82.80 
31 山形南 53 （1） 53 （1） 80.15 2 （0） 2 （0） 82.57 
32 中山 10 （0） 10 （0） 80.00 0 （0） 0 （0） 81.67 
33 山形西 98 （0） 100 （0） 96.82 2 （0） 0 （0） 95.64 
34 上山 17 （3） 17 （3） 88.24 0 （0） 0 （0） 81.01 
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） 97.58 1 （1） 0 （0） 96.99 
37 山形イブニング 22 （0） 22 （0） 71.93 1 （0） 1 （0） 70.64 

第
６
グ
ル
ー
プ

38 米沢 50 （5） 49 （5） 88.50 1 （0） 2 （0） 75.87 
39 米沢上杉 67 （3） 67 （3） 99.02 1 （0） 1 （0） 98.18 
40 高畠 42 （3） 44 （3） 78.41 2 （0） 0 （0） 72.80 
41 米沢中央 40 （7） 40 （6） 100.00 1 （0） 1 （1） 99.59 
42 米沢おしょうしな 31 （5） 30 （5） 96.77 0 （0） 1 （0） 75.63 
43 長井 26 （0） 26 （0） 88.87 1 （0） 1 （0） 84.24 
44 南陽 9 （0） 9 （0） 85.19 0 （0） 0 （0） 80.25 
45 白鷹 19 （1） 20 （1） 92.11 1 （0） 0 （0） 86.79 
46 小国 13 （0） 13 （0） 88.30 0 （0） 0 （0） 83.23 
47 南陽東 27 （2） 27 （2） 73.33 0 （0） 0 （0） 78.63 
48 長井中央 22 （1） 22 （1） 68.18 0 （0） 0 （0） 66.86 
49 南陽臨雲 28 （3） 28 （3） 73.21 0 （0） 0 （0） 72.62 
合　　　計 1512 （100） 1523 （100） 83.58 34 （2） 23 （2） 82.27 
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・当会第８代理事長に若林紀男氏が就任　　・寄付金速報　— 下期普通寄付のお願い — 
・台湾米山学友会総会　— 新理事長が決定 — 　・次期地区米山奨学委員長セミナー開催報告

全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight262_pdf.pdf

今月のトピックス�� �����������������
2022 年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶

を申し上げます。 

さて、去る 11 月 28 日に当財団理事長の齋藤

直美が急逝し、同日をもって退任いたしまし

た。理事長在任中に賜りました皆様からのご厚

情に厚く御礼申し上げます。後任の理事長（代

表理事）には、12 月 17 日の理事会におきまし

て、理事 若林紀男氏（第 2660 地区 大阪東Ｒ

Ｃ）が選任されました。

 

このたび、故・齋藤直美前理事⻑の後任として、図らずも理事⻑職を拝命
いたしました。前理事⻑の思いを受け継ぎ、事業創設 70 年の歴史と累計 2 万
人以上の米山学友を有するロータリー米山記念奨学事業のさらなる発展を目
指し、情熱を持って精一杯努める所存です。 

当事業は「支援」と「人財育成」が両輪であると考えます。巣立った学友
の活躍を知り、“人財”が多く育っているという実感そのものが、さらなる“支
援”への後押しとなります。奨学生時代だけでなく、奨学期間が終わったあと
も彼らとのパイプを太くし、学友の活躍を共有し、一人でも多くの方々にこ
の奨学金制度の意義を実感していただけたらと存じます。どうか皆様の温か
いご厚志、奨学生へのご指導・ご支援を、よろしくお願い申し上げます。

�� ����� � ���������� �
12月までの寄付金は前年同期と比べて2.0％

減（普通寄付金:1.8％減、特別寄付金:2.1％減）、

約 1,700 万円の減少となりました。しかし、12

月単月の特別寄付金については前年よりも 500

万円増となっており、皆さまからのご寄付に感

謝申し上げます。また、「2021 年度下期普通寄

付金のお願い」を当会から直接各クラブへお送

りいたしました（メールアドレス登録のないク

ラブはガバナー事務所経由）。年初からコロナ

禍でのお願いとなり、大変恐縮ではございます

が、今後ともご支援賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

  

Vol.
2022 年1 月13 日 

発 行 

< PROFILE > 若若林林  紀紀男男（（わわかかばばややしし  ののりりおお））  

1982 年大阪東ＲＣ入会。2003-04 年度国際ロータ

リー(ＲＩ)第 2660 地区ガバナー。2010 年ＲＩ規

定審議会代表議員、2017-18 年度ＲＩ第３ゾーン

ロータリー・コーディネーターなどを歴任。当財

団においては、2002-04 評議員、07-10 学務・学友

委員（09-10 同委員長）、12-14 評議員（公益法人

移行後）、14-16 常務理事、16-20 副理事長、20-21

監事、21-理事（組織活性化担当）を経て、2021 年

12 月第 8 代理事長に就任。 

学友からの高額寄付 

張忠信さん（台湾／1961-65／東京日本橋ＲＣ）から 100 万円の個人寄付 

「米山奨学金をいただいたお陰で今まで自分のやりたいことができた」とのこと。今年 90 歳と

なる張さんは東京大学大学院博士課程卒、指導教官は建築家の故・丹下健三氏でした。 

千葉 鴻儀さん（中国／1990-91／熊本グリーンＲＣ）から 200 万円の法人寄付 

「小生が起業した会社から寄付させていただきます。少額で申し訳ありませんが、多少の恩

返しになれば…」とのこと。廃プラスチック・金属リサイクルにより地球資源を守る会社を経営

されています。 

ハイライトよねやま・表彰

米山寄付表彰

第 26 回 米山功労クラブ　山形北ロータリークラブ
第 10 回 米山功労クラブ　山形ロータリークラブ
第 ８ 回 米山功労クラブ　鶴岡西ロータリークラブ

〜米山功労クラブ〜

〜米山功労者〜

第 4 回 米山功労者マルチプル
後藤 寛

（山形北 RC）

第 2 回 米山功労者マルチプル
赤塚 弘実
（天童東 RC）

第 1 回 米山功労者
野川 晶弘
（天童東 RC）

第 3 回 米山功労者マルチプル
佐藤 清一

（米沢中央 RC）

第 7 回 米山功労者マルチプル
後藤 重雄
（天童東 RC）

第 10 回 米山功労者メジャードナー
竹前 秀夫

（米沢上杉 RC）

第 7 回 米山功労者マルチプル
高橋 繁夫
（天童東 RC）
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表彰

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３／ 99,000 ドル達成
災害救援基金・ポリオプラス
ロータリー平和センター冠名基金

鈴木 一作
（寒河江 RC）

PHF+7
佐藤 孝子
（鶴岡 RC）

PHF+3
青山 武

（酒田スワン RC）

PHF+3
佐藤 清一

（米沢中央 RC）

PHF
今野 正明
（白鷹 RC）

PHF
長澤 徹

（米沢 RC）

PHF
豊野 宏司
（米沢 RC）

PHF+2
木田 昭三

（酒田スワン RC）

PHF+1
金田 芳宏
（白鷹 RC）

PHF+2
奥山 圭子
（天童 RC）
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Schedule of February 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

2/ 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

　　　　　　　　　　　　　国際協議会（バーチャル）

（建国記念日）

ロータリー財団補助金管理セミナー（GE）

インターアクト小委員会

米山奨学生歓送会

（天皇誕生日）　第２回地区チーム研修セミナー（GE）

インターアクト連絡協議会③

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

2月の地区スケジュール

平和構築と紛争予防月間

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回地区チーム研修セミナー
・国際協議会出発歓送会
・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
・訃報
・コーディネーターニュース

・クラブ会員数・出席率報告
・ハイライトよねやま
・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。


