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オフィシャルLINE

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。

CONTENTS
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・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
・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



2 Governor’s Monthly Letter

ガバナーメッセージ

　早いもので、年度 8 か月が過ぎようとしている２月半ばにこの原稿を書いてます。

　４月の地区大会、本当に開催出来るのだろうか ?　きっと出来る！…自問自答しな

がらの毎日です。各クラブにおかれましても、年初の計画遂行や例会開催に苦心され

ていることとおもいます。期首の基本方針に　１．会員増強　２．中核的価値観の研
修　３．次代リーダー育成　４．MY RORARY の活用推進　５．クラブ奉仕デーの
開催　６．財団・米山への理解推進と掲げさせていただきました。まだまだ４か月あ

ります。どうぞ 2800 地区会員の皆様　オミクロンの収束も見えない中ではございま

すが、ロータリーアンの心を奮い立たせてお取り組み頂きますよう伏してお願い申し

上げます。

　さて今月は「水と衛生月間」です。我々日本は安全な水とトイレを当たり前に享受

し生活できておりますが、国際 NGO ウォーターエイドが発表した「2020 年世界の水

の現状」によると、世界で 20 億人が安全な飲み水に不足しており、2050 年には 50

億人が水不足に苦しむであろうと予測しております。水不足は開発途上国で深刻さを

増しており、毎年 150 万人の子供が感染症により死亡している（UNICEF データ）と

いわれています。また水不足は人体だけでなく農作物や家畜にも壊滅的な被害をもた

らします。そこから飢餓問題に発展することもあり、国際河川の流域国間では水をめ

ぐる争いが絶えず起きている現状だそうです。

　世界一といわれている日本の水処理技術は、多くの国で導入されています。海水淡

水化技術・下水浄化処理技術・生物浄化法などだそうです。国内でも水資源採掘可能

地の隣国による土地買収がマスコミ等で取り上げられたりしておりますが、大切な大

切な地下資源として是非大きな関心を持ち続けて頂きたいものです。

ガバナーメッセージ

水は大事な資源です

第 2800地区ガバナー　矢口　信哉
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ガバナーメッセージ

　地区大会まで２か月となりました、昨年 10 月開催を延期させていただき４月 29 日・

30日の開催です。地区大会の目的は、地区内の全てのロータリアンが一堂に会してロー

タリーへの知識と関与と理解を深めることにあります。コロナ感染により通常例会も

制限されたクラブも多くありました。ロータリーへの意欲も削がれながらの２年間で

はなかったでしょうか、しばらくは WITH コロナで過ごさなければならないと思い

ます。

　地区内ロータリアンの会社で 50 名のクラスターが発生し呆然自失に陥った時、ク

ラブ内の数名のロータリアンから励ましの電話を頂いた・・本当に励まされた、ロー

タリーは有難い、ロータリーに入っていてよかったとの報告をいただきました。こん

な時だからこそ仲間を思いやり声をかけあって絆を深める行動をしたいものだと思い

ました。

　地区大会は感染防止に最大の注意を図りながら開催させていただきます。RI 会長代

理については連絡待ちの状態です。記念講演は、歴史作家 河合敦講師による「日本資

本主義の父　渋沢栄一に学ぶ　人格と道徳」です。ロータリーの職業奉仕につながる

内容であればと願っています。

　参加者の皆様には参加してよかった、勉強になった、本当に楽しかったと言ってい

ただけるよう東根ロータリークラブをホストクラブに、東根中央ロータリークラブを

コホストクラブとして一丸となって準備を進めてまいりますので、ご参加の程よろし

くお願い申し上げます。

　　　コロナ感染状況によりプログラムの中止、変更も考えられますが

 目線を上に対応いたしてまいります　　　

　素晴らしい地区大会にしたい、
� 多くのご参加を…　

第 2800地区ガバナー　矢口　信哉　　
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地区大会のお知らせ
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ロータリー財団補助金管理セミナー

2022-23 年度

ロータリー財団委員長 上林　直樹

（酒田中央RC）

　次年度に向けてのロータリー財団補助金セミ
ナーが、2 月 13 日（日）に東京第一ホテル鶴岡
で開催されましたが、会場には私と佐藤孝子ガバ
ナーエレクト、佐藤詩郎次期地区幹事、菅原成規
次期社会奉仕委員長、富樫松夫次期資金委員長と
数名でスタートし、その他の参加の方々は全て
ZOOM で開催されました。
　セミナーは矢口ガバナーの開会点鐘で始まり、
佐藤孝子ガバナーエレクト、齋藤次期地区研修
リーダーのご挨拶、小職の基調講話の後、「2800
地区の現況と補助金申請について」を小松栄一次
期補助金・奉仕プロジェクト小委員会委員長から、

「地区補助金について」は菅原成規次期地域奉仕
委員会社会奉仕小委員会委員長より、又「グロー
バル補助金について」は安孫子俊彦次期地域奉仕
委員会国際奉仕・ロータリー学友小委員会委員長
の方々より説明を受け、質疑応答、総括を齋藤次
期地区研修リーダーよりお伺いし、矢口ガバナー

ロータリー財団補助金管理セミナー

より閉会点鐘で閉会致しました。
　このセミナーに参加しないと補助金申請の土俵
に上がらないという事で、各クラブにご参加頂き
ましたが残念ながら 4 クラブが欠席でした。
　是非、地区補助金、グローバル補助金を積極的
に活用し有意義なロータリークラブならではの素
晴らしい奉仕活動を期待しております。
　RI では財団の活動のメーンである世界ポリオ
根絶推進活動（GPEI）により、昨年（2021 年）
はアフガニスタン、パキスタンでは罹患した子供
が 5 人と激減しました。このまま今年、来年と
限りなく０になるようにポリオ根絶のために皆さ
んの浄財を新ためてお願いします。
　最後になりましたが、設営、運営にご尽力頂い
た鶴岡ロータリークラブの方々に御礼申し上げま
す。
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ガバナー公式訪問

◎南陽臨雲ロータリークラブ
　11 月１日（月）、国際ロータリー第 2800 地区
矢口信哉ガバナー、第６グループ近野永順ガバ
ナー補佐、齋藤賢一地区幹事、奥山栄悦地区大会
実行委員をお迎えしてガバナー公式訪問が開催さ
れました。
　例会に先駆けて 10 時 45 分より会長幹事会が
行われ、当クラブからは四釜裕二会長、菅野直彦
幹事が出席し、四釜裕二会長より今年度の会長方
針、クラブの目標、創立 20 周年事業が創立 19
年から今年度の３ケ年に渡って実施されているこ
となどについての説明が行われ、その後矢口ガバ
ナー、近野ガバナー補佐より貴重なご意見やアド
バイスを頂戴いたしました。特にアドバイスを頂
いた項目は、出席率の向上の為の施策、創立 20
周年事業の一環として現在南陽市の中学生に道徳
の教本として配布している郷土偉人である結城豊
太郎翁の教本を小学生にも理解できるように編集
して小学生にも配布してみてはとの意義深いアド
バイスを頂戴し、大変有意義な時間を過ごさせて
いただきました。続いて 12 時 15 分よりガバナー

来訪日：11 月 1 日（月）
例会場：食楽亭　旭屋
会　長：四釜　裕二
幹　事：菅野　直彦

ガバナー公式訪問
◎天童ロータリークラブ
　10 月 29 日（金）、国際ロータリー第 2800 地
区矢口信哉ガバナー、第 3 グループ武山茂ガバ
ナー補佐、齋藤賢一地区幹事、菊地仁士副幹事を
お迎えしてガバナー公式訪問が行われました。
　感染拡大のために 9 月の予定より延期となり
ましたが、この日 11 時より会長幹事会が行われ、
矢口ガバナー、武山ガバナー補佐と共に、会長の
奥山圭子、佐々木孝宏会長エレクト、山本克朗幹
事、武田英司副 SAA　4 名が出席し、矢口ガバナー
の方針、天童 RC をどう見ていらっしゃるのかな
ど優しく教えていただきました。ガバナー補佐に
は、グローバル補助金について具体的なことや、
後継者のお話がありました。
　ガバナー、ガバナー補佐お二人には、天童 RC
は若々しくて活発、平均年齢も低いこと、出席率
が高いことなどのお褒めの言葉をいただきまし
た。
　ガバナーの方針をお聞きして、今後天童ロータ
リークラブとして
1. マイロータリーの活用の呼びかけ

2. クラブ奉仕デーの実践
3. 感染対策の中でも、例会を大切にし、楽しい

例会を目指す
などを思いました。
これからも、クラブ内が、老若男女問わず、みん
な平等に集まって楽しめるクラブを目指し、努力
したいと切に思いました。今後、また地区大会等
でお会いすることを楽しみにしたいと思います。
本当に有難うございました。 （会長：奥山　圭子）

来訪日：10 月 29 日（金）
例会場：ほほえみの宿　滝の湯
会　長：奥山　圭子
幹　事：山本　克朗

公式訪問例会が始まりました。矢口ガバナーから
はパワーポイントを活用しての卓話を頂戴し、RI
テーマ、RI の現況、基本理念、基本方針、地区目
標等について分かりやすく説明を行っていただき
ました。例会終了後に矢口ガバナーを囲んで全員
で集合写真を撮らせていただきました。矢口ガバ
ナーにおかれましては、お忙しい中ご来訪いただ
き心より感謝申し上げます。 （幹事：菅野　直彦）
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◎米沢ロータリークラブ
　11 月４日、米沢ロータリークラブに国際ロー
タリー第 2800 地区 2021-2022 年度矢口信哉ガ
バナー、第６グループ古畑角次ガバナー補佐、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。例
会に先立ち、11 時より会長幹事会が行われ、当
クラブからは会長幹事のほかにエレクト、副幹事
が出席し、当クラブ中村会長から今年度の会長方
針及びクラブ目標が説明され、矢口ガバナー、古
畑ガバナー補佐からご意見をいただきました。特
に例会の出席率を常に 80％以上にしていけるよ
うに、いろんなアドバイスを頂き今後のロータ
リー活動の勉強になりました。
　12 時 30 分からは公式訪問例会が始まり、食
事後通常例会セレモニーが行われ、中では新入会
員の川越さんが矢口ガバナーから直々にバッチを
頂きました。古畑ガバナー補佐からご挨拶を頂き、
矢口ガバナーからコロナ禍の中の活動や基本理念
や地区のテーマ、インターアクトやローターアク
トのことに関しても、とてもわかりやすく矢口ガ

バナーのお人柄がわかる卓話をいただきました。
　今後は当クラブも現会員の皆様に楽しみに来て
いただけるクラブを作り、また会員増強を果たし
ていき、目標に向かってクラブ一丸になり頑張っ
ていきたいと思います。
　最後にお忙しいところご訪問頂きありがとうご
ざいました。今後も地区活動に協力していきます。
ご指導よろしくお願いいたします。
 （幹事：安部　勇人）

来訪日：11 月 4 日（木）
例会場：ホテルモントビュー米沢
会　長：中村　　浩
幹　事：安部　勇人

ガバナー公式訪問
◎寒河江さくらんぼロータリークラブ
　11 月 2 日（火）に寒河江さくらんぼロータリー
クラブにおきまして、矢口ガバナー、齋藤賢一地
区幹事、青木篤地区チーム研修セミナー実行委員
長、綱干康地区会計監査委員をお迎えし、ガバ
ナー公式訪問を開催しました。
　例会に先立ち行われた会長幹事会には当クラ
ブより会長、会長エレクト、幹事、次期幹事の 4
名が出席しました。クラブスローガンでもある「基
本を見直し、楽しもうロータリー」をもとに、今
年度の重点目標及び重点事業を会長より説明し、
次に矢口ガバナーより特に「会員増強」及び「ロー
タリー奉仕デー」の推進と寒河江地区内にはイン
ターアクト及びローターアクトクラブが無いので
是非、作っていただきたいと指導を頂きました。
　例会では出席率 100％で矢口ガバナーをお迎え
し、RI テーマ、基本理念、方針などについて説
明があり 2800 地区の取組「奉仕しよう　みんな
の人生を豊かにするために」を基に具体的な例を
挙げながら卓話を頂きました。

　今年度、矢口ガバナーのアドバイスを活かしな
がらクラブスローガンの基本を見直し、楽しい
ロータリー活動になる様、メンバー一丸となって
活動したいと思います。
　矢口ガバナーにはお忙しい中、当クラブへ訪問
していただき感謝申し上げます。
　ありがとうございました。 （幹事：新関　勝一）

来訪日：11 月 2 日（火）
例会場：ホテルシンフォニー
会　長：後藤　正幸
幹　事：新関　勝一

ガバナー公式訪問
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ガバナー公式訪問

◎長井中央ロータリークラブ
　山々の紅葉が美しく晴れた 11 月 10 日、矢口
信哉ガバナー、第６グループの近野永順ガバナー
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名をお迎えして、当クラブにおける
ガバナー公式訪問が行われました。
　午前 11 時より、矢口ガバナー、近野ガバナー
補佐、当クラブから黒澤会長、梅津会長エレクト、
橋本次期幹事、幹事の青木、計６名での会長幹事
会を開催し、矢口ガバナーよりクラブ出席率を現
在の５％アップさせるための工夫やロータリーク
ラブの存在価値を高める為にどのような活動を行
えば良いか、ご指導いただきました。当クラブ会
長黒澤からは、将来の長井を担う小中学校にロー
タリークラブの活動をもっと知ってもらい、将来
のロータリアンの種を撒いて長井を活性させる取
組みを創って行きたいと和やかに意見交換させて
いただきました。また、近野ガバナー補佐からも
長井に是非インターアクトを導入し広い分野で長
井を盛り上げて欲しいとのご意見も頂戴し、有意
義な会長幹事会でした。

来訪日：11 月 10 日（水）
例会場：はぎ苑
会　長：黒澤　　栄
幹　事：青木　浩二

ガバナー公式訪問
◎米沢おしょうしなロータリークラブ
　2021 年 11 月８日（月）、小春日和の澄んだ空
に紅葉がよく映えるなか、2800 地区矢口信哉ガ
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、神尾健悦地区副幹事、藤田力東
根 RC 幹事をお迎えしてガバナー公式訪問が行わ
れました。
例会に先駆けての会長幹事会では、出席率を上げ
る方法として「メークアップリーダー」をクラブ
内に設け、休眠会員や新入会員などを引き連れて
メークする方法が有効であり、それに伴いロータ
リーの楽しさや出会いなどを感受できるなどとア
ドバイスをいただきました。
　例会では、2021-22年度RIテーマや基本理念「中
間的価値観のもと、時流対応の時」について嚙み
砕いて説明を賜わりました。また、機関誌「ガバ
ナー月信」の表紙に採用されている東根市出身書
家の植松龍祥先生への思いをお聴き致しました。
　矢口ガバナーご自身の人生を通して学んだ事に

触れ、諦めずに我慢し良き人との出会いで苦難を
乗り越えることができたことは深く感銘いたしま
した。私たちもロータリーを通し良き人との出会
いができるように心掛けたらと思うところです。
　最後に、ご訪問いただきました方々に感謝申し
上げ、報告とさせていただきます。
 （幹事：嶋貫　茂）

来訪日：11 月 8 日（月）
例会場：ホテルモントビュー米沢
会　長：伊東　敏之
幹　事：嶋貫　　茂

　通常例会では、当クラブ会員を交え矢口ガバ
ナーから更に掘り下げたロータリーの存在意義を
ご説明いただきました。中でも特に、地区方針で
もあります、楽しいクラブ作りにおける「地域に
根差した奉仕活動の実践」（交わる喜び・身につ
く喜び・支える喜び・与える喜び）が印象的でした。
　クラブ入会年数が浅い会員も、より深くロータ
リーを理解することができ、より一層の当クラブ
の団結が高められたと感謝申し上げます。
 （幹事：青木　浩二）
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◎東根中央ロータリークラブ
　11 月 15 日（月）、矢口信哉ガバナー、武山茂第３
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の公式訪問例会です。
　例会に先立ち、会長・幹事会を 11 時より別室に
て、矢口ガバナー、武山ガバナー補佐、当クラブの
会長、幹事、会長エレクトの計 5 名にて開催致しま
した。当クラブの「現在の活動状況や課題」、「今後
の取り組み」についての説明とガバナーやガバナー
補佐からの活動への助言と、若い会員が多く積極的
な社会奉仕活動に取り組んでいる事にお褒めの言葉
を頂きました。1 時間の会議でしたが、矢口ガバナー
のお人柄や親クラブご出身とも相まって、会話が弾
み和やかな雰囲気のなか時間が経過しました。
　例会では、矢口ガバナーから卓話を頂戴しました。
ガバナーは、「RI 会長メッセージ」と、ご自身の「基
本理念」「基本方針」を示され、ロータリー活動の意
義と熱い思いを話されました。また、「入りて学び、
出でて奉仕せよ」と、例会に出席する基本姿勢の意
義と奉仕の心が「中核的価値観のもと、時流対応の時」
の基本理念の源となることや、衛星クラブや他の団
体を巻き込んでの活動や交流を楽しみ、次世代の育
成を図る活動の実践を呼びかけられました。
　また、矢口ガバナーは、お父さん、ご自身、ご子

息の三代に渡り親子クラブ会員を実践し、自らロー
タリー活動の継承を果たされていることや、孟子の
思想と吉田松陰の教え「至誠通天」を座右の銘とさ
れていることをお聞きし、人としての道標を見せて
頂いたような気が致しました。本日の矢口ガバナー
の卓話を思い返し、活動を楽しみ、会員同士の絆を
深め、奉仕の輪を広げて行ければと思います。
　本日は、ご訪問を頂き誠に有難うございました。
 （幹事：横尾　禎司）

来訪日：11 月 15 日（月）
例会場：たびやかた嵐の湯
会　長：高橋　和春
幹　事：横尾　禎司

ガバナー公式訪問
◎酒田東ロータリークラブ
　去る、11 月 11 日（木）にコロナ禍の影響に
より延期になっていました国際ロータリー 2800
地区矢口信哉ガバナー公式訪問例会を青山ガバ
ナー補佐に同席頂き開催致しました。今後の酒田
東ロータリークラブのあるべき方針について矢口
ガバナーより御講和を頂戴いたしました。
　ロータリークラブをより活性化する為の必須事
項である会員増強については、ロータリーの三要
素の言葉である「入れて学び、出でて奉仕せよ」
という親睦・学び・奉仕を含蓄する素晴らしい言
葉を理解し、現在の当クラブの出席率 70 パーセ
ント前後を、5 年後 90 パーセントを目標値に設
定し会員一名につき一名を入会させる気概で会員
増強活動に取り組む。
　メークアップについてもメークアップリーダー
を会長が指名し会員にメークの促進を促す為の方
策を協議する等、貴重な助言をして頂きました。
　また、コロナ禍において会社から多人数での会
食等、禁止させている会員の例会欠席については
出席免除として取り扱いが可能とのことでした。
　次にローターアクトの現況については、それな

りに活発に活動をしているものの、メンバーは 3
名しかおらずこのままではメンバー不足の為、存
続の危機的状況であり会員一人一人がこの状況を
把握し会員拡大に取り組まなければならない事を
お話くださいました。
　ご多忙のなか当クラブにおいでいただき貴重な
お話をいただきました矢口ガバナー、青山ガバ
ナー補佐のご活躍とご健勝をクラブ会員一同ご祈
念いたしまして御礼に替えさせていただきます。
ありがとうございました。 （幹事：渡部　芳久）

来訪日：11 月 11 日（木）
例会場：ホテルリッチ＆ガーデン酒田
会　長：工藤亜紀子
幹　事：渡部　芳久

ガバナー公式訪問
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ガバナー公式訪問

◎東根ロータリークラブ
　11 月 18 日（木）矢口 信哉ガバナー、武山 茂
第３グループガバナー補佐をお迎えし、ガバナー
公式訪問が行われました。
　例会前に、ガバナーホストクラブなので、矢口
信哉ガバナー、武山茂ガバナー補佐、齊藤文四郎
東根ロータリークラブ会長とソファーで和やかに
１時間くらい話をして例会に入りました。
　例会に入り、最初に武山茂ガバナー補佐の講話
がありました。
　１番目は、会員増強について熱く講和していた
だきました。年々会員が減り、このまま会員が縮
小していくと、小さなクラブになってしまうとの
危機的話でした。
　２番目は、ロータリー財団についての講話でした。
寄付金は、３年後に我々クラブに戻ってきて、地
区で利用できるお金になるとの講話でした。
　続いて矢口信哉ガバナーの講話がありました。
最初に、シカゴクラブ綱領についての歴史講話があ
り、綱領１の本クラブの会員の事業の利益増大につ
いて、コロナ禍を踏まえての講話がありました。
　例会が１番大切であること、しかし、コロナ禍
を考えての難しい舵取りになっている現状につい

来訪日：11 月 18 日（木）
例会場：青松館
会　長：齊藤文四郎
幹　事：藤田　　力

ガバナー公式訪問
◎最上ロータリークラブ
　ご自身の弱い点を列挙なさることから卓話は始ま
りました。
　よく結婚式のとき愛は忍耐強く、情け深くねたま
ず自慢しない、高ぶらない、礼を失せず、自分の利
益を求めず、いらだたず恨まず不義を喜ばず真実を
喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じすべてを望みす
べてに耐える。と聖書の箇所が引用されますが、愛
の条件すべてを兼ね備えた方がガバナーになられる
のだと確信致しました。
　本題に入りますと、まずは例会に出て楽しい会に
することを心がけよう、寛容の心で会員同士友情を
深め、4 つのテストではみんなのためになるかを重
要視なさると。地区として５つの取り組みを支援な
さるとおっしゃられました。その項目５. 財団米山へ
の理解推進も支援する、ということなので、それな
らばとコロナの落ち着いている隙に米山奨学生ショ
ウ チョウさんと髙橋章カウンセラー（米沢 RC）を
お迎えして米山奨学生ショウ チョウさんに 11 月 20
日スピーチを頂きました。
　最上ロータリークラブでは初の試みで、私幹事が
特に不慣れで数々の失礼をしてしまいましたが、髙
橋カウンセラーとショウ チョウさんは寛容の心で何

でも前向きに楽観的にとらえて下さり救われました。
　当最上地区で行っているワンコインがん検診のこ
とも高く評価してくださり感謝しております。
　今後、矢口ガバナーの卓話に従い寛容の心で人と
接しつつ最上ロータリークラブは発展したいと願っ
ております。
　何卒ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
 （幹事：吉澤さゆり）

来訪日：11 月 16 日（火）
例会場：荘内銀行もがみ町支店
会　長：小川　信昭
幹　事：吉澤さゆり

ての講話でした。
　２番目は、武山茂ガバナー補佐同様、RI 会長
が１番重要としている会員増強についての講話で
した。
　３番目以降は、RI テーマを中心に講話をいた
だき、やはり最終的には例会が大切であることの
講話をいただきました。
　大変有意義な例会になりましたことをご報告さ
せていただきます。 （幹事：藤田　力）
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◎高畠ロータリークラブ
　11 月 25 日（木）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、森
里史ガバナー月信編集委員をお迎えし、ガバナー
公式訪問例会が行われました。当初は、９月に行
われる予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡
大に対する不安から延期をお願いし、日程の変更
を快諾いただいての開催でした。
　例会に先駆けて 11 時より会長幹事会が開催さ
れ、当クラブより会長、幹事、会長エレクト、副
幹事の４名が出席しました。矢口ガバナーより、
地球環境保全を目的としたロータリー奉仕デーの
開催や新入会員セミナーの必要性など、今年度の
方針や考え方についてお話を伺うとともに、出席
率向上の方法や地区補助金の活用など当クラブへ
のアドバイスを頂戴しました。また、古畑ガバナー
補佐からは、所属される米沢中央ロータリークラ
ブへのメークのご提案をいただきました。
　その後、12 時 30 分からの例会では、矢口ガ
バナーより今年度の RI シェカール・メーター会
長の方針と地区の基本方針を、プロジェクターを

来訪日：11 月 25 日（木）
例会場：旅館エビスヤ
会　長：土屋　　衛
幹　事：島崎　裕司

ガバナー公式訪問
◎天童東ロータリークラブ
　国際ロータリー第 2800 地区矢口信哉ガバナー、
第 3 グループ武山茂ガバナー補佐、齋藤賢一地
区幹事、横尾智三郎地区大会実行委員長を天童東
ロータリークラブにお迎えして、公式訪問例会が
行われました。例会に先立って行われた懇談会と
意見交換会では、相馬会長より歓迎の挨拶と当ク
ラブの例会の出席状況、これまでの奉仕事業、今
後の奉仕事業の説明等を行いました。矢口ガバ
ナーからは、当クラブに対する明るく楽しいイ
メージやグローバル事業に対する評価を頂きまし
た。また、新入会員セミナーや奉仕活動の重要性、
マイロータリー、ロータリーカードのお話など終
始和やかな雰囲気の中、意見交換会ができました。
　例会においては、矢口ガバナーより 2021-
2022 年度 RI テーマと地区目標などを丁寧に分
かり易く説明して頂きました。また、会員増強の
必要性、奉仕の大切さをお話頂きました。
　矢口ガバナーのお話の中に、「会員の増強も大
事ですが、年長会員（終生会員）を大事にしなけ

ればならない」とあり、これまで以上に会員同士
の豊かな繋がりを意識しなければと感じました。

「奉仕をすることでみんなの人生が豊かになる」
とのお話もあり、矢口ガバナーの奉仕に対するお
考えに感銘を受けました。
　出席した会員にとって、とても有意義な公式訪
問例会となり、今後のロータリー活動の励みとな
りました。 （幹事：小関　芳重）

来訪日：11 月 24 日（水）
例会場：天童ホテル
会　長：相馬　勝博
幹　事：小関　芳重

使って分かりやすくご説明していただきました。
４・５年先のクラブを考えながら、時代に対応し
た楽しく元気なクラブを作っていく必要があるこ
とをお聞きしたことが印象的でした。
　最後に、矢口ガバナーを囲んで集合写真の撮影
を行い、和やかな雰囲気の中で例会を終えること
ができました。
　日時変更へのご対応に感謝申し上げますととも
に、大変有意義な例会になりましたことに、心よ
り感謝申し上げます。 （幹事：島崎 裕司）

ガバナー公式訪問
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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

ガバナー表敬訪問

◎高畠町長表敬訪問
　11 月 25 日

（木）、矢口ガバ
ナー、齋藤賢一
地 区 幹 事、 森 
里史ガバナー月
信編集委員、高
畠 RC：土屋会
長、島崎幹事、大河原エレクト、相田副幹事、古
畑角次 AG、以上 8 名が、コロナ禍 2 か月遅れで
高畠町長を表敬訪問しました。同町は、独特の行
政を行い明るく活気あふれ、首都圏などからの移
住者が多く住む町です。土屋会長や高畠 RC の会
員は、町長と以前商工会や会議所で一緒に活動を
していた時期があり和やかに座談が進みました。
ガバナーから高畠高校へのインターアクトの打診
やローターアクトの話があり、町長からは高畠駅
への新幹線停車にまつわる話がでて、高畠町から
仙台駅まで陳情リレーマラソンで一晩走り続けた
ことも高畠駅への停車に一役買ったのではないか
と当時を振り返って話されました。
 （第６グループガバナー補佐　古畑 角次：米沢中央 RC）

◎河北町長表敬訪問
　11 月 29 日

（月）河北町長
表敬訪問を行い
ました。
　矢口ガバナー・
齋藤賢一地区幹
事・伊勢博地区副幹事・河北 RC 安孫子会長・後
藤幹事・和田次期会長・田宮次期幹事・第４グルー
プ小松 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、森谷
俊雄町長に快く迎えていただきました。
　矢口ガバナーの生まれは河北町で、９才まで町内
で過ごしたという話で始まり、お互い東根の七夕の
話で盛り上がり、森谷町長からは、新庁舎が完成し
12 月 18 日の庁舎落成記念式典の話などがありま
した。矢口ガバナーからは、ロータリー活動状況な
ど、特に青少年育成に力を注いでいる話があり、森
谷町長もロータリー活動に理解を示され、これから
も協力していきたいと力強いお言葉をいただき、終
始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）

新人ロータリアンからひと言

新入会員紹介

安
あ

部
べ

 徳
の り お

朗
所　　属：米沢中央RC
職業分類：家電販売
入　　会：2022 年２月４日

　若者まちづくり団体「おれまか」を始め、青年
会議所、商工会青年部等で「高畠町を盛り上げる
為」とイベント中心にボランティア活動して 13
年程経ちました。
　昨年、家業「メガネのオオツカ」を継承しまし

た所、ロータリークラブに幹事の島崎裕司さんを始
めとした皆様より、お声がけ頂き入会致しました。
　例会では、今まで高畠町を牽引されてきた多く
の先輩方と、これ迄より関わらせていただく事で
今まで以上の経験とスキルアップを積む機会が出
来るではないかと期待しております。
　今後はロータリアンとして、これまで経験を活
かし、新たに発足しました若者支援団体「たまな
び」等のボランティアや奉仕活動を通して、町民
が住みよい町になるように高畠町の発展に尽力し
てまいります。

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
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コーディネーターニュース

「Think-global Act-local」をテーマに、「ロータリー奉仕デー」の企画／ 2021年度
　「ロータリーコーディネーター」の仕事は、会員基盤部門だけに関わらず、「ロータリー活動そのものの活性化をコーディネートする仕事」
と理解して、地区研修リーダーとして、地区・地区内クラブの運営や事業計画立案に関わる時は、「クラブ活性化（即ち会員増強）」は、「ロー
タリー財団補助金を積極的に使用する奉仕 PJ」を実施して、その PJ を「ロータリー活動の広報とイメージアップ向上のために、PJ 実施
前後の対外広報活動の準備」を三位一体の基本として計画してきました。
然し乍ら、日本の会員として共通する問題でもあると思いますが、以前の「ロータリー財団 6 つの重点分野」では、自分たちの身近な問
題として捉え難かったことは否めません。
　そんな折に、「環境」が 7 つ目の重点目標に追加され、然もシェカール・メータ RI 会長は「ロータリー奉仕デー」の実施を呼びかけら
れたので、2700 地区としては、2020 年度から取り組んでいる「環境保全活動」と「ロータリー奉仕デー」をジョイントする事を、今年度
の地区の奉仕デー方針「Think-global Act-local」とし、地区内 61 全クラブ参加の「ロータリー奉仕デー」を開催しました。他地区の
参考にでもして頂ければ幸甚と思い紹介いたしました。
　2700 地区が 2020 年度より参加している「宗像国際環境会議」に、「2700 地区ロータリークラブ」として参加し、当地区奉仕デー
の事業を「宗像国際環境会議の Field-work」とし、地区会員を対象とした「会員対象の環境保全研修会は福岡市内研修会場」と「地
区内 61の全クラブ」と「宗像国際環境会議会場」をオンラインの同時進行のハイブリットで実施し、しかも一部の講演等は「Facebook」
で同時に世界発信し、「宗像国際環境会議」のページにて参加出来るようにしました。
　1 月の RI 会長方針を受けてからの、地区内全クラブを対象とした急な対応となったので、2 月からの準備を時系列に紹介します。
１. 地区研修委員会と社会奉仕委員会・ロータリー財団委員会にて詳細検討
２. 地区研修委員 7 名全員を地区内 7グループの担当とし、7 名のガバナー補佐を支援することとし、「ロータリー奉仕デー対策  ガバナー

補佐会議」を数回開催。
３. PETS の全体会議にて「地区奉仕デーの概要説明と財団補助金等の適応説明」→「グループ別会議」→全体会議にて「各グループ

の行動予定」と「事前、事後の対外広報計画の説明」。
４. 地区研修・協議会にて、約 800 名の会員に「2700 地区ロータリー奉仕デーの意義」を再度説明。
５. 地区内 7グループの活動は未だ進行中の PJ もあるので最終的な総括は出来ていませんが、6 グループが終わった段階で、地区会員

総数（約 3200 名）の倍以上の参加人数です。
６. この PJ は、12 月 5 日に東京で開催された「ロータリー財団地域セミナー」にて、「第 3 地域の事業例」として報告する栄誉も賜りました。
　この事業は地区内会員や一般の方の多くの賛同と参加を得たので、2022 年度は更にバージョンアップして、下記のような事業を計画し、
既に準備が進んでいます。
　「クラブ活性化」のために「会員基盤向上部門」「公共イメージ向上部門」と「ロータリー財団部門」の 3 部門合同の「クラブ活性化
奉仕 PJ」の企画 2022 年度　
１. 「クラブ活性化セミナーを今年 6 月に開催する」
　担当委員会は　会員基盤向上部門・広報・公共イメージ向上部門・ロータリー財団部門の 3 部門とする。
２. 「オープン例会 Week」の開催
　会員基盤向上部門は、7 月から 8 月にかけて、地区全 61クラブを対象とした
　1or2 週間の「オープン例会 Week」の開催を働きかける。
　オープン例会の出席対象者は、1. 会員候補者 2. 会員事業所の社員 3. 会員家族  4.マスコミ関係　5. 等々で、出席者の食事代金は、
地区負担する。　　　
３. 「2700 地区の取り組む環境保全」の映像を作成し、オープン例会時の全てのクラブの卓話時間に使用する。
　映像は、「国際ロータリーの紹介・国際ロータリーの環境保全活動・2700 地区の環境保全活動」の内容の 30 分映像を、地区研修委
員会が作成する
４. 「地区環境保全奉仕デー」は、2021 年度を参考にして、地区社会奉仕委員会が主管で「宗像国際環境会議」とコラボして 9 月～ 11
月の間に実施する。
５. 「オープン例会」と「地区環境保全デー」は、公共イメージ向上部門が事前・事後の対外広報を周到に準備する。
６. 「地区環境保全 PJ」に関わる費用は、「ロータリー地区補助金」と「地区事業補助金」の対象となることを　ロータリー財団委員会は
周知を図る。

� 第 3 地域 ロータリーコーディネーター補佐 安増 惇夫（宗像 RC）

第３地域戦略計画セミナーについて
　ロータリーを発展させるためには、ロータリーの「ビジョン声明」にあるように持続可能なよい変化を生むために、そしてロータリーが社
会の変化に適応し、社会から必要とされる団体として認知されなければなりません。
　また、ロータリーの戦略計画に３つの優先項目が決められ、「公共イメージと認知度の向上」、「クラブのサポートと強化」、「人道的奉仕
の重点化と増加」であることはご存知の通りです。
　この３つの項目を連携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。現在は４つの優先項目に変わり「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」ための行動計画を推進することになって
います。
　第３地域では、ロータリーコーディネーター（RC）、ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）、ロータリー公共イメージコーディネー
ター（RPIC）の地域リーダーが共同で新年度が始まって早い時期（７月第一週か第二週の土曜日）に毎年交代で担当をつとめ「戦略計画
推進セミナー」を開催しています。
　このセミナーのプログラムは、各地区ガバナーによる地区方針の発表、前年度に実施された公共イメージ向上につながる奉仕活動をメディ
アで報道された様子を含め有効な参考事例として紹介することを中心に構成し、かつ各地区ガバナーの交流の場として運営しています。
　しかし、RC、RRFC、RPIC の活動の認知には至っておらず、地区の研修会などで発表する機会が少ないのが現状です。
　RC、RRFC、RPIC は 3 人の地域コーディネーターとそれぞれ３名の地域コーディネーター補佐で編成されていますので、是非 お声が
けください。
　クラブの会員増強と活性化につながることのお手伝いが出来るように準備をしています。
　オミクロン型コロナ感染拡大によってまだまだ不透明な環境ではありますが、国・行政の指針を守り、しっかりと予防対策をすることによっ
て「一日も早く、大切な人達と安心して会える日常に戻りますこと」を願っています。

� 第 3 地域 ロータリーコーディネーター補佐 片山　勉（大阪東 RC）

2022年3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

「「TThhiinnkk--gglloobbaall  AAcctt--llooccaall」」ををテテーーママにに、、「「ロローータタリリーー奉奉仕仕デデーー」」のの企企画画 //  22002211年年度度

「ロータリーコーディネーター」の仕事は、会員基盤部門だけに関わらず、「ロータリー活動そのものの活性化をコーディ
ネートする仕事」と理解して、地区研修リーダーとして、地区・地区内クラブの運営や事業計画立案に関わる時は、「クラブ活
性化(即ち会員増強)」は、「ロータリー財団補助金を積極的に使用する奉仕PJ」を実施して、そのPJを「ロータリー活動の広
報とイメージアップ向上のために、PJ実施前後の対外広報活動の準備」を三位一体の基本として計画してきました。

然し乍ら、日本の会員として共通する問題でもあると思いますが、以前の「ロータリー財団6つの重点分野」では、自分たち
の身近な問題として捉え難かったことは否めません。

そんな折に、「環境」が7つ目の重点目標に追加され、然もシェカール・メータRI会長は「「ロローータタリリーー奉奉仕仕デデーー」」の実施を呼び
かけられたので、2700地区としては、2020年度から取り組んでいる「環境保全活動」と「ロータリー奉仕デー」をジョイントする
事を、今年度の地区の奉仕デー方針「「TThhiinnkk--gglloobbaall  AAcctt--llooccaall」」とし、地区内61全クラブ参加の「ロータリー奉仕デー」を開催
しました。他地区の参考にでもして頂ければ幸甚と思い紹介いたしました。

22770000地地区区がが22002200年年度度よよりり参参加加ししてていいるる「「宗宗像像国国際際環環境境会会議議」」にに、、「「22770000地地区区ロローータタリリーーククララブブ」」ととししてて参参加加しし、、当当地地区区奉奉仕仕
デデーーのの事事業業をを「「宗宗像像国国際際環環境境会会議議ののFFiieelldd--wwoorrkk」」ととしし、、地地区区会会員員をを対対象象ととししたた「「会会員員対対象象のの環環境境保保全全研研修修会会はは福福岡岡市市内内研研
修修会会場場」」とと「「地地区区内内6611のの全全ククララブブ」」とと「「宗宗像像国国際際環環境境会会議議会会場場」」ををオオンンラライインンのの同同時時進進行行ののハハイイブブリリッットトでで実実施施しし、、ししかかもも一一部部
のの講講演演等等はは「「FFaacceebbooookk」」でで同同時時にに世世界界発発信信しし、、「「宗宗像像国国際際環環境境会会議議」」ののペペーージジににてて参参加加出出来来るるよよううににししままししたた。。

1月のRI会長方針を受けてからの、地区内全クラブを対象とした急な対応となったので、2月からの準備を時系列に紹介し
ます。

１. 地区研修委員会と社会奉仕委員会・ロータリー財団委員会にて詳細検討

２. 地区研修委員7名全員を地区内7グループの担当とし、7名のガバナー補佐を支援することとし、「ロータリー奉仕デー対
策 ガバナー補佐会議」を数回開催。

３. PETSの全体会議にて「地区奉仕デーの概要説明と財団補助金等の適応説明」→「グループ別会議」→全体会議にて
「各グループの行動予定」と「事前、事後の対外広報計画の説明」。

４. 地区研修・協議会にて、約800名の会員に「2700地区ロータリー奉仕デーの意義」を再度説明。

５. 地区内7グループの活動は未だ進行中のPJもあるので最終的な総括は出来ていませんが、6グループが終わった段階
で、地区会員総数(約3200名)の倍以上の参加人数です。

６. このPJは、12月5日に東京で開催された「ロータリー財団地域セミナー」にて、「第3地域の事業例」として報告する栄誉も
賜りました。

この事業は地区内会員や一般の方の多くの賛同と参加を得たので、2022年度は更にバージョンアップして、下記のような
事業を計画し、既に準備が進んでいます。

「「ククララブブ活活性性化化」」ののたためめにに「「会会員員基基盤盤向向上上部部門門」」「「公公共共イイメメーージジ向向上上部部門門」」とと「「ロローータタリリーー財財団団部部門門」」のの33部部門門合合同同のの「「ククララブブ活活
性性化化奉奉仕仕PPJJ」」のの企企画画 22002222年年度度

１. 「「ククララブブ活活性性化化セセミミナナーーをを今今年年66月月にに開開催催すするる」」

担当委員会は 会員基盤向上部門・広報・公共イメージ向上部門・ロータリー財団部門の3部門とする。

２. 「「オオーーププンン例例会会WWeeeekk」」のの開開催催

会員基盤向上部門は、77月月かからら88月月ににかかけけてて、地区全61クラブを対象とした

1or2週間の「オープン例会Week」の開催を働きかける。

オープン例会の出席対象者は、1.会員候補者 2.会員事業所の社員 3.会員家族 4.マスコミ関係 5.等々で、出席者の食
事代金は、地区負担する。

３. 「「22770000地地区区のの取取りり組組むむ環環境境保保全全」」の映像を作成し、オープン例会時の全てのクラブの卓話時間に使用する。

映像は、「国際ロータリーの紹介・国際ロータリーの環境保全活動・2700地区の環境保全活動」の内容の30分映像を、地
区研修委員会が作成する

Region 1 & 2 & 3
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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 2022.1.31 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） 77.78 0 （0） 1 （1） 69.70 
2 酒田東 32 （5） 31 （5） 82.26 0 （0） 1 （0） 83.94 
3 酒田中央 39 （0） 41 （0） 84.79 2 （0） 0 （0） 84.26 
4 酒田スワン 15 （5） 16 （5） 72.92 1 （0） 0 （0） 87.80 
5 酒田湊 14 （3） 14 （3） 92.86 0 （0） 0 （0） 93.73 

第
２
グ
ル
ー
プ

6 鶴岡 26 （5） 24 （5） 72.46 0 （0） 2 （0） 77.59 
7 鶴岡西 28 （4） 29 （5） 79.31 1 （1） 0 （0） 76.99 
8 余目 34 （1） 36 （1） 90.00 2 （0） 0 （0） 82.15 
9 鶴岡東 26 （2） 27 （2） 76.60 2 （0） 1 （0） 77.04 
10 鶴岡南 25 （4） 25 （4） 86.67 0 （0） 0 （0） 84.43 

第
３
グ
ル
ー
プ

11 天童 43 （4） 43 （4） 88.57 0 （0） 0 （0） 93.00 
12 東根 39 （1） 39 （1） 80.13 0 （0） 0 （0） 80.21 
13 天童東 51 （0） 52 （0） 62.79 2 （0） 1 （0） 77.88 
14 天童西 14 （3） 14 （3） 85.71 0 （0） 0 （0） 78.77 
15 東根中央 48 （4） 50 （4） 0.00 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） 13 （0） 71.79 1 （0） 1 （0） 75.05 
18 尾花沢 16 （0） 15 （0） 86.20 1 （0） 2 （0） 87.67 
19 最上 21 （2） 19 （2） 52.63 0 （0） 2 （0） 56.96 
20 尾花沢中央 14 （1） 14 （1） 57.14 0 （0） 0 （0） 70.91 
21 村山ローズ 15 （4） 15 （4） 73.33 0 （0） 0 （0） 68.89 
22 新庄あじさい 17 （0） 16 （0） 75.00 0 （0） 1 （0） 75.00 

第
４
グ
ル
ー
プ

23 寒河江 40 （2） 41 （2） 76.67 1 （0） 0 （0） 85.70 
24 大江 15 （1） 15 （1） 96.67 0 （0） 0 （0） 95.99 
25 河北 26 （0） 26 （0） 63.16 1 （0） 1 （0） 80.18 
26 寒河江さくらんぼ 36 （3） 37 （3） 86.05 1 （0） 0 （0） 88.54 
27 西川月山 15 （0） 15 （0） 0.00 0 （0） 0 （0） 76.11 

第
５
グ
ル
ー
プ

28 山形 86 （0） 88 （0） 98.60 2 （0） 0 （0） 98.57 
29 山形北 70 （3） 73 （4） 92.86 5 （1） 2 （0） 90.44 
30 山辺 26 （1） 25 （1） 76.00 1 （0） 2 （0） 81.83 
31 山形南 53 （1） 53 （1） 85.71 2 （0） 2 （0） 83.02 
32 中山 10 （0） 10 （0） 95.00 0 （0） 0 （0） 83.57 
33 山形西 98 （0） 100 （0） 96.68 2 （0） 0 （0） 95.79 
34 上山 17 （3） 17 （3） 83.33 0 （0） 0 （0） 81.34 
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） 100.00 1 （1） 0 （0） 97.42 
37 山形イブニング 22 （0） 22 （0） 68.42 1 （0） 1 （0） 70.32 

第
６
グ
ル
ー
プ

38 米沢 50 （5） 49 （5） 61.22 1 （0） 2 （0） 73.78 
39 米沢上杉 67 （3） 68 （3） 98.53 2 （0） 1 （0） 98.23 
40 高畠 42 （3） 45 （3） 85.19 3 （0） 0 （0） 74.57 
41 米沢中央 40 （7） 40 （6） 100.00 1 （0） 1 （1） 99.65 
42 米沢おしょうしな 31 （5） 30 （5） 66.67 0 （0） 1 （0） 74.35 
43 長井 26 （0） 26 （0） 84.94 1 （0） 1 （0） 84.34 
44 南陽 9 （0） 10 （1） 90.00 1 （1） 0 （0） 81.64 
45 白鷹 19 （1） 20 （1） 94.74 1 （0） 0 （0） 87.93 
46 小国 13 （0） 13 （0） 100.00 0 （0） 0 （0） 85.63 
47 南陽東 27 （2） 27 （2） 85.10 0 （0） 0 （0） 79.71 
48 長井中央 22 （1） 22 （1） 70.45 0 （0） 0 （0） 67.37 
49 南陽臨雲 28 （3） 28 （3） 0.00 0 （0） 0 （0） 72.62 
合　　　計 1512 （100） 1527 （102） 77.65 41 （4） 26 （2） 82.20 
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・クラブ国際奉仕活動に学友会が協力
・よねやま親善大使の活躍　　　

・寄付金速報　―�まん延防止の影響で減少か�―
・鶴ヶ島RCが初の奨学生スピーチコンテスト

・高校生への国際理解授業

全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight263_pdf.pdf

今月のトピックス��..  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
出雲中央ＲＣとタイ米山学友会がタッグを組

み、タイの病院へ医療器具を寄贈しました。 

このプロジェクトは第 2690 地区（岡山県・島

根県・鳥取県）と出雲中央ＲＣによる地区世界

社会奉仕プロジェクトの一つであり、同クラブ

がかつて世話をした元米山奨学生、ブサコーン・

ホンヨックさんを通じて、タイ米山学友会へ協

力を仰いだもの。同学友会はこの話を受け、寄

贈先となる医療機関の選定や、現場で今必要と

されている機器の把握、販売業者の情報などを

調査し、出雲中央ＲＣへ逐次報告。学友会から

の 12,378 バーツを足

して、昨年 12 月にネ

ーザルハイフロー（高

流量で高濃度酸素を

投与できる呼吸療法

機器）1 台を寄贈、ま

た、今年 1 月には

ストレッチャーを

1 台ずつ 2 病院へ

寄贈しました。現

在、オミクロン株

が急拡大している

ため贈呈式には立

ち会えなかったも

のの、「今回のご支

援で、医療設備が

充分ではない地域

の病院を助けるこ

とができた。学友

会として世話クラブのお手伝いができたことが

何よりも嬉しく、懸け橋の役割を果たせた」と、

ワシン・テイシャシャイニラン会長（東京清瀬

ＲＣ）とブサコーンさんが語ってくれました。

��..    �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
2 月 5 日、第 2560 地区米山奨学

委員会が主催する「第 2 回米山委員

長セミナー」が新潟市内で開かれ、

よねやま親善大使のカレン・ジュリ

ア・ウォーターズさん（1992-94／京

都南ＲＣ）が同地区 54 クラブの米山奨学委員

長に向けてスピーチをしました。今回はオミク

ロン株の感染拡大を受けてハイブリッド形式

となり、会場に集まったガバナー、ガバナー・

エレクト、ガバナー・ノミニーを含む約 25 人は

全員抗原検査を受けてから入場するなど、厳戒

態勢での開催となりました。久しぶりの活動と

なったカレンさんは米山奨学生時代の感謝か

ら現在の仕事に込める思いなどを語り、聞き

ながら涙を浮かべる参加者もいました。 

現在の第 4 代よねやま親善大使の 3 人は、

就任時からコロナ禍に見舞われ、ほとんど活

動ができていません。このため、任期を 1年間

延長し、2023 年 6 月

末までとすることが

決定されました。感染

が落ち着きましたら、

ぜひよねやま親善大

使をお招きください。 
 

 

  

寄贈したネーザルハイフロー（銘板に
は出雲中央 RC とタイ⽶⼭学友会の
名が刻まれている） 

Vol.
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地区・分区・クラブ周年⾏事の場合、親
善⼤使の旅費（交通費・宿泊費・基本
の⾷費）は奨学会が負担します。地区
⼤会登録料、晩餐会参加費などは、招
へい側でのご負担をお願いします。 

Q 招へいの費⽤はどのくらい︖
できるだけ地区・分区⾏事への招へ
いをお願いしていますが、親善⼤使
（⼤阪・東京在住）の旅費をクラブ
でご負担いただける場合、招へいが
可能です。 

Q クラブ卓話へ呼べますか︖ 
⽶⼭奨学会事務局広報担当まで
メールまたはお電話でご連絡くださ
い。折り返し、招へい申請書をお送
りします。その後、事務局が派遣で
きる親善⼤使を調整します。 

Q どこに申し込めばいい︖ 

ハイライトよねやま・表彰

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〜

PHF+3

冨田 喜美子
（鶴岡RC）

PHF+1

高橋 恭史
（小国RC）

PHF

今井 淳
（酒田湊RC）

第 1回�米山功労者

後藤 吉伸
（山形西RC）

PHF

佐藤 一
（酒田湊RC）
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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
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4
5
6
7
8
9
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11
12
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3/ 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
水
木

ローターアクト会長幹事会③

PETS（GE）

D2780地区大会（神奈川）
（春分の日）

多地区合同スプリングキャンプ（～3/27）
第34回全国RA研修会（兵庫）　D2570地区大会（埼玉西北）

植
松

　龍
祥（
書
）

ガバナー月信

3月の地区スケジュール

水と衛生月間

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

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。

CONTENTS
・ガバナーメッセージ
・地区大会のお知らせ
・ロータリー財団補助金管理セミナー
・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
・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


