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米山奨学生オリエンテーション・カウンセラー説明会（山形）

補助金審査会（GE）

ローターアクト年次大会
第５グループIM　規定審議会

地区研修・協議会（GE）

　 クラブ活性化セミナー

山形RC 70周年記念式典
インターアクト全国研究会（Zoom）

地区の現況と会員基盤向上（Zoom）

（昭和の日）
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・ガバナーメッセージ
・地区大会中止のお知らせ
・ウクライナ情勢に関する国際ロータリーからの声明
・ウクライナの危機に対応するガバナー緊急メッセージ
・地区委員会報告

・第２回地区チーム研修セミナー
・公式訪問
・コーディネーターニュース
・クラブ会員数・出席率報告

・表彰
・新入会員紹介
・ハイライトよねやま
・スケジュール

植松 龍祥氏 プロフィール
《略歴》
・昭和 39年生まれ
・大東文化大学大学院中国学博士前期
課程修了

・殿村藍田・植松弘祥に師事
・（公社）日展　特選２回受賞
・読売書法展　読売新聞社賞２回受賞
・謙慎書道会展　梅花賞、春興賞受賞
・第 18 回国民文化祭やまがた 2003
文部科学大臣奨励賞受賞

・山形県芸術文化会議賞受賞
・山形県書道連盟書道文化功労者表彰
書道功労賞、書道文化賞

・東根市芸術文化協議会表彰　表彰
状・奥山賞（最高賞）

・第 26回日展作品東根市買上げ
・山形テレビ番組「提言の広場」〈創る
め〉コーナー題字揮奄

・NHKBS-2 「列島縦断短歌スペシャ
ル」山形会場清記担当

《現在》
・（公社）日展会員・審査員（平成28年）
・読売書法会常任理事・展事務長代行・
企画委員

・謙慎書道会常任理事・特別賞選考委
員・同展東部地区事務局長

・日本書道ユネスコ登録推進協議会　
賛同団体署名運動地域代表委員山形
県担当

・（公財）全国書美術振興会評議員
・成田山全国競書大会実行委員・審査員
・大ケヤキ全国書道絵画展実行委員
長・審査員

・河北書道展運営委員・審査員
・山形県芸術文化会議常任理事
・山形県書道連盟副会長
・山形県総合書道会総務・運営委員・
審査員

・東根市芸術文化協会理事
・東根市書道連盟副会長
・日展山形会会長
・采真書社常任理事
・書道研究欅墨書院会長・北燕文会代表
・東根ロータリークラブ会員
・大東文化大学特任教授
・山形大学人非常勤講師
・山交ビルカルチャーセンター（実用
書道・こども書道）講師

「中核的価値観のもと、時流対応の時」
奉仕の心の醸成と実践するロータリアン

基本理念

オフィシャルLINEを通じて
地区やRIの情報を発信します
のでご登録お願いいたします。
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ガバナーメッセージ・地区大会中止のお知らせ

　My Rotary を開くと「母子を救うためのロータリーの取組み」とありました。
　人は誰でも最高水準の身体的・精神的健康を享受する権利を有しています。
　しかし、性別による差別がこの権利を侵害している場合が多々あります。経済的な理由や、女性は外出
できないという社会的慣習が原因となり、多くの女性が疾病を患いやすくなっている上、適切な処置も受
けられない状態におかれています。
　母子の健康に関するプロジェクトを通じて、　ロータリー会員は「持続可能な開発目標３：あらゆる年
齢の全ての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する」という目的について、その達成を目指して取組
みを行っています。
　疾病や栄養失調、不十分な医療、不適切な公衆衛生が原因で命を落とす 5 歳未満の子供の数は、毎年 700
万人以上に達します。この人数を削減すべく、ロータリー会員は乳児への予防接種や抗生物質投与を実施しな
がら、必要不可欠な医療ケアの利用状況を把握し、専門の医療提供者による母子への対応を支援しています。
　「つなぐよ子に」ユニセフの CM を見ると涙が出ます、支援したくなります。このような現実が世界中
で起こっております。ウクライナの無意味な紛争（戦争）も悲惨な状況です。
　救援基金への早速の対応、個人・クラブ、さすがロータリー誇りに思います。
　地区も、長谷川財団委員長と相談の上　20000 ドル　ウクライナ救援基金に送金いたしました。これ
からいろいろな要請が来ると思いますが適宜対応してまいりましょう。
　予定では待ちに待った対面での地区大会が開催されるはずでした。楽しみにお待ちいただいた 2800 地
区会員の皆様に心よりお詫び申し上げます。コロナの収束が進まない現実に気をもみながらの毎日、会場
が公設施設であることを考え地域の同意、そして会員各位の安全、ロータリーの公共イメージなど各視点
からの考察、決断でしたことを報告させていただきます。
　

残り 3 ケ月　　会員維持・新会員入会にお力をお貸しください　　　矢口　九拝

国際ロータリー第 2800 地区
2021-2022 年度 地区大会「中止」のお知らせ

　4 月 29・30 日に開催を予定しておりました地区大会は、実行委員会にて協議を重ねた結果、今般
の山形県内のコロナウィルス感染状況を鑑み、会員皆様の安全と地域へのロータリーイメージ等を熟
慮し、2021-2022 年度 地区大会は中止と決定いたしましたのでお知らせいたします。
　各クラブより送金いただいております地区大会登録料も含め、中止に伴う様々な手続等につきまし
ては決まり次第お知らせさせていただきます。
　なお、「前年度表彰等該当者調査」（提出締切：4 月 15 日）は実施いたしますので、ご協力の程よ
ろしくお願い申し上げます。
※ガバナー月信３月号に、地区大会開催に対する矢口ガバナーのメッセージ並びに大会プログラムの

お知らせが掲載されておりますが、地区大会は「中止」となりますので、会員皆様へご周知いただ
きますようお願い申し上げます。

ガバナーメッセージ

四月は　ロータリー
� 母子の健康月間　

第 2800地区ガバナー　矢口　信哉
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ウクライナ情勢に関する国際ロータリーからの声明・ウクライナの危機に対応する ガバナー緊急メッセージ

　ウクライナと世界の人びとにとって、痛ましく悲惨な状況となっています。
　ロータリーは、ウクライナにおける状況悪化と、人命の喪失および人道的苦難が深刻化していることを
深く懸念しています。ウクライナに対する軍事行動が続けば、地域の荒廃を招くだけでなく、欧州と世界
にも悲惨な結果が広がる恐れがあります。

　世界最大の人道支援団体の一つとして、ロータリーは「平和」を世界的使命の礎としてきました。私た
ちは、国際社会とともに即座の停戦、ロシア軍の撤退、および対話を通じた対立解決のための外交努力の
再開を求めます。

　過去 10 年間、ウクライナ、ロシア、および近隣諸国のロータリークラブは、国の違いを超えて、親善
を推進し、戦争や暴力の被害者への支援を先導する平和構築プロジェクトに積極的に取り組んできました。
私たちは今、この悲劇的な出来事に直面しているウクライナのロータリー会員や人びとのために祈ります。
国際ロータリーは、救援物資や支援を提供し、ウクライナ地域に平和をもたらすために全力を尽くします。

国際ロータリー
25-Feb-2022

ウクライナ情勢に関する国際ロータリーからの声明

　ジョン・ジャーム（ロータリー財団管理委員長）よりメールが届きました。災害支援金への寄付により
この悲惨な状況に応える支援を提供し、生活再建を支えることができます。との内容でした。
　ロータリーはこれまでも国内外の大きな災害による被災者の救援活動に取り組んできました。ロータ
リー財団の重点分野の一番目に「平和構築と紛争予防」とありますが、2 月 24 日のロシア軍によるウク
ライナ侵攻により両国は戦争状況に陥っております、一般市民を巻き添えにして女性、子供を含む民間人
の避難が余儀なくされ、深刻な人道的影響が出ています。国連によると、350 万人以上（その大半は女性
と子ども）が近隣諸国とヨーロッパ全域に避難し、ウクライナ国内の避難民も約 700 万人に上っています。
ウクライナでの悪化する人道危機に直面している地区を支援するために 2800 地区として今回、人道支援
的活動をクラブ対応・地区対応で取り組みたいと思います。2800 地区では、未配分の地区財団活動資金

（DDF）を、災害救援基金へ 20,000 ドル寄贈しました。
　平和を希求するロータリー会員としての思いを、寄付の形で是非お願いいたします。

【ロータリー財団がウクライナ地域での直接的人道支援の窓口を設置】　　
　深刻化するウクライナでの人道的危機への対応として、ロータリー財団は現在、ロータリー地区が実施
している救援活動を支える資金を世界中のロータリー会員が寄付することのできる正式な窓口として、災
害救援基金を指定しました。

●ウクライナでの救援活動を支援するための災害救援基金へのご寄付は、2022 年 4 月 30 日までに行
う必要があります。

　個人で寄付される場合は、My Rotary からご寄付いただけます。
　各クラブ単位で送金する場合は、通常の年次基金と同様に下記口座へ一括送金していただき、送金当日
に、添付「寄付送金明細書」をご提出ください。

＜ロータリー財団寄付　送金口座＞
　三井住友銀行 赤羽支店　普通預金　3978101　名義：公益財団法人ロータリー日本財団 

　ご提出いただく「寄付送金明細書」の寄付分類は、必ず「ロータリー災害救援基金」をご指定ください。「寄
付送金明細書」の寄付者名欄に個人のお名前・ID 番号欄にその個人の ID 番号を書いていただくと、その
個人のご寄付となり、各個人の実績・個人の認証の対象となります。

ウクライナの危機に対応する ガバナー緊急メッセージ
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地区委員会報告

　2021 学年度第 2800 地区ロー
タリー米山記念奨学生の終了式並
びに歓送会を開催致しました。今

年度は新型コロナウイルス拡大により、会場を天
童会場、米沢会場の２会場に分けてハイブリッド
方式にて行いました。天童会場は緑の迎賓館アン
ジェリーナにて感染防止を徹底し、少人数制を取
り 13 名、米沢会場も同様感染防止を徹底し上杉
伯爵邸にて 7 名にて同日程にて開催いたしまし
た。初めに天童会場は矢口ガバナー、米沢会場は
齋藤直前ガバナーよりご挨拶を頂きました。引き
続き両会場にて奨学生へ終了証、在籍証明書の授
与及びカウンセラーの方々に感謝状贈呈致しまし
た。その後、奨学生とカウンセラーの皆さんより

スピーチを頂きました。奨学生のスピーチは、カ
ウンセラーへの感謝、世話クラブでの楽しい思い
出、これからの予定がこぼれんばかりの笑顔で語
られました。カウンセラーの皆さんは、奨学生の
日本での父として、今後の奨学生の活躍にエール
を送っておられました。
　続いて、大久保章宏米山奨学会理事・パストガ
バナーより「米山学友となられる皆さんへ」とし
て、米山学友会の素晴らしさとカウンセラー・世
話クラブへの連絡の大切さをお話し頂きました。

『今後も必ず連絡の取れる体制にして生涯の繋が
りを持てる様にして欲しい』また『日本の架け橋』
になれる様にお教え頂きました。最後にみんな笑
顔で記念撮影にて閉会致しました。
　今年度も予定通りの活動ができませんでした
が、タイミング良く一度だけ庄内、羽黒山、山寺
への研修旅行ができ奨学生と唯一米山活動ができ
ました。奨学生を始め、カウンセラーも山形の思
い出作りが出来ました。

地区委員会報告

米山奨学生歓送会
米山奨学・学友委員会

委員長 芦野 茂 （山形西RC）
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第 2 回・3 回インターアクト連絡協議会

インターアクト小委員会委員長

和田 義弘（河北RC）

　12 月 21 日に第 2 回連絡協議会が寒河江市の
チェリーパークホテルで、2 月 25 日に第 3 回連
絡協議会が ZOOM で開催されました。矢口信哉
ガバナーをはじめ、佐藤孝子ガバナーエレクト、
伊藤三之ガバナーノミニー、斎藤賢一地区幹事、

阿部昭青少年奉仕委員長、佐藤一嘉青少年奉仕委員、枝松祐子次年度インターアクト委員長、インターア
クト小委員会委員とスポンサークラブの皆様、各クラブの顧問の先生方の参加となりました。
　矢口ガバナーよりご挨拶の後、各顧問の先生から現状報告があり、介護施設への訪問活動や地域内の交
流活動など、人々と接する活動は中止や延期になっているが、学校内の活動をはじめ、募金活動、地域内
の清掃、ペットボトルのリサイクル、ユニクロ・GU を通して難民キャンプや被災地への災害支援のため
の古着の回収（400 着）など、各クラブとも出来る範囲の中で幅広く活動を行っているとの報告でした。
また、海外の学生とオンライン交流を行っている学校もありました。先生方の報告をお聞きする限り、厳
しい状況や活動しづらいといったお話は無く、アクターが前向きで明るく楽しく活動をしている様子が伺
える印象を受ける報告でした。
　ただ、延期していた地区内研修については、研修所に集まっての活動は学校の許可が出ないクラブが多
く、代わりの活動も検討しましたが残念ながら中止となりました。
　今後の全体の活動は全国インターアクト研究会（４月）、インターアクト年次大会（６月）が予定され
ております。何事もなく開催され、インターアクターの成長と飛躍に繋がる活動になるよう皆で願い、協
議会を閉会しました。

地区委員会報告
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地区チーム研修セミナー

実行委員長 西川 富美子

（鶴岡RC）

第２回地区チーム研修セミナー

第２回地区チーム研修セミナー

　2022 年 2 月 23 日（水）第 2 回地区チーム研
修セミナーが、コロナウイルスまん延のためリ
モートにより開催されました。
　矢口ガバナーの点鐘及び挨拶、齋藤榮助次期地
区研修リーダー・PG の挨拶を頂き、佐藤孝子ガ
バナーエレクトより国際協議会の報告（リモート
開催）の後、2022−2023 年度の RI テーマ「イ
マジン　ロータリー」がジェニファー E. ジョー
ンズ RI 会長エレクトのビデオメッセージで発表
されました。
　引き続き、佐藤孝子ガバナーエレクトより基本
理念の「ロータリーに夢を持って　行動しましょ
う !!」〜ロータリーの目的は、人を育て、自分自
身を育てる心を育てる事。親睦と奉仕の積み重ね
の中で、新しい仲間とつながっていくことだと思
います〜と発表後、2022-2023 年度の地区方針
の発表と続きました。

　その後、次期各委員会の皆様にはブレイクアウ
トルームに移動頂き分科会が行われました。
　リモートでの協議後・ガバナー補佐（佐藤孝子
ガバナーエレクト）・クラブ奉仕委員会／会員増
強委員会（藤野和男次期委員長／赤塚弘実次期委
員長）・職業奉仕委員会（吉澤彰浩次期委員長）・
青少年奉仕委員会（阿部昭次期委員長）・米山奨
学・学友委員会（芦野茂次期委員長）・地域奉仕
委員会／ロータリー財団員会（大久保章宏次期委
員長・PG ／上林直樹次期委員長・PG）それぞれ
報告を頂き、齋藤榮助次期地区研修リーダー・
PG より「各委員会が活発な意見交換を行い、目
標に向かって取り組みを行っていくことを確信し
ましたと」講評を頂き閉会いたしました。
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ガバナー公式訪問

◎河北ロータリークラブ
　11 月 29 日（月）、国際ロータリー第 2800 地
区 2021-2022 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、齋藤賢一地区幹事、伊
勢 博地区副幹事をお迎えし、ガバナー公式訪問
例会が開催されました。当初 9 月 13 日（月）に
開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染者の
増加に伴い、延期を余儀なくされましたが、無事
に開催することができ矢口ガバナーをはじめ関係
する皆様に心より感謝申し上げます。
　例会の前に、午前 11 時より矢口ガバナー、小
松ガバナー補佐、当クラブより会長安孫子、会長
エレクト和田、副幹事田宮、幹事後藤が出席し会
長幹事会が開催されました。
　ロータリーの活動が地域から理解され、受け入
れることの重要性、また会員増強や他団体と一緒
になった奉仕活動、環境をテーマにしたフォーラ
ム開催についてアドバイスを受けました。
　例会では、矢口ガバナーの卓話で、2021-2022
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」について解説いただき、第
2800 地区の基本方針である「現況直視、目線を
上に時代対応」について、4、5 年先のクラブを

来訪日：11 月 29 日（月）
例会場：紀の代寿司本店
会　長：安孫子文亮
幹　事：後藤　拓也

ガバナー公式訪問
◎山辺ロータリークラブ
　11 月 9 日（火）、国際ロータリー第 2800 地区
2021−2022 年度・矢口信哉ガナバー、第 5 グルー
プ布施富將ガバナー補佐、齋藤賢一地区幹事、青
野博事務局の 4 名をお迎えし、公式訪問例会を
開催いたしました。
　コロナ禍ではありましたが、公式訪問例会を無
事に開催することができ、一安心しているところ
です。
　例会に先立ち、矢口ガバナー、布施ガナバー補
佐に、会長鈴木と幹事安達が同伴して、山辺町遠
藤直幸町長を表敬訪問いたしました。山辺町の在
り方やロータリーに対する期待など、和やかな雰
囲気の中で率直な意見交換がなされました。
　その後、場所を例会場に移し、コロナ禍での活
動の状況や、クラブ運営の仕方など、昼食をとり
ながら意見交換をしました。
　例会では、布施ガバナー補佐よりご挨拶をいた
だき、矢口ガバナーより卓話をいただきました。

　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」の具体事業と
して、会員拡大やクラブ奉仕デーの実施、山辺高
校への働きかけなど、大変貴重なアドバイスをい
ただきました。
　矢口ガバナーをはじめ役員の皆様には、大変お
忙しい中山辺までおいで頂き、誠にありがとうご
ざいました。 （幹事：安達　春彦）

来訪日：11 月 9 日（火）
例会場：山辺町商工会館内
会　長：鈴木　　孝
幹　事：安達　春彦

見据えた会員増強、インターアクトクラブ、ロー
ターアクトクラブの設立、他団体との奉仕活動、
交換留学、入会歴 3 年や 5 年の会員向け研修の
実施、My ROTARY の活用、ロータリー財団、
米山奨学会への理解浸透、ロータリー奉仕デーの
開催、女子のエンパワメントなど、様々な視点か
らご指導を頂きました。当クラブでは矢口ガバ
ナーのアドバイスを活かして、楽しみながら成長
する活動を推進したいと考えております。
 （幹事：後藤　拓也）



8 Governor’s Monthly Letter

◎西川月山ロータリークラブ
　本年度７月に計画されていたガバナー公式訪
問でしたが、新型コロナウィルスの感染拡大に
より延期となり、12 月１日に地区で最終の公式
訪問クラブとなりましたが無事終えることがで
きました。
　当クラブは 15 名の小規模のクラブで、平均年
齢も約 70 歳と高く、そんなに活発な活動はして
おりませんが、地道にこれまでの活動を継続して
おります。主な事業は、環境整備事業のごみ拾い、
保育園への絵本の読み聞かせ（本年度は進呈の
み）、高齢者住宅清掃、保育園の草刈り作業等です。
　矢口ガバナーより、我々の大きな課題である会
員増強についてのアドバイスもありました。ガバ
ナーのお話を聞いて感じたことは、ただ会員を増
やすために声掛けをするだけではなく、我々会員
が楽しく活動することが一番であり、家族を含め
た活動や他クラブとの交流を図り人脈を増やし心

の肥やしにしていくことが大切と思いました。
　同じ仲間でコミュニケーションを図りながら、
ロータリーに加入して良かったとみんなが思える
ようなことを日々考えていきたいと思います。
 （幹事：近松　和朗）

来訪日：12 月 1 日（水）
例会場：出羽屋
会　長：桜井　久夫
幹　事：近松　和朗

ガバナー公式訪問
◎鶴岡ロータリークラブ
　11 月 30 日（火）、第 2800 地区矢口信哉ガバ
ナー、今間勝見第 2 グループガバナー補佐、斎
藤賢一地区幹事、横尾智三郎地区大会実行委員長、
菊池仁土副幹事をお迎えし、ガバナー公式訪問例
会が開催されました。当初の計画では８月 24 日

（火）開催の予定がその当時、鶴岡はコロナ禍に
まみれ、矢口ガバナーに相談、快く延期を快諾し
て頂き、今日を迎えることが出来ました。例会に
先立ち 11 時より会長幹事会が行われ、榎本会長
より、今年度の会長方針及びクラブ目標について
の説明、特に、年度内に全会員スピーチを実施、
テーマは私の職業「経営理念・方針・ＰＲなど」、
年２回インフォーマルミーティングの実施等の話
をされ、その後矢口信哉ガバナー、今間勝見ガバ
ナー補佐より貴重なご意見・アドバイス等を頂戴、
特に、ロータリー奉仕デーで取り組んだ海岸清掃
に関しては熱き思いでお話を頂き、大変有意義な
時間を過ごさせて頂きました。
　ガバナー卓話では、RI テーマ『奉仕しよう　
みんなの人生を豊かにするために』をうけ、地区
も「中核的価値観のもと、時流対応の時」サブテー

マ「奉仕の心の醸成と実践するロータリーアン」
を基本に掲げ、一人が一人に声かけ、会員拡大！
を基本方針とした旨、それを実践するための取組
みを丁寧にご説明頂き、また、『入りて学び、出
でて奉仕せよ』矢口ガバナーが先輩から教えられ
た、最初に覚えた言葉ということです。矢口ガバ
ナーには、お忙しいところ足をお運ぶ頂き、有難
う御座いました。有意義な例会となりましたこと
を心より感謝申し上げます。
 （幹事：富樫　松夫）

来訪日：11 月 30 日（火）
例会場：東京第一ホテル鶴岡
会　長：榎本久靜子
幹　事：富樫　松夫

ガバナー公式訪問
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コーディネーターニュース

　年度終盤に向けての、目標（特に会員増強）の進捗状況が気になる時期となりました。仮に、現状、厳しくても、まだまだ、3 か
月あります。残された期間、どう、行動するのか？やれることは何なのか？ソフトバンクの孫正義さん風に「脳みそがちぎれる」位考えて、
地区チームがベクトルを合わせ、スクラム組んで行動に移して行きましょう！！春爛漫です。スプリングに因んで、心弾むような、ワク
ワク感満載の第四四半期を祈念しています。
　ロータリー日本 100 年史の100人のロータリアン、お読みになりましたでしょうか？ロータリアンの中のロータリアンともいうべきロー
タリアンのお人となり、ロータリーに対する情熱、諸々のエピソードに触れ、これらの先人やそれぞれの地域、クラブでも、ロータ
リーを愛し活動された先人たちの歴史があって、私たちが、今、ロータリーを思う存分享受できる環境があるのだと感謝の気持ちで
胸が熱くなってきました。日本の100 人以外にも、ノーベル賞受賞者、各国財界人・文化人、35 代ケネディ米大統領を含む多くの
各国首脳など、一度は、お名前を聞いた方々もお出でなのは、皆さんご承知の通りです。正にロータリーは、人材の宝庫だとわかり
ます。そんな方 と々、例会で接点が持てたら、どんな会話をするのか。どんなロータリー談をお聞かせいただけるのか。などと考えて
しまいました。現実の接点の中でも、尊敬してやまない素晴らしいロータリアンがたくさんお出でです。そんな皆様と同じ空間と時間
を共有して交流や意見交換ができ、自己成長に繋げられるのもロータリークラブの大きな魅力です。自己成長から事業、業界の向上
へ、ひいては社会の発展へと。それも、クラブ、地域、地区、国を超えての接点です。胸襟を開いて、自ら行動すると大きなチャンス、
気付き、学びがあります。様々な機会を捉えて、交流しないのは勿体ないし、将来の行くべき道と目指すべき人とモデリングしないの
は勿体ないと素直に思うと同時に、これらの方々や接点からの交流はロータリークラブでの宝物だと感じています。そんな魅力を享受
している私たちが、それぞれが感じるロータリーの魅力をそれぞれのことばで、熱く、どんな環境であれ、他人任せにしないで数多
の方々にもっともっと熱心に話していければ、、いや、話さないといけない！と感じています。
　さて、国立社会保障・人口問題研究所による 2045 年の推計人口を見ると、
全国 2015 年 127.094.745 人 2045 年 106.421.185 人 （83.7％）
秋田県 2015 年 1.023.119 人 2045 年 601.649 人 （58.8％）最大減少県
　地方においては、人と同じく、本社の県外流出が起きているとの話も聞きます。人口が減るということは、入会対象者の数にも、
企業数にも大きな影響が出ると容易に想像できます。今、外的環境がコロナで厳しいのですが、今後、コロナが収束しても、人口問題、
後継者問題、企業数問題で、私たちに更なる厳しさが襲ってきます。これからの外的環境はいつか戻るではなく、厳しくなる一方と
退路を断って、今まで以上に皆で、もっともっと真剣に増強に向き合うそんな時だとこのコロナが教えてくれたのかも知れません。
　国際協議会でジェニファー・ジョーンズＲＩ会長エレクトより2022-23 年度 RI テーマ「イマジン　ロータリー」が発表され、次年
度の動きも活発化して、現・次年度とがリレーゾンに入ってきました。今年度のソフトランディングでしょうか。しかし、トップスピード
でのバトンリレーが理想です。
　さぁ、年度末まで良いイメージをしながら、勿論「目標達成」のシーンをはっきりとビジュアライズして、目標達成の為に、それぞ
れが感じるロータリーの魅力を、「ロータリークラブにいることで、素晴らしい経験を、素晴らしい仲間を、素晴らしい思い出を、素
晴らしい学びを　得たこと」　そんなロータリーの魅力を是非、ご自身のことばで熱く数多の皆さまに、また、新会員へも語りましょう。
　増強は、高邁なロータリー思想の継承と私たちが享受している素晴らしい環境を次世代に生成発展させ伝え残す最も大切な基本
中の基本だと考えます。
　「やらなかったのか？物理的にできなかったのか？」自問自答しながら。さぁ行動だ！

� 第 1 地域　ロータリーコーディネーター補佐 石黒 秀司（郡山 RC）

　就任前にエバンストンで研修がありました。財団のセッションは当然ですが、同行した RC, RPIC と共に毎日合同セッションがあり
ました。即ち国際ロータリーは財団と共にチームでロータリーを推進することを目指していることに、６月末の任期終了を前に強く頷い
ています。今日は財団に拘った５年余りを三つの質問形式でお答えする事に致します。
＜第１の問＞：「ロータリー財団と申しますと『寄付ですか』と返ってきます。」　何故そんなイメージが出来上がったのでしょうか。
＜私の答え＞：ロータリー財団は、より良い世界を築こうというビジョンを共有する財団支援者の方々からの自発的な寄付のみによっ
て支えられています。この「自発的な寄付のみ」という部分について、「積極的に」とは書いていないから自分から特別な感情が生ま
れない限りは寄付をしないでも大丈夫だと考える人が、我が日本には多いことがわかりました。そのため、寄付をお願いすると「また
寄付の話だ」と感じる会員が多いような印象がありました。
＜第２の問＞：PHS （ポール・ハリス・ソサエティー） に入会するにはどうするの。
＜私の答え＞：My ROTARY から簡単に入会できます。一つアドバイスですが、多くの PHS 会員が、次年度以降の寄付を忘れてしま
うことがあります。そこで私も忘れ易いので自動定期寄付を利用しています。この場合、日本円での寄付になりますので毎月変わるロー
タリーレートにご注意下さい。そのロータリー年度に該当の寄付が 1,000ドル以上であれば良いのです。この自動定期寄付は（毎年・
毎四半期・毎月）と自由に設定できます。ユニセフのマンスリーサポートは毎日100 円からでした。PHS は毎日 300 円程度で「世界
で良いことをしよう」と始められたロータリー財団を通じて、世界各地でサポートを待ち望んでいる人々への支援が出来るのです。
＜第３の問＞：ファンドレイジング（寄付推進）は何故難しいのか。
＜私の答え＞：例えば、年次基金（シェア）への寄付は地区の３年後の活動資金になるので、少ないと３年後の財源が少なくなります。
地区の活動を十分に支えるためにも寄付推進は大切なことですが、クラブにとっては地区の資金の状況を直接実感することがあまり
多くなく、この辺のバランスを取る重要性を感じた２年９ヶ月でした。補助金活動や DDF の寄贈など、地区から会員のみなさんへ情
報を伝える際に、さらにわかりやすい伝達を心がけていただくことも、寄付推進の成功につながる一つと思います。
　最後に毎年、日本の「年次基金寄付ゼロクラブ０」を達成し、継続できましたことを心から感謝御礼申し上げます。今年度も残す
ところ３ヶ月と少しです。今年もお願いします。
　４月 23 〜 24 日 PHS 認証式が札幌市で開催されます。札幌でお会いしましょう。

� 第１地域　RRFC　羽部 大仁（札幌幌南 RC）

2022年4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

年度終盤に向けての、目標（特に会員増強）の進捗状況が気になる時期となりました。仮に、現状、厳しくても、まだまだ、
3か月あります。残された期間、どう、行動するのか？やれることは何なのか？ソフトバンクの孫正義さん風に「脳みそがちぎ
れる」位考えて、地区チームがベクトルを合わせ、スクラム組んで行動に移して行きましょう！！春爛漫です。スプリングに因
んで、心弾むような、ワクワク感満載の第四四半期を祈念しています。

ロータリー日本100年史の100人のロータリアン、お読みになりましたでしょうか？ロータリアンの中のロータリアンともいうべ
きロータリアンのお人となり、ロータリーに対する情熱、諸々のエピソードに触れ、これらの先人やそれぞれの地域、クラブで
も、ロータリーを愛し活動された先人たちの歴史があって、私たちが、今、ロータリーを思う存分享受できる環境があるのだと
感謝の気持ちで胸が熱くなってきました。日本の100人以外にも、ノーベル賞受賞者、各国財界人・文化人、35代ケネディ
米大統領を含む多くの各国首脳など、一度は、お名前を聞いた方々もお出でなのは、皆さんご承知の通りです。正にロータ
リーは、人材の宝庫だとわかります。そんな方々と、例会で接点が持てたら、どんな会話をするのか。どんなロータリー談を
お聞かせいただけるのか。などと考えてしまいました。現実の接点の中でも、尊敬してやまない素晴らしいロータリアンがたく
さんお出でです。そんな皆様と同じ空間と時間を共有して交流や意見交換ができ、自己成長に繋げられるのもロータリーク
ラブの大きな魅力です。自己成長から事業、業界の向上へ、ひいては社会の発展へと。それも、クラブ、地域、地区、国を超
えての接点です。胸襟を開いて、自ら行動すると大きなチャンス、気付き、学びがあります。様々な機会を捉えて、交流しな
いのは勿体ないし、将来の行くべき道と目指すべき人とモデリングしないのは勿体ないと素直に思うと同時に、これらの方々
や接点からの交流はロータリークラブでの宝物だと感じています。そんな魅力を享受している私たちが、それぞれが感じる
ロータリーの魅力をそれぞれのことばで、熱く、どんな環境であれ、他人任せにしないで数多の方々にもっともっと熱心に話
していければ、、いや、話さないといけない！と感じています。

さて、国立社会保障・人口問題研究所による2045年の推計人口を見ると、

全国 2015年 127.094.745人 2045年 106.421.185人 （83.7％）

秋田県 2015年 1.023.119人 2045年 601.649人 （58.8％）最大減少県

地方においては、人と同じく、本社の県外流出が起きているとの話も聞きます。人口が減るということは、入会対象者の数に
も、企業数にも大きな影響が出ると容易に想像できます。今、外的環境がコロナで厳しいのですが、今後、コロナが収束して
も、人口問題、後継者問題、企業数問題で、私たちに更なる厳しさが襲ってきます。これからの外的環境はいつか戻るでは
なく、厳しくなる一方と退路を断って、今まで以上に皆で、もっともっと真剣に増強に向き合うそんな時だとこのコロナが教え
てくれたのかも知れません。

国際協議会でジェニファー・ジョーンズＲＩ会長エレクトより2022-23年度RIテーマ「イマジン ロータリー」が発表され、次年
度の動きも活発化して、現・次年度とがリレーゾンに入ってきました。今年度のソフトランディングでしょうか。しかし、トップス
ピードでのバトンリレーが理想です。

さぁ、年度末まで良いイメージをしながら、勿論「目標達成」のシーンをはっきりとビジュアライズして、目標達成の為に、そ
れぞれが感じるロータリーの魅力を、「ロータリークラブにいることで、素晴らしい経験を、素晴らしい仲間を、素晴らしい思い
出を、素晴らしい学びを 得たこと」 そんなロータリーの魅力を是非、ご自身のことばで熱く数多の皆さまに、また、新会員
へも語りましょう。

増強は、高邁なロータリー思想の継承と私たちが享受している素晴らしい環境を次世代に生成発展させ伝え残す最も大
切な基本中の基本だと考えます。

「やらなかったのか？物理的にできなかったのか？」自問自答しながら。さぁ行動だ！

第第11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 石石黒黒 秀秀司司（（郡郡山山RRCC))

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 2022.2.28 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） 61.11 0 （0） 1 （1） 68.62
2 酒田東 32 （5） 30 （5） 0.00 0 （0） 2 （0） 83.94
3 酒田中央 39 （0） 42 （0） 0.00 3 （0） 0 （0） 84.26
4 酒田スワン 15 （5） 16 （5） 0.00 1 （0） 0 （0） 87.80
5 酒田湊 14 （3） 14 （3） 0.00 0 （0） 0 （0） 93.73

第
２
グ
ル
ー
プ

6 鶴岡 26 （5） 24 （5） 0.00 0 （0） 2 （0） 77.59
7 鶴岡西 28 （4） 29 （5） 0.00 1 （1） 0 （0） 76.99
8 余目 34 （1） 36 （1） 0.00 2 （0） 0 （0） 82.15
9 鶴岡東 26 （2） 27 （2） 0.00 2 （0） 1 （0） 77.04
10 鶴岡南 25 （4） 25 （4） 0.00 0 （0） 0 （0） 84.43

第
３
グ
ル
ー
プ

11 天童 43 （4） 43 （4） 0.00 0 （0） 0 （0） 93.00
12 東根 39 （1） 39 （1） 76.92 0 （0） 0 （0） 79.80
13 天童東 51 （0） 52 （0） 0.00 2 （0） 1 （0） 77.88
14 天童西 14 （3） 14 （3） 0.00 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） 73.08 1 （0） 1 （0） 74.81
18 尾花沢 16 （0） 14 （0） 80.00 1 （0） 3 （0） 86.72
19 最上 21 （2） 19 （2） 60.53 0 （0） 2 （0） 57.41
20 尾花沢中央 14 （1） 14 （1） 0.00 0 （0） 0 （0） 70.91
21 村山ローズ 15 （4） 15 （4） 0.00 0 （0） 0 （0） 68.89
22 新庄あじさい 17 （0） 16 （0） 0.00 0 （0） 1 （0） 75.00

第
４
グ
ル
ー
プ

23 寒河江 40 （2） 41 （2） 81.58 1 （0） 0 （0） 85.19
24 大江 15 （1） 15 （1） 88.29 0 （0） 0 （0） 95.03
25 河北 26 （0） 26 （0） 100.00 1 （0） 1 （0） 83.01
26 寒河江さくらんぼ 36 （3） 37 （3） 0.00 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） 0.00 2 （0） 0 （0） 98.57
29 山形北 70 （3） 74 （4） 93.55 6 （1） 2 （0） 90.83
30 山辺 26 （1） 25 （1） 76.00 1 （0） 2 （0） 81.10
31 山形南 53 （1） 53 （1） 0.00 2 （0） 2 （0） 83.02
32 中山 10 （0） 10 （0） 90.00 0 （0） 0 （0） 84.38
33 山形西 98 （0） 99 （0） 91.67 2 （0） 1 （0） 95.27
34 上山 17 （3） 17 （3） 79.42 0 （0） 0 （0） 81.10
35 山形東 29 （2） 29 （2） 0.00 0 （0） 0 （0） 100.00
36 山形中央 37 （4） 38 （5） 0.00 1 （1） 0 （0） 97.42
37 山形イブニング 22 （0） 23 （1） 70.00 2 （1） 1 （0） 70.28

第
６
グ
ル
ー
プ

38 米沢 50 （5） 49 （5） 63.27 1 （0） 2 （0） 72.47
39 米沢上杉 67 （3） 68 （3） 98.53 2 （0） 1 （0） 98.27
40 高畠 42 （3） 45 （3） 0.00 3 （0） 0 （0） 74.57
41 米沢中央 40 （7） 41 （6） 100.00 2 （0） 1 （1） 99.70
42 米沢おしょうしな 31 （5） 30 （5） 56.67 0 （0） 1 （0） 72.14
43 長井 26 （0） 26 （0） 0.00 1 （0） 1 （0） 84.34
44 南陽 9 （0） 10 （1） 0.00 1 （1） 0 （0） 81.64
45 白鷹 19 （1） 20 （1） 0.00 1 （0） 0 （0） 87.93
46 小国 13 （0） 13 （0） 100.00 0 （0） 0 （0） 87.43
47 南陽東 27 （2） 27 （2） 0.00 0 （0） 0 （0） 79.71
48 長井中央 22 （1） 22 （1） 0.00 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） 1528 （103） 33.48 45 （5） 29 （2） 82.14
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表彰・新入会員紹介・ハイライトよねやま

・故・齋藤直美前理事長を偲ぶ　　　・モンゴル教育界の最高勲章を受章
・寄付金速報　―�緩やかに回復傾向�―

・洪水被災者への支援�―�マレーシア米山学友会�―
・巣立つ後輩へ　―�サコさんからスピーチ�―

全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight264_pdf.pdf

今月のトピックス1. 故・齋藤直美前理事長を偲ぶ
第 7 代理事長として当奨学事業のために力を

尽くし、昨年 11月 28日に 83歳で逝去された齋

藤直美氏を偲ぶ会が、2月 26日に豊田市内ホテ

ルにて開催されました。辰野克彦ＲＩ理事、佐

藤芳郎ＲＩ理事エレクト、三木 明ロータリー財

団管理委員、当会からは 

若林紀男理事長、小沢一彦

名誉理事長、山崎淳一副理

事長、水野 功副理事長、ほ

か常務理事などが参加し、

故・齋藤前理事長の足跡を

静かに振り返りました。 

偲ぶ会では、豊田ＲＣ実

行委員長の河本輝雄氏の挨

拶につづき、若林理事長に

よるお別れの言葉が述べられました。故人を偲

ぶ映像では、ロータリアンそして家業である病

院院長としての半生、家庭においてはよき父と

して、その生涯において多くの人々に影響を与

え、親しまれたことが伝わってきました。 

また、ロータリー

財団管理委員長のジ

ョン F. ジャーム氏

による追悼のビデオ

メッセージの披露、

献奏、指名献花、一般

献花が行われ、各自

が心の中で氏のご冥

福を祈り、別れを告

げました。

2.  モンゴル教育界の最高勲章を受章
米山学友のジャンチブ・ガルバドラッハさん

（1998-99／山形北ＲＣ）が、昨年 11月 11日、

モンゴル教育界における最高の栄誉、「モンゴ

ル国功労者教員賞」をオフナー・フレルスフ大

統領から授与されました。ジャンチブさんは

2000年にモンゴル初の 3年制高校「新モンゴル

高校」を設立、その後小中高一貫校となり、さ

らには高専や工科大学を擁する「新モンゴル学

園」として、日本にも多くの留学生を送り出し

ています。 

ジジャャンンチチブブささんんかからら喜喜びびののココメメンントト  

これまでモンゴルの教育のために尽力して

きた努力と小さな成果を高く評価していただ

き、心から嬉しく思うと同時に、一層のパワー

があふれています。この勲章は、これまで新モ

ンゴル学園に関わってきたすべての先生・職員、

また生徒たちが残した功績の結果です。私は常

に「国造りは人造りから、人造りは教育から」

と考えてきました。モンゴルの教育をさらに高

めるため、今後は、公立学校の教育の質を向上

させることに注力したい。個人としても 2019年

4 月から名古屋大学教育学研究科後期課程(博

士課程)に入学し、この目標に添った研究を進

め、フィールドワークとしてモンゴル国内 8つ

の公立校を選定し改革を試みています。これか

らも日本のロータリアンの皆さんに見守って

いただきたいです。 

Vol.
2022年3月14日 

発 行 

ロータリー財団寄付表彰
〜メジャードナー〜

レベル１／ 10,000 ドル達成
ロータリー災害救援基金

佐藤 孝子
（鶴岡RC）

PHF+1
加賀 善子
（天童RC）

レベル４／ 100,000 ドル達成
ロータリー災害救援基金

小松 栄一
（寒河江RC）

新入会員紹介

石
いし

島
じま

 直
なお

樹
き

所　　属：山形イブニングRC
職業分類：柔道整復師
入　　会：2021 年７月 26日

庄
しょう

司
じ

 和
かず

文
ふみ

所　　属：酒田中央RC
職業分類：化粧品小売業
入　　会：2022 年２月１日

二
ふた

田
だ

 奈
な

美
み

所　　属：山形イブニングRC
職業分類：飲食店経営
入　　会：2022 年２月 21日

〜ポール・ハリス・フェロー〜
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Schedule of April 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

4/ 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
土

米山奨学生オリエンテーション・カウンセラー説明会（山形）

補助金審査会（GE）

ローターアクト年次大会
第５グループIM　規定審議会

地区研修・協議会（GE）

　 クラブ活性化セミナー

山形RC 70周年記念式典
インターアクト全国研究会（Zoom）

地区の現況と会員基盤向上（Zoom）

（昭和の日）

植
松

　龍
祥（
書
）

ガバナー月信

4月の地区スケジュール

母子の健康月間

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
・地区大会中止のお知らせ
・ウクライナ情勢に関する国際ロータリーからの声明
・ウクライナの危機に対応するガバナー緊急メッセージ
・地区委員会報告

・第２回地区チーム研修セミナー
・公式訪問
・コーディネーターニュース
・クラブ会員数・出席率報告

・表彰
・新入会員紹介
・ハイライトよねやま
・スケジュール

植松 龍祥氏 プロフィール
《略歴》
・昭和 39年生まれ
・大東文化大学大学院中国学博士前期
課程修了
・殿村藍田・植松弘祥に師事
・（公社）日展　特選２回受賞
・読売書法展　読売新聞社賞２回受賞
・謙慎書道会展　梅花賞、春興賞受賞
・第 18 回国民文化祭やまがた 2003
文部科学大臣奨励賞受賞
・山形県芸術文化会議賞受賞
・山形県書道連盟書道文化功労者表彰
書道功労賞、書道文化賞
・東根市芸術文化協議会表彰　表彰
状・奥山賞（最高賞）
・第 26回日展作品東根市買上げ
・山形テレビ番組「提言の広場」〈創る
め〉コーナー題字揮奄
・NHKBS-2 「列島縦断短歌スペシャ
ル」山形会場清記担当

《現在》
・（公社）日展会員・審査員（平成28年）
・読売書法会常任理事・展事務長代行・
企画委員
・謙慎書道会常任理事・特別賞選考委
員・同展東部地区事務局長
・日本書道ユネスコ登録推進協議会　
賛同団体署名運動地域代表委員山形
県担当
・（公財）全国書美術振興会評議員
・成田山全国競書大会実行委員・審査員
・大ケヤキ全国書道絵画展実行委員
長・審査員
・河北書道展運営委員・審査員
・山形県芸術文化会議常任理事
・山形県書道連盟副会長
・山形県総合書道会総務・運営委員・
審査員
・東根市芸術文化協会理事
・東根市書道連盟副会長
・日展山形会会長
・采真書社常任理事
・書道研究欅墨書院会長・北燕文会代表
・東根ロータリークラブ会員
・大東文化大学特任教授
・山形大学人非常勤講師
・山交ビルカルチャーセンター（実用
書道・こども書道）講師

「中核的価値観のもと、時流対応の時」
奉仕の心の醸成と実践するロータリアン

基本理念

オフィシャルLINEを通じて
地区やRIの情報を発信します
のでご登録お願いいたします。


