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D2750地区大会（東京・北マリアナ諸島他）
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⑥

諮問委員会④

インターアクト連絡協議会④（Zoom）
全国RYLA研究会（鳥取・Zoom）
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ガバナー会議⑤
D2580地区大会（東京・沖縄）
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書
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ガバナー月信

5月の地区スケジュール

青少年奉仕月間
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CONTENTS
・ガバナーメッセージ
・会長エレクト研修セミナー（PETS）
・地区研修・協議会
・地区委員会報告

・全国ローターアクト研修会報告
・第５グループIM
・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
・新入会員紹介
・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

　地区活動運営資金でもっとも大きな資金が必要な委員会は青少年奉仕委員会です。

　ご存知のようにローターアクトやインターアクト、青少年交換プログラム、RYLA

などの４つの委員会が活動いたしております。当東根クラブでは現在まで 24 人の高

校生を交換学生として派遣いたしております。内気で小さな声で挨拶、大丈夫かなと

心配しながら送り出した生徒が、帰国スピーチは原稿も見ないで堂々と派遣国の言葉

も交えながらの報告に素晴らしい成長を見てきました。ロータリー青少年交換で新し

い言葉や文化を学びキャリア形成に大いに役立っているとの報告もたくさん頂いてお

ります。ローターアクトクラブはそれぞれの地域社会への奉仕に頑張っております。

県内高校のインターアクトクラブも全クラブ訪問させていただきました。いずれも校

内環境の美化推進、社会奉仕プロジェクトを行い、国際理解と親善にも取り組んでい

ます。コロナ禍のために出来ずにおります RYLA も間もなく実施できますことを願っ

ております。RYLA はリーダーシップ、良き市民、人間としての成長のための若者研

修プログラムです。

　各クラブの皆様　５月は青少年奉仕月間です。様々な方法で青少年奉仕にチャレン

ジしてください。インターアクトクラブやローターアクトクラブの提唱、それぞれの

地域の若者たちと行動を共にし、一緒に青少年奉仕プロジェクトを実施してまいりま

しょう……

　今年度も残すところ 2 か月、次年度佐藤年度も地区研修・協議会を終え各クラブと

も次年度に向けて本格的にスタートいたしました。「ロータリーに夢を持って行動し
ましょう !!」をテーマに明るく楽しい年度にすべく 118 年のロータリーの歴史を学び

ながら例会の充実に・会員の増強に・奉仕と寛容心の醸成に努めてまいりましょう。

　コロナの感染がまだまだ続きそうですが一日も早い終息と、ウクライナ紛争が第３

次世界大戦に繋がらないことを願いながら支援活動を続けていかなければと思ってい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

ガバナーメッセージ

5月は青少年奉仕月間です。

第 2800地区ガバナー　矢口　信哉
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会長エレクト研修セミナー（PETS）

実行委員長 越智 茂昭
（鶴岡RC）

　世界が新型コロナウイルスとの
共存に舵をきりつつある 3 月 12

日、国際ロータリー第 2800 地区 2021-2022 年
度会長エレクト研修セミナーが鶴岡市の東京第一
ホテル鶴岡を会場で開催されました。
　セミナーに先立ち、ロシアのウクライナへの軍
事侵攻により犠牲となったウクライナ国民に対し
黙とうが実施されました。
　セミナーは、矢口信哉ガバナーの挨拶に続き、
佐藤孝子ガバナーエレクトから PETS が対面で開
催できたことに感謝の言葉がありました。続いて
齋藤榮助次期地区研修リーダーから PETS の目的
について分かりやすくお話があり会長エレクトの
皆さんも本セミナーの意義を理解され以後の研修
に熱が入ったものと思われます。
　佐藤孝子ガバナーエレクトからは、ジェニファー 
E. ジョーンズ RI 会長エレクトのお人柄の紹介、
そして次年度RI会長テーマ「イマジン ロータリー」

の趣旨がビデオメッ
セージなどを利用し分
かりやすく発表されま
した。また、RI 会長エ
レクト最優先事項「 D 
E I： 多様性 公平さ イ
ンクルージョン（で あ 
い）」への取組みを実践すべく、地区目標「ロータ
リーに夢を持って 行動しましょう !!」がガバナー
エレクトから熱く語られ、これを基本理念として
各クラブにおいて会長エレクトの指導の下、地区
一丸となって目標に向かい邁進できるものと確信
しました。
　午後には、各委員会から次年度の事業の意義と
その達成に向けての意気込みを、サインバヤル 
ハンガイバヤル地区ローターアクト代表エレクト
からローターアクトの次年度活動について報告が
されました。最後にガバナー補佐とクラブ会長と
の検討会が活発に行われ PETS を終了しました。
　コロナ禍により懇親会が開催できず、会長エレ
クトの皆さんが佐藤孝子ガバナーエレクトと親し
く接し、ガバナーエレクトの有り余る情熱に触れ
て頂けなかったことが心残りであります。

会長エレクト研修セミナー（PETS）開催報告

会長エレクト研修セミナー（PETS）・地区研修・協議会開催報告

地区研修・協議会

実行委員長 鈴木 幸二
（鶴岡RC）

　桜が見ごろを迎えた 4 月 16 日
（土）、鶴岡市の東京第一ホテル鶴

岡を会場として、ガバナーはじめ、地区の大小委
員長や県内 49 クラブの次年度会長、幹事、各委員
長など総勢 317 名の皆さまのご出席をいただき、
第 2800 地区の地区研修・協議会が開催されました。
　はじめに矢口信哉ガバナーよりご挨拶をいた
だいた後、大久保章宏パストガバナーから地区
研修・協議会の目的についてご講話をいただき
ました。
　続いて、佐藤孝子ガバナーエレクトより自己紹
介と国際協議会の報告があり、2022-2023 年度 RI
テーマの発表、そして地区方針・目標について説明
がありました。沢山のロータリアンに出会い、友
情を育み、皆さんと共に行ったロータリー活動か
らは多くの大切な事を学び、その経験を通して自
分を成長させて頂いたという思いから、ロータリー
とは、人を育て、自分自身を育てる心を育てるこ
とであり、親睦と奉仕の積み重ねの中で、新しい

地区研修・協議会開催報告
仲間と出会いつながっていくことだと話され、基
本理念として「ロータリーに夢を持って　行動し
ましょう !!」との力強いメッセージが会場に伝えら
れました。午後からは７つの会場に分かれ、各分
科会が開かれました。カウンセラーであるパスト
ガバナーのご指導の下、各委員長より次年度の委
員会活動の説明と活発な意見交換が行われました。
　閉会本会議では富樫松夫次期地区資金委員長よ
り、「地区資金予算案・申し合わせ事項」につい
て各クラブでの承認依頼がなされ、大久保章宏パ
ストガバナーの総括で会議は終了しました。コロ
ナ禍の中、対面形式
で開催することに不
安はありましたが、
各クラブにとりまし
て佐藤年度の活動に
勢いをつける良い機
会になれば幸いで
す。最後に、ご参加
をいただきました皆
さまに厚く御礼を申
し上げ、ご報告とさ
せていただきます。
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地区委員会報告

　2022 学年度米山奨学生オリエ
ンテーション・カウンセラー説明
会を 4 月 2 日 ( 土 ) メトロポリタ

ン山形にて開催いたしました。今年度も新型コロ
ナウィルス感染防止のため 10 時開会、11 時 30
分閉会となるよう例年に比べ時間を短縮して説明
会を行いました。
　新型コロナウィルス感染防止対策として、事前
に YouTube 上に UP した奨学生を対象としたオ
リエンテーション用動画と、カウンセラーを対象
とした説明会用動画を各自で見て頂いてからのオ
リエンテーション参加となりました。新規奨学生
とカウンセラーへ動画の視聴確認として、最後ま
で見た人にだけ分かる合言葉を発表して確認いた
しました。
　次に米山奨学生から「奨学生確約書」「同意書」
に署名をしてもらい、これで正式な米山奨学生と

なり、ガバナーより桜をモチーフにした「奨学生
バッジ」を一人一人手渡して頂きました。その
後、奨学生とカウンセラーより自己紹介を兼ねた
スピーチをしてもらい、会場もとても和やかな雰
囲気になりました。
　最後に、山形米山学友会 高会長より学友会の
概要や現状などの説明を頂き、これから米山奨学
生としてスタートに立ち、日本との架け橋になる
ことを改めて誓い、本日の日程を無事終える事が
できました。
　2022 学年度の奨学生は、昨年からの継続奨学
生 1 名、新規奨学生 13 名、合わせて 14 名の奨学
生を受け入れる事になりました。これも偏に皆様
方のご理解とご協力の賜物と感謝申し上げます。
今後とも引き続き、米山奨学事業へのご理解とご
協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

地区委員会報告

米山奨学生オリエンテーション・カウンセラー説明会
米山奨学・学友委員会

委員長 芦野 茂 （山形西RC）
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地区委員会報告

米山奨学生の紹介（2022学年度）

新
規
奨
学
生

周　卓喬
（シュウ タクキョウ）
国籍：中国
世話クラブ
：米沢おしょうしなRC
カウンセラー
：神原　祐哉

銭　啓嘉
（チェン チイジア）
国籍：台湾
世話クラブ
：米沢上杉RC
カウンセラー
：佐藤　雄二

黄　子珺
（コウ シクン）
国籍：中国
世話クラブ
：山形南RC
カウンセラー
：大久保　章宏

タン ジュン ウェイ

国籍：マレーシア
世話クラブ
：米沢中央RC
カウンセラー
：佐藤　清一

孟　彤
（メン トン）
国籍：中国
世話クラブ
：鶴岡東RC
カウンセラー
：大瀧　裕二

崔　鵬程
（サイ ホウテイ）
国籍：中国
世話クラブ
：米沢RC
カウンセラー
：田中　隆一

徐　恩叙
（ソ ウンソ）
国籍：韓国
世話クラブ
：大江RC
カウンセラー
：伊藤　篤市

ドアン ミン ハオ

国籍：ベトナム
世話クラブ
：山形西RC
カウンセラー
：後藤　章洋

朴　美顕
（パク ミヒョン）
国籍：韓国
世話クラブ
：山形北RC
カウンセラー
：富塚　充

徐　复生
（ジョ フセイ）
国籍：中国
世話クラブ
：米沢RC
カウンセラー
：髙橋　章

李　洗庭
（イ セジョン）
国籍：韓国
世話クラブ
：山形北RC
カウンセラー
：伊藤　三之

金　東均
（キム ドンギュン）
国籍：韓国
世話クラブ
：東根RC
カウンセラー
：矢口　信哉

ドゥワディ, アバス

国籍：ネパール
世話クラブ
：山形中央RC
カウンセラー
：長橋　正人

姚　娟
（ヨウ ケン）
国籍：中国
世話クラブ
：河北RC
カウンセラー
：後藤　拓也

継
続
奨
学
生
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　去る３月 25 日（金）〜 27 日（日）
２泊３日の日程で、青少年交換プ

ログラム派遣生の為のスプリングキャンプが開催
されました。
　当番地区は 2530 地区（福島県）で、昨年プロ
が選ぶおもてなしの宿 100 選で堂々１位に返り
咲いた母畑温泉「八幡屋」が会場となりました。
　派遣生は、当 2800 地区からは４名、2540 地
区（秋田）から男子生徒２名、2530 地区（福島）
から同じく男子生徒 2 名、本年度当初派遣中止
とした 2520 地区からは長期交換委員長が参加し
ており、派遣候補生計 8 名でのオリエンテーショ
ンとなりました。
　オープニングセレモニーの後「親善大使として
の心得」ロータリーの青少年交換は自費留学・公
的留学・研修とは異なり日本代表の親善大使とし
て、このプログラムを通じ多くの国々との交流か
ら世界平和実現を目標に実施しているプログラム
であり、皆さん候補生は日本代表としての使命感
を持って望んで頂きたい。皆さんが好きになって
貰えれば日本も好きになってもらえる。長年この
プログラムを実施することに因って戦争・紛争の
無い世界に近づける意義のある事業であることな

どをレクチャーしております。
　ほか「留学の心得」「危機管理」等のセミナー、
帰国生による体験談や、事前準備・注意事項、最
終日のメインとなる派遣国先の公用語をまじえた
英語での決意表明など盛りだくさんで開催されす
べてのプログラムが成功裏に終了いたしました。
　コロナ禍で丸 2 年派遣受け入れが実現しませ
んでしたが、ウィズコロナが世界中で進み、日本
でも 3 月 1 日から、日本人の帰国、開国からの
入国に際し、渡航 72 時間以内の陰性証明、ワク
チン 3 回摂取の証明、入国時陰性であれば、公
共の交通機関を使って目的地へ向かうことも可能
となりました。
　過去 2 年とは格段に状況が変わり、この状況
であれば交換可能と判断しております。
　決意表明では個々の能力の差を感じ、渡航前に
やらなければならない課題も見え、派遣に向けて
のカウントダウンが始まり、大きな期待と不安の
入り混じった日々を過ごしている所でしょう。
　母畑温泉「八幡屋」は参加者全員大満足でした
が、来年度からの開催地は頭が痛い状況です。
　派遣されるとインバウンドの受け入れが待って
います。
　青少年交換委員のメンバー、ホストロータリー
クラブ、ホストファミリー、学校、ロータリアン
の皆様今後共ご理解ご協力いただきますよう宜し
くお願い致します。

地区委員会報告

多地区合同スプリングキャンプを終えて
青少年奉仕委員会
青少年交換・学友小委員会

委員長 大滝 正博 （余目RC）

地区委員会報告
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全国ローターアクト研修会報告

国際ロータリー第 2800地区
ローターアクト小委員会

委員長 依田 聡

（米沢上杉RC）

　2022 年 3 月 26 日、27 日両日 2680 地区神戸
の地において「第 34 回全国ローターアクト研修
会」（ローターアクトの全国大会です。）及び「ロー
ターアクト委員会委員長会議」がハイブリッド形
式で行われました。2800 地区からはサインバヤ
ル・ハンガイバヤル地区代表エレクトが現地参加、
喜連剛地区代表をはじめとする多くのメンバーが
ZOOM にてリモート参加いたしました。ロータ
リアンとしては地区ローターアクト小委員長の依
田と米沢上杉 RC の吉田耕一青少年奉仕委員長の
出席でした。
　大会テーマは「パレット」多彩な色で多様性を
表しています。開会式の後、途上国での医療支援
活動を行う認定 NPO 法人代表の大類隼人氏と国
土計画家の金子幸雄氏の基調講演でした。
　２日目は３つの会議が同時進行で行われまし
た。
　⑴全国代表者会議・ローターアクトの地区代表
と代表エレクトが全国より集まります。２年後の
山形での全研の進捗状況の報告が行われました。
ロータリアンから見て特筆すべきは、この「全研」
を例年通り２日間でやる、１日に短縮する、代表
者会議のみにする、の３タイプから選べる案が協
議されたことです。アクトが自らの身を切る改革
をも考えている事に興味深く感じました。
　⑵シンポジウム・国際奉仕企画プレゼン・各
地区 PR ムービーコンテストなどアクトらしく

第34回　全国ローターアクト研修会　報告
Facebook や TikTok や YouTube などを駆使した
活動を行いました。
　⑶全国ローターアクト委員長会議／ロータリー
の地区委員長の会議です。2680 地区吉岡博忠ガ
バナーの挨拶、出席者紹介、滝澤巧治地区アドバ
イザーの「ローターアクトクラブの地位の変化に
ついて」基調講演でした。RA の歴史と規定審議
会における RAC の位置づけの変更について解り
やすくご講演いただきました。
　意見交換は事前にアンケートが実施され、内容
が事前に全出席者に共有されていましたのでス
ムーズに中身の濃い意見交換が出来ました。
　人頭分担金、地区組織へのアクトの参加、会員
拡大など問題点、改善すべき点は全国共通でした
が多地区の対応は学ぶべきものが多く、収穫の多
い会議でした。2800 地区としてすでに地区の組
織にアクターが入って活動している事次次年度に
全研に立候補（会議の時点）している事それによ
り活発に動き出している事などをお話しました。
　また、会員拡大についてはこの会議だけでなく
４月 23 日の RIJYEM 主催の全国 RA 委員長及び
RA 地区代表会議でも多くの参加者から問題点が
指摘され、各地区の取り組みなどが報告されまし
た。一人でも楽しめる事が多いこの時代に、組織
に入って活動する事を躊躇する青年が多い事は事
実ですが、それ以上に、ボランティアをしたい・
人の為に成る事をしたい・地域に奉仕したいと考
えている青年も数多くいる事も事実です。どう
やって伝え・かかわり・巻き込むかが課題である
と考えます。

　この全研は 2800 地区のローターアクトが大き
く刺激を受け成長した大会でした。
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第５グループ IM

I.M. 実行委員会

幹事 浅黄 敬之

（山形北RC）

　4 月 10 日、山形グランドホテルにて国際ロー
タリー第 2800 地区第 5 グループ I.M. を山形北
ロータリークラブがホストクラブとなり開催しま
した。コロナ禍の影響もあり、当初の開催予定日
を 2 ヶ月ほど遅らせ、参加人数を制限し、感染
対策に配慮しての開催となりました。また、今回
の I.M. はロータリー DAY として参加できなかっ
た第 5 グループ内のロータリー会員やその家族、
一般の方にも式典を視聴できるように Zoom に
よるライブ配信を行いました。
　I.M. テーマを「奉仕・教育・日本の心」と題し、
特別講師に第 70 代横綱 日馬富士 公平さんをお
招きしての講演会に続き、山形ローターアクトク
ラブ、惺山高等学校インターアクトクラブ、韓国
からの米山奨学生より現在の活動や目標について
それぞれスピーチをしていただきました。
　日馬富士さんの講演では、親方の教えを守り
様々な試練を乗り越えて横綱に至った経緯や、巡

第5グループ　インターシティミーティング　報告

業中に出会った子供の礼儀正しさに感動し、母国
モンゴルにも日本のような教育が必要であると痛
感した事などを語っていただきました。このよう
な体験から日馬富士さんは現在モンゴルで小中高
一貫教育の新モンゴル日馬富士学園を設立し、理
事長として活躍されております。
　最後に、コロナ禍での I.M. 開催という難しい
状況の下、布施ガバナー補佐、結城ガバナー補佐
より適切な助言をいただき感謝申し上げますと共
に、I.M. にご参加いただいた矢口ガバナーと第 5
グループ内のロータリー会員の皆様に御礼を申し
上げます。
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コーディネーターニュース

会員増強からモチベーションアップへつなげる
　長い時間をかけてようやく新しい会員の入会にこぎつけて安堵したのも束の間、親しかったクラブの仲間が退会す
るという情報が耳に入ってやりきれない思いに…。こうした事態は達成感のカウンターのように、高まっていたテン
ションを打ち砕いてしまいます。会員数だけでなく、会員の高齢化もクラブのポテンシャルをダウンさせてしまうで
しょう。今では、新型コロナウィルスの連波にあわせてクラブ例会がストップしてしまい、ロータリーに対するモチベー
ションが損なわれて、いつの間にか寒風が吹くようになってしまったというクラブも増えているかもしれません。新
型コロナウィルスと共に過ごさざるを得ない昨今、モチベーションの維持こそが緊急課題のように思えてなりません。
　会員増強というテーマを数量達成のテクニックとして受け止めるだけではなく、ロータリーに対するモチベーショ
ンアップというところにつなげて考えていくということに強い関心をもってきました。ロータリーに入会しても、ロー
タリーの魅力や醍醐味を体感しないまま漫然とロータリーを続けている人（恥ずかしながら、かつての自分の姿です）
や、ロータリーを理解するに至らないまま入会して間もなく退会してしまう人がたくさんいるということを聞くと、
胸を締め付けられるような気持ちになります。会員増強から在籍の定着、つまり会員維持につなげなければ何の意味
もない。さらに言えば、在籍期間だけでなく、ロータリアンとしてロータリーに対する熱い思いを増幅させていかな
ければ、アクティブなパワーは生まれてこないし、持続可能なロータリーにはならないとも思ってしまいます。
　ロータリーへのモチベーションや高い目的意識を保ち続けていくには、研修セミナーやミーティングを通して、向
上へのスイッチを入れたり学びや情報入手を習慣化するといった一連性も必要だと思います。掲げた目標に対して経
過や結果を放置せず、きちんと確認して次の段階に活かしていくというスタイルも強く意識しなければならないと思
います。
　戦略計画には、会員増強と会員維持と会員資質向上をリンクさせた総合性のあるコンテンツが必須だと思いますし、
行動計画として具体的に実行していくことが次の会員増強に弾みをつけることになると確信しています。
● MISSION:POSSIBLE 〜私たちにできること〜
　会員増強にしても奉仕活動にしても、最初から否定的に考えてしまうことがあると思います。見かけ上は謙遜や謙
譲といった美徳のように受け止められるかもしれませんが、ロータリーにおいてはモチベーションアップになりませ
ん。プラス志向による立場や行動こそが、ロータリアンとしてのステップアップになると言い切りたいと思います。
　上記の目線で作成したテキストを添付しますので、ご活用いただきたいと思います。

� 第 2 地域 ロータリーコーディネーター補佐 関　邦則（長野 RC）

世界ポリオデー　2022　in Japan
　2 年余に及ぶ新型コロナウイルスの影響で、ロータリー活動にも大きな変化が生じました。ソーシャルディスタン
スを保ちながら、例会、そして人道奉仕活動を継続していただきありがとうございました。
　多くの皆様は、コロナワクチンの 3 回目のブースター接種を済まされたことと思います。政府は第 4 回目のワクチ
ン接種も計画していると報じられています。改めて、ウィルスの感染防止に対して、ワクチンの重要性を再認識する
ことになりました。　ロータリーは 30 数年も「ポリオ根絶」に取り組んできました。
　日本国内においてポリオはすでに忘れられた存在になっており、ポリオの意識は低いです。日本国内では、2012
年 9 月から　不活化ワクチン注射接種が始まりました。現在は、生後 3 か月から 12 カ月の間に 3 回、その後追加接
種で 1 回、合計 4 回の接種が行われています。日本でも毎年ワクチンを接種し続けないと海外からポリオウイルスが
入ってくることによる感染リスクも考えられます。
　「ポリオ根絶」はロータリーの最優先事項、ワクチン接種の継続こそが根絶への鍵であります。達成まであと少し
です。
　コロナを経験して、日本でも再度「ポリオ根絶」に力をいれていきたいと願っています。残り後 2 か国ですが、生
ワクチンや不活化ワクチンの接種を継続していかなければなりません。ワクチンの代金、それを保存、運搬するクー
ラーなどに、まだまだ多くの費用が掛かります。皆様ご存知のように、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団がロータリーの
資金に対し、2 倍のマッチングを行っているので、皆様のポリオプラスのご寄付が 3 倍になるわけです。その支援が
ある間にぜひ、根絶したいと思います。
　国際ロータリーでも、10 月 24 日の「世界ポリオデー」には全世界で認知度を高め、寄付を募るイベントをしています。
　今年は、日本各地で、地区単位、クラブ単位での世界ポリオ デーイベントを企画、実施してポリオ根絶に挑戦した
いと思います。今年は、ポリオ根絶コーディネーター（EPNC）はもとより、ロータリー公共イメージコーディネー
ター（RPIC）の皆さんがこの世界ポリオデーのイベントを地域や日本全国にメディアを使って発信し、ロータリーの
認知度やイメージの向上につなげ、そして、会員増強までつなげたいということで、ロータリーコーディネーター（RC）
の皆様、さらに、恒久基金／大口寄付アドバイザー（E ／ MGA）、と協働して、地域リーダー全員で「世界ポリオデー」
を盛り上げて行くことができたらいいなと思っています。

� 第 2 地域 RRFC 服部 良男（愛知三州 RC）

2022年5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

会員増強からモチベーションアップへつなげる

長い時間をかけてようやく新しい会員の入会にこぎつけて安堵したのも束の間、親しかったクラブの仲間が退会するという
情報が耳に入ってやりきれない思いに・・・。こうした事態は達成感のカウンターのように、高まっていたテンションを打ち砕い
てしまいます。会員数だけでなく、会員の高齢化もクラブのポテンシャルをダウンさせてしまうでしょう。今では、新型コロナ
ウィルスの連波にあわせてクラブ例会がストップしてしまい、ロータリーに対するモチベーションが損なわれて、いつの間にか
寒風が吹くようになってしまったというクラブも増えているかもしれません。新型コロナウィルスと共に過ごさざるを得ない昨今、
モチベーションの維持こそが緊急課題のように思えてなりません。

会員増強というテーマを数量達成のテクニックとして受け止めるだけではなく、ロータリーに対するモチベーションアップと
いうところにつなげて考えていくということに強い関心をもってきました。ロータリーに入会しても、ロータリーの魅力や醍醐味
を体感しないまま漫然とロータリーを続けている人（恥ずかしながら、かつての自分の姿です）や、ロータリーを理解するに至
らないまま入会して間もなく退会してしまう人がたくさんいるということを聞くと、胸を締め付けられるような気持ちになります。
会員増強から在籍の定着、つまり会員維持につなげなければ何の意味もない。さらに言えば、在籍期間だけでなく、ロータ
リアンとしてロータリーに対する熱い思いを増幅させていかなければ、アクティブなパワーは生まれてこないし、持続可能な
ロータリーにはならないとも思ってしまいます。

ロータリーへのモチベーションや高い目的意識を保ち続けていくには、研修セミナーやミーティングを通して、向上へのス
イッチを入れたり学びや情報入手を習慣化するといった一連性も必要だと思います。掲げた目標に対して経過や結果を放
置せず、きちんと確認して次の段階に活かしていくというスタイルも強く意識しなければならないと思います。

戦略計画には、会員増強と会員維持と会員資質向上をリンクさせた総合性のあるコンテンツが必須だと思いますし、行動
計画として具体的に実行していくことが次の会員増強に弾みをつけることになると確信しています。

●MISSION:POSSIBLE～私たちにできること～

会員増強にしても奉仕活動にしても、最初から否定的に考えてしまうことがあると思います。見かけ上は謙遜や謙譲といっ
た美徳のように受け止められるかもしれませんが、ロータリーにおいてはモチベーションアップになりません。プラス志向によ
る立場や行動こそが、ロータリアンとしてのステップアップになると言い切りたいと思います。

上記の目線で作成したテキストを添付しますので、ご活用いただきたいと思います。

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 関関 邦邦則則（（長長野野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 2022.3.31 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） 72.22 0 （0） 1 （1） 69.02 
2 酒田東 32 （5） 31 （5） 88.17 1 （0） 2 （0） 84.47 
3 酒田中央 39 （0） 42 （0） 75.00 3 （0） 0 （0） 82.93 
4 酒田スワン 15 （5） 16 （5） 84.38 1 （0） 0 （0） 87.37 
5 酒田湊 14 （3） 14 （3） 96.43 0 （0） 0 （0） 94.07 

第
２
グ
ル
ー
プ

6 鶴岡 26 （5） 24 （5） 69.57 0 （0） 2 （0） 76.59 
7 鶴岡西 28 （4） 29 （5） 73.68 1 （1） 0 （0） 76.58 
8 余目 34 （1） 36 （1） 80.71 2 （0） 0 （0） 81.97 
9 鶴岡東 26 （2） 27 （2） 80.56 2 （0） 1 （0） 77.54 
10 鶴岡南 25 （4） 25 （4） 70.67 0 （0） 0 （0） 82.71 

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） 80.77 0 （0） 0 （0） 79.91 
13 天童東 51 （0） 52 （0） 0.00 2 （0） 1 （0） 77.88 
14 天童西 14 （3） 14 （3） 71.43 0 （0） 0 （0） 77.72 
15 東根中央 48 （4） 51 （4） 0.00 3 （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） 65.38 1 （0） 1 （0） 73.76 
18 尾花沢 16 （0） 14 （0） 76.65 1 （0） 3 （0） 85.60 
19 最上 21 （2） 19 （2） 55.26 0 （0） 2 （0） 57.17 
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） 81.04 1 （0） 0 （0） 84.72 
24 大江 15 （1） 15 （1） 91.66 0 （0） 0 （0） 94.65 
25 河北 26 （0） 26 （0） 80.00 1 （0） 1 （0） 82.64 
26 寒河江さくらんぼ 36 （3） 37 （3） 86.05 1 （0） 0 （0） 88.23 
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） 86 （0） 98.61 3 （0） 3 （0） 98.57 
29 山形北 70 （3） 73 （4） 84.34 6 （1） 3 （0） 90.11 
30 山辺 26 （1） 25 （1） 88.00 1 （0） 2 （0） 81.87 
31 山形南 53 （1） 52 （1） 81.64 2 （0） 3 （0） 82.85 
32 中山 10 （0） 10 （0） 76.67 0 （0） 0 （0） 83.52 
33 山形西 98 （0） 95 （0） 91.16 2 （0） 5 （0） 94.82 
34 上山 17 （3） 17 （3） 73.53 0 （0） 0 （0） 80.26 
35 山形東 29 （2） 29 （2） 100.00 0 （0） 0 （0） 100.00 
36 山形中央 37 （4） 37 （5） 96.85 1 （1） 1 （0） 97.35 
37 山形イブニング 22 （0） 23 （1） 71.67 2 （1） 1 （0） 70.44 

第
６
グ
ル
ー
プ

38 米沢 50 （5） 49 （5） 76.87 1 （0） 2 （0） 72.95 
39 米沢上杉 67 （3） 68 （3） 98.53 2 （0） 1 （0） 98.30 
40 高畠 42 （3） 45 （3） 76.11 3 （0） 0 （0） 74.76 
41 米沢中央 40 （7） 41 （6） 100.00 2 （0） 1 （1） 99.73 
42 米沢おしょうしな 31 （5） 30 （5） 80.00 0 （0） 1 （0） 73.01 
43 長井 26 （0） 26 （0） 81.00 1 （0） 1 （0） 83.92 
44 南陽 9 （0） 10 （1） 80.00 1 （1） 0 （0） 81.44 
45 白鷹 19 （1） 20 （1） 85.52 1 （0） 0 （0） 87.63 
46 小国 13 （0） 13 （0） 86.54 0 （0） 0 （0） 87.33 
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） 64.55 0 （0） 0 （0） 67.02 
49 南陽臨雲 28 （3） 28 （3） 0.00 0 （0） 0 （0） 72.62 
合　　　計 1512 （100） 1521 （103） 66.76 48 （5） 39 （2） 81.93 
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ハイライトよねやま・表彰・新入会員紹介

PHF
大津 勝哉
（小国RC）

〜ポール・ハリス・フェロー〜

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

矢口 信哉
（東根RC）

新入会員紹介

齋
さい

藤
とう

 慶
けい

子
こ

所　　属：南陽RC
職業分類：飲食業
入　　会：2022 年 1月 12日

大
おお

和
わ

田
だ

 祐
ゆう

所　　属：米沢上杉RC
職業分類：銀行
入　　会：2022 年 4月 19日

・2022 学年度の奨学生
・巣立った奨学生へ　―�カウンセラーからのメッセージ�―
・寄付金速報　―�今年度初めて前年同期比増へ�―
・東京米山ロータリーＥクラブが創立 10周年

・ウクライナの米山学友は今

全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight265_pdf.pdf

今月のトピックス11..  22002222 学学 年年 度度 のの 奨奨 学学 生生
2022学年度の奨学生は昨年度より 10人減の

900人となりました。新規採用者 619人、継続

者 281人です（4月 8日現在）。国・地域別に

みると、中国 41.8％、ベトナム 15.6％、韓国

10.0％、マレーシア 6.1％、台湾 4.2％の順で

す。プログラム別では、学部・修士・博士課程

奨学金が 850人（学部 430人、修士 218人、博

士 202人）、地区奨励奨学金 16人、クラブ支援

奨学金 8人、海外学友会推薦奨学金 3人、海外

応募者対象奨学金 23人となっています。4月

末までに各地区でオリエンテーションが開催さ

れます。オリエンテーションは、奨学生とカウ

ンセラーが出会い、奨学生としての義務やロー

タリーについて理解してもらう場です。確約書

に署名をした後、正式に米山奨学生となりま

す。どうぞ温かくお迎えください。

22..   巣立った奨学生へ ―カウンセラーからのメッセージ―
米山奨学生のカウンセラーには年に

2 回、所見の提出をお願いしていま

す。今回はその中から、今年 3 月に

卒業した中国出身の米山奨学生、卢
ロ ウ

 

婵
セ ン

さんのカウンセラーを務めた松

林 茂会員（東京セントラルＲＣ）か

らのメッセージを紹介します。 

＜＜カカウウンンセセララーーかかららののメメッッセセーージジ＞＞  

2 年間、当クラブでお世話をしたロウセンさ

んの卒業にあたり、カウンセラーとして最後の

報告をします。2 年間とはいえコロナで例会も

途切れがちとなり、ロウセンさんに対して十分

な配慮ができたかどうか、自責の念にとらわれ

ます。体感としては 8カ月ぐらいしかお世話で

きていない感じです。他の会員にしても同じよ

うな感覚ではないでしょうか。 

3月の例会卓話では、彼女が東京大学

大学院博士課程で醸造について学ん

できたことを、われわれにわかりやす

く解説してくれる予定でした。コロナ

の影響でそれも叶わず残念です。大昔、

ロウセンさんの故郷・中国から日本に

伝わった酵母。これを使った醸造によ

り作られた味噌・醤油・お酒は、日本の食文

化に欠かせないものです。若いロウセンさんが

その中国から日本に勉強に来られていること

に、先人たちの色々な交流の果てにわれわれが

今を生きていることを実感します。 

卒業後の彼女の進路がどのようなものにな

ろうとも、日本の良き理解者として、中国との

懸け橋として、今後大いに活躍されることを祈

っています。 

33..  寄付金速報 ― 今年度初めて前年同期比増へ ―
3 月までの寄付金は前年同期と比べて 0.1％

増（普通寄付金:0.9％減、特別寄付金:0.6％増）、

約 50 万円の増加となりました。今年度に入り、

前年同期よりも寄付累計額が増額になったのは

初めてで、少しずつではありますが回復傾向に

あります。ロータリアン皆さまからのご支援に

厚く御礼申し上げます。まだコロナ感染者数も

減少せず、不安な日々が続いていますが、これ

からもご協力を賜りますようよろしくお願いい

たします。 

Vol.
2022年4月13日 

発 行 

中国
41.8%

ベトナム
15.6%

韓国
10.0%

マレーシア 6.1%

台湾 4.2%

インドネシア 3.4%

モンゴル 3.3%

ネパール 3.1% その他
12.4%
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Schedule of May 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

5/ 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
火

（憲法記念日）
（みどりの日）
（こどもの日）

山形南RC 50周年記念式典

D2750地区大会（東京・北マリアナ諸島他）
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⑥

諮問委員会④

インターアクト連絡協議会④（Zoom）
全国RYLA研究会（鳥取・Zoom）

長井RC60周年記念式典

ガバナー会議⑤
D2580地区大会（東京・沖縄）

植
松

　龍
祥（
書
）

ガバナー月信

5月の地区スケジュール

青少年奉仕月間

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
・会長エレクト研修セミナー（PETS）
・地区研修・協議会
・地区委員会報告

・全国ローターアクト研修会報告
・第５グループIM
・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
・新入会員紹介
・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。


