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インターアクト年次大会
　 国際大会（米国・テキサス州ヒューストン）

米山学友会総会・懇親会／日本青少年交換研究会（熊本会議）
ローターアクト会長幹事会④
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ガバナー月信

6月の地区スケジュール

ロータリー親睦活動月間

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
・ガバナーノミニー・デジグネート決定のお知らせ
・第4回諮問委員会報告
・地区委員会報告
・全国インターアクト研究会報告

・全国RYLA研究会報告
・2020-2021年度 表彰
・周年記念式典
・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
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ガバナーメッセージ

　薫風緑樹の季節になりました。いよいよ最終月間になりました、6月はロータリー

親睦活動月間です。コロナ禍で活動もままならない各クラブ例会もようやく平常に戻

りつつあり、各周年事業も開催されております。対面での祝賀会の楽しさと必要性を

再確認しています。

　心残りは地区大会の開催ができなかったことです。25年前の自衛隊駐屯地での開催

同様に「日本の安全と防衛」をテーマにした地区大会の開催を考えておりましたが、

現在の防衛事情で駐屯地の施設の貸し出しは不可能となり、市の協力により市民体育

館で開催すべく準備を進めてまいりました。10 月の開催はコロナの感染拡大で延期、

4月の開催は感染の再拡大と会場が公共施設の観点から断腸の思いで中止の決断をい

たしました。ハイブリッド開催も考えましたが、2800 地区会員に資する対面・フル

スペックの大会にこだわった私の考えでした。企画準備にご協力いただいた皆様に心

より感謝申し上げます。

　今望むことは、コロナ感染の一日も早い収束とウクライナ紛争が解決・停止される

こと。

　国内では停滞ぎみの経済活動と災害地への復旧作業への支援、ウクライナでは被害

地の復旧と避難している女性や子供の母国への帰国支援など多くの課題が山積してい

る現況です。

　今後どれくらいの年月を要するのかはまだ誰もわかりません。

　地区として財団資金より2万ドル（約250万円）ウクライナ支援に寄贈いたしました。

　「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 2800 地区ロータ

リアンでありたいとおもいます。残り僅かですが一人一人がロータリーの価値を高め

る努力、会員拡大の思いを胸に 6月を過ごし、佐藤ガバナー年度につなげましょう。

ガバナーメッセージ

国際ロータリー第2800地区の
� 会長・幹事・会員の皆様　

第 2800 地区ガバナー　矢口　信哉
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ガバナーノミニー・デジグネート決定のお知らせ・第4回諮問委員会報告

第４回諮問委員会開催報告
地区幹事 齋藤 賢一（東根 RC）

　令和 4年 5月 18日（水）13時よりチェリーパークホテルに於いて、第４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９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、事務局スタッフ合わせて 21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 3回	諮問委員会議事録について
諮−２	 地区大会について
諮−３	 地区ビジョン（案）について
諮−４	 規定審議会について
諮−５	 地区研修・協議会／ 2022-23 年度決議事項について
諮−６	 RIJYEM社員任命について
諮−７	 ロータリー米山記念奨学会理事推薦について
諮−８	 その他（地区内諸規定の改定について）

　以上、諮問事項について諮問委員の皆様より諮問いただきました。

Ｇ報告事項　�
報−１	 鈴木一作 PGが「ロータリーの友委員会副委員長」に就任された件
報−２	 鈴木一作 PGが「ロータリーの友事務所理事」に就任された件

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。
諮問委員会終了後、地区指名委員会が開催され、白鷹ロータリークラブの芳賀康雄会員が 2024-2025
年度ガバナーに選出されました。

【学歴・職歴】
S38 年 3月	 山形県立米沢興譲館高校卒
S42年 3月	 山形大学教育学部卒
S42年 4月	 山形県立高校教員採用
H15年 3月	 山形県立高校教員依願退職（36年在職）
H15年 4月	 ㈲十王調剤薬局開局～
【主なロータリー歴】
H17年 1月	 白鷹ロータリークラブ入会
H19年 4月	 第 6ブロック IM大会実行委員会事務局長
H19年 7月	 クラブ幹事

H22年 7月	 米山奨学生カウンセラー
H23年 7月	 クラブ会長
H24年 7月	 クラブ会長
H27年 5月	 クラブ 50周年事業実行委員会事務局長
H27年 7月	 第 6ブロックガバナー補佐
H30年 5月	 第 6グループ IM大会実行委員会実行委員長
Ｒ 2年 7月	 第 2800 地区会員増強小委員会委員長
Ｒ 3年 7月	 第 2800 地区会員増強小委員会委員長
Ｒ 4年 7月	 第 6グループガバナー補佐

【略　歴】

芳賀 康雄（はが やすお）　（有）十王調剤薬局　代表取締役

所属クラブ：白鷹ロータリークラブ
生 年 月 日：1944 年（昭和 19年）9月 5日
住 　 　 所：〒 992-0821　西置賜郡白鷹町十王 5059-16
電 　 　 話：0238-87-2289

ガバナーノミニー・デジグネート決定のお知らせ
　2021-2022 年度ガバナーノミニー・デジグネートが決定しましたのでお知らせいたします。
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地区委員会報告

　2022 年 4 月 9 日（土）、山形
県米沢市ホテルモントビュー米沢
にて「国際ロータリー第 2800 地

区ローターアクト第 31 回年次大会」が開催され
ました。コロナの感染状況を鑑みて自地区は現地
参加、友好地区はオンライン参加といったハイブ
リッド形式での開催となり、当日は自地区ロータ
リアンが 13 名、ローターアクト 11 名、友好地
区ローターアクト 6名と、計 30 名のご登録で過
去の年度と比較すると規模の小さい年次大会とな
りました。
　地区大会のテーマは「心の支え」としました。
人は誰もが自分一人で生きているわけでなく、人
と人との支え合いの中で生きています。今のコロ
ナのご時世で多くの人達や身近にいる「家族」「友
人」といった大切な人達が、精神的な不安を抱え
ていることと思います。今回の年次大会がそう
いった不安を和らげるべく、誰かの「心の支え」
になるきっかけ作りをしたいというのが、この

テーマに込めた思いです。
　記念講演には、山形県教育カウンセラー協会代
表の松﨑学様に「心の支え〜苦戦している人を少
し勇気づけるためには」という内容でご講演をい
ただきました。講演を通して、「ソーシャルサポー
トは受け手がどう感じるかが大事である」「ほめ
るよりも勇気づけることが大切である」この２つ
の言葉が自分の中で印象に残りました。講演の中
では「大切な人のために何ができるか」「10年後
自分がどうなっているか」といったペア同士で語
り合う演習や講演を通してシェアリング、意見交
換をはかることもできました。
　全体を通して、ローターアクトとしての今年度
の活動や年次大会開催も、多くの支えがあったか
らこそできたものであること、ローターアクトだ
けでなく今のコロナ禍においても自分が支えられ
るだけでなく誰かを支えることも大切なことであ
り、そのために何をすべきか学びを得られた年次
大会となりました。

地区委員会報告

国際ロータリー第 2800 地区ローターアクト第 31 回年次大会
地区ローターアクト代表

 喜連 剛 （米沢 RAC）
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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）

　5月 20 日金曜日に第 4回イン
ターアクト連絡協議会がリモート

による Zoomで行われました。
　矢口信哉ガバナーを初め、佐藤孝子ガバナーエ
レクト、各 IACの顧問の先生方、スポンサー RC
の皆様と地区青少年奉仕委員の皆様の 19 名の出
席となりました。
　はじめに矢口ガバナー、佐藤ガバナーエレクト
からご挨拶をいただき、続いて顧問の先生とスポ
ンサークラブの皆様から活動現状報告をしていた
だきました。
　各学校とも 4月から 1年生が新入部員として
IACに入部し、新しい顔ぶれとともに新学期を迎
えたことが報告されました。活動に関しては各ク
ラブとも、コロナ禍だからできる活動を今までと
は違う形でできることはやろう！といった考えの
もと、少しずつ動きのある活動を行っており、画
面越しではありましたが先生方の発言や表情も明

るく感じることができ、報告を通じてアクター達
が楽しく前向きに活動しているであろう様子が思
い浮かばれました。
　募金活動、花壇のプランター作り、献血などこ
れまでの活動に加え、地元の社会福祉団体と一緒
に、一人暮らしのご高齢の方々の見守り隊として
見回り・巡回をする活動やインドネシアからの長
期留学生を学校で受け入れ、一緒に活動をするな
ど各クラブ様々なアイデアを駆使し、新しい活動
に励んでいるようです。
　続いて 6月３日金曜日に開催される第 29 回イ
ンターアクト年次大会のついて、ホスト校の南陽
高等学校から説明があり、今回は各クラブ 10 名
の参加に制限し、アクター 75 名、先生とロータ
リアン含め 110 名の参加で感染対策を十分にと
り開催する予定であります。
　令和元年以来３年ぶりの年次大会となります。
　ここ２年間、インターアクトクラブは主な活動
ができませんでした。
　インターアクトにかかわる皆様の思いがこの年
次大会で一つになり、インターアクターの笑顔と
喜びになることを願うばかりです。

第４回インターアクト連絡協議会
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全国インターアクト研究会報告

インターアクト小委員会委員長

 和田 義弘（河北 RC）

　4月 24 日（日）に第９回全国インターアクト
研究会が開催されました。2590 地区がホスト
地区となり、この研究会は２時間 30 分の初の
Zoomウェビナーによる開催となりました。全国
の研究会ということで、34 地区よりインターア
クトプログラムに関わっておられるロータリア
ン、各地で活動しているインターアクター、その
他関係者を含め総勢 1,100 名の参加となる大規
模な研究会となりました。
　初めに小倉	正ガバナーよりご挨拶があり、続
いて岸	厚子実行委員長より “例年のような双方
向の意見・交換は行えませんが、逆に多くの皆様
にご覧いただける利点を活かし、２つのメインプ
ログラムを企画し準備させて頂きましたので、現
在の日本のインターアクター達の活躍ぶりと、活
躍した彼らの先に何があるのか、その一端をご覧
いただき、このプログラムの目的と意味を今一度
思い起こして頂けることで、日頃の IAC 活動へ
の励みになれば幸いです。”と、このプログラム
への思いを述べられました。
　２つのメインプログラムは、23 地区の代表
IACの活動紹介と「インターアクターに伝えたい
こと」をテーマに、インターアクトのOB・OG
であるローターアクターやロータリアン、顧問教
諭の４名による対談でした。この対談に関して
は、約１時間の対談でしたのでここですべて報告
することはできないのですが、どういうきっかけ
で IAC に入ったか、そしてどういう経緯で RAC

第9回全国インターアクト研究会について
やロータリアンになったかなどや、夢や希望を目
標にチャレンジすること、IACの活動が世界をつ
なぐことで多くの貧困をなくし友情と平和がより
生まれる、ロータリーの未来はアクターの皆さん
にかかっているといった激励など熱く対談されて
おりました。
　23 地区の活動報告は各クラブ３分間の動画・
静止画で紹介され、非常に様々でユニークな内容
の報告であり、2800 地区からは南陽高等学校が
代表校として発表されました。南陽市の紹介から
始まり、ペットボトルキャップ回収や募金活動な
どの映像をスライドで紹介し、コロナ禍の中でも
知恵を出して出来ることを考え、楽しく活動して
いる様子が伺えました。
　全体的に印象に残ったのは、海外のインターア
クターと交流しているクラブが多く見受けられ、
オンラインによって台湾や韓国、カナダ、オース
トラリアなど様々な国のアクター達と交流を持っ
ており、北海道のクラブは夏休みを利用し海外研
修に趣き、実際に学生同士が交流しているクラブ
もありました。
　この研究会を踏まえ、2800 地区でも地区内は
勿論、地区外や海外のインターアクター達が一緒
に活動し交流をもつにはどうするべきか地区委員
会とスポンサークラブで検討し、たくさんの楽し
い活動をすることにより、アクター達が、インター
アクトクラブに入ってよかった、今後も活動を続
けていきたいと笑顔で輝き続けられるよう我々は
より一層考えていかなければと強く思いました。
まだまだ 2800 地区のインターアクターは伸びし
ろがあります。今年度も残り１か月弱になります
が、委員会や連絡協議会で充実した協議をしてア
クターの更なる飛躍を思い浮かべ、次年度に繋げ
たいと思う所存です。
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全国RYLA研究会報告

RYLA 小委員会委員長

 松岡 友路（山形イブニングRC）

　5 月 21 日（土）22 日（日）に第 14 回全国
RYLA研究会が、第 2690 地区をホストにホテル
ニューオオタニ鳥取を会場にハイブリッド形式で
開催となりました。全体で 150 名の参加があり、
第 2800 地区からは、矢口信哉ガバナー、鈴木一
作パストガバナー、阿部昭青少年奉仕委員長、遠
藤伸一 RYLA 委員、枝松祐子 RYLA 委員と私の
計 6名が参加しました。
　一日目は、岩﨑陽一ホスト地区ガバナーの開
会点鐘・挨拶、辰野克彦 RI 理事大会委員長、佐
藤芳郎 RI 理事エレクト大会副委員長の挨拶をス
タートに、「第 2690 地区青少年奉仕活動報告」
を小林一 RI 第 2690 地区青少年奉仕担当幹事よ
り、特別講演「なぜロータリーが RYLA を行う
のか」を三木明ロータリー財団管理委員より、基
調講演「RYLA の根底にある思想」を黒田建一
RIJYEM研修部門委員から頂戴しました。講演後
は、全体記念撮影、全国青少年奉仕委員長会議
が行われ 1日目が終了しました。2日目は、第１

第14回全国RYLA研究会参加報告
分科会「RYLAって何？」RI 第 2680 地区 RYLA
委員長田中賢一氏、第２分科会「RYLAにおける
カウンセラーシステム」RI 第 2680 地区ガバナー
ノミニー安行英文氏、第３分科会「これからの
RYLAと危機管理」	RIJYEM研修部門委員黒田建
一氏の 3名のファシリテーターを中心に分科会
毎、情報・意見交換をしました。その後、全体で
分科会の内容を発表し、午前中が終了しました。
午後は、分科会の各班で課題を決め 1時間のバ
ズセッションを行い、ファシリテーター安行英文
氏の進行で、分科会に基づくフォーラムとして各
分科会代表者報告、「RYLAセミナーとは」、「RYLA
セミナーの成果としての学友会活動」などテーマ
で報告がありました。全体の感想として、RYLA
学友会を形成し、青少年に RCの奉仕の心を伝え
ながら、ロータリアンと共にファシリテーター育
成と自立したリーダーになるきっかけづくりの育
成プログラム、危機管理対策が大切だと感じまし
た。議論が尽きない中で、講評に三木明ロータ
リー財団管理委員より、青少年奉仕委員会会議で
RYLA連絡会の発足が決議され、全国の情報交換
に活用してほしいこと、また、次年度は札幌市で
開催することが報告され、盛会のうちに岩﨑陽一
ガバナーの閉会点鐘となりました。
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ロータリー賞

ガバナー賞

ロータリー財団寄付表彰（2020年7月～ 2021年6月）

鶴岡ロータリークラブ 高畠ロータリークラブ

●数値目標3項目達成
鶴岡ロータリークラブ 山形北ロータリークラブ
東根ロータリークラブ 長井ロータリークラブ
寒河江ロータリークラブ

●ガバナー特別賞
大江ロータリークラブ 佐藤　道子 酒田スワンロータリークラブ
山形西ロータリークラブ 鑓水美恵子 米沢上杉ロータリークラブ
南陽東ロータリークラブ

●地区への貢献賞
畠中　昭治 第 1グループガバナー補佐 酒田中央ロータリークラブ
佐藤　孝子 第 2グループガバナー補佐 鶴岡ロータリークラブ
門脇　　充 第 3グループガバナー補佐 天童ロータリークラブ
二戸　　守 第 3グループガバナー補佐 最上ロータリークラブ
鈴木　明朗 第 4グループガバナー補佐 河北ロータリークラブ
伊藤　三之 第 5グループガバナー補佐 山形北ロータリークラブ
北門　一忠 第 5グループガバナー補佐 上山ロータリークラブ
福島　　悟 第 6グループガバナー補佐 高畠ロータリークラブ
横澤　寿彦 第 6グループガバナー補佐 長井ロータリークラブ

●前年度中に$88,000 達成
小松　栄一 寒河江ロータリークラブ

●前年度中に$25,000 達成
鈴木　政昭 米沢ロータリークラブ

●前年度中に$22,000 達成
安孫子貞夫 寒河江ロータリークラブ

●前年度中に$18,000 達成
細谷　伸夫 山形西ロータリークラブ

●前年度中に$14,000 達成
大久保章宏 山形南ロータリークラブ

●前年度中に$13,000 達成
齋藤　榮助 米沢中央ロータリークラブ

●寄付総額クラブ表彰
順位 クラブ名 寄付金合計（単位：ドル）
１位 寒河江ロータリークラブ 16,012.86
２位 山形西ロータリークラブ 12,461.13
３位 東根ロータリークラブ 11,691.31
４位 山形北ロータリークラブ 11,490.34
５位 山形ロータリークラブ 9,089.87

●寄付平均額クラブ表彰
順位 クラブ名 寄付金合計（単位：ドル）
１位 寒河江ロータリークラブ 421.39
２位 東根ロータリークラブ 315.98
３位 村山ローズロータリークラブ 226.47
４位 南陽東ロータリークラブ 226.32
５位 酒田スワンロータリークラブ 190.62
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ロータリー米山記念奨学会寄付表彰（2020年7月～ 2021年6月）
●寄付総額クラブ表彰

順位 クラブ名 寄付金合計（単位：ドル）
１位 山形西ロータリークラブ 1,477,500
２位 南陽東ロータリークラブ 1,330,500
３位 東根ロータリークラブ 1,292,500
４位 山形北ロータリークラブ 1,106,000
５位 山形ロータリークラブ 795,000

●寄付平均額クラブ表彰
順位 クラブ名 寄付金合計（単位：ドル）
１位 南陽東ロータリークラブ 42,919
２位 東根ロータリークラブ 33,141
３位 鶴岡西ロータリークラブ 21,896
４位 鶴岡ロータリークラブ 20,365
５位 寒河江ロータリークラブ 17,375

●ポール・ハリス・フェロー
PHF 工藤亜紀子 酒田東ロータリークラブ
PHF 大川　賢一 酒田東ロータリークラブ
PHF 堀米　淑子 酒田スワンロータリークラブ
PHF 佐藤　　勉 鶴岡東ロータリークラブ
PHF 齋藤　賢一 東根ロータリークラブ
PHF 今野　忠博 天童ロータリークラブ
PHF 武内　賢二 天童ロータリークラブ

●マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
PHF+8 菱沼　充好 山形北ロータリークラブ
PHF+8 本多　信昭 山形北ロータリークラブ
PHF+7 伊藤　義彦 山形西ロータリークラブ
PHF+6 中村　恒一 山形北ロータリークラブ
PHF+6 鈴木　隆一 山形西ロータリークラブ
PHF+6 金内　晴一 米沢中央ロータリークラブ
PHF+5 矢口　信哉 東根ロータリークラブ
PHF+5 伊藤　明彦 山形北ロータリークラブ
PHF+5 増田　　隆 山形北ロータリークラブ
PHF+5 奥山　忠道 山形北ロータリークラブ
PHF+3 赤谷　典夫 酒田スワンロータリークラブ
PHF+3 守屋　文夫 酒田スワンロータリークラブ
PHF+3 鞍掛　彰秀 天童東ロータリークラブ
PHF+3 浅黄　敬之 山形北ロータリークラブ
PHF+3 武田　秀則 山形南ロータリークラブ
PHF+3 三浦　卓夫 南陽東ロータリークラブ
PHF+2 白戸　勝芳 酒田スワンロータリークラブ
PHF+2 志田　泰久 天童東ロータリークラブ
PHF+2 武山　　茂 天童東ロータリークラブ
PHF+2 小松　健一 寒河江さくらんぼロータリークラブ
PHF+2 水戸部一好 寒河江さくらんぼロータリークラブ
PHF+2 岡田　宏道 山形西ロータリークラブ
PHF+2 後藤　　寛 山形北ロータリークラブ
PHF+2 稲村　佳宏 山形南ロータリークラブ
PHF+2 川合　賢助 山形南ロータリークラブ
PHF+2 寺﨑　利彦 山形南ロータリークラブ

PHF+2 佐藤登美子 山形中央ロータリークラブ
PHF+2 依田　　聡 米沢上杉ロータリークラブ
PHF+2 赤木　照一 米沢中央ロータリークラブ
PHF+1 村上　修一 酒田中央ロータリークラブ
PHF+1 星川　信博 酒田東ロータリークラブ
PHF+1 伊藤　淳一 酒田東ロータリークラブ
PHF+1 川嶋　　努 酒田東ロータリークラブ
PHF+1 早川　孝子 酒田スワンロータリークラブ
PHF+1 佐藤　道子 酒田スワンロータリークラブ
PHF+1 高野　邦夫 鶴岡東ロータリークラブ
PHF+1 石山　行雄 東根ロータリークラブ
PHF+1 髙橋　則好 東根ロータリークラブ
PHF+1 名和　邦二 天童ロータリークラブ
PHF+1 高橋　萬策 天童ロータリークラブ
PHF+1 伊藤　敏明 天童東ロータリークラブ
PHF+1 菊地　正憲 大江ロータリークラブ
PHF+1 相原　英之 寒河江さくらんぼロータリークラブ
PHF+1 遠藤　貞利 寒河江さくらんぼロータリークラブ
PHF+1 伊藤　吉明 山形ロータリークラブ
PHF+1 佐藤松兵衛 山形ロータリークラブ
PHF+1 中川　善雄 山形東ロータリークラブ
PHF+1 白田　廣司 山形東ロータリークラブ
PHF+1 小林　敏郎 山形中央ロータリークラブ
PHF+1 佐藤　　充 山辺ロータリークラブ
PHF+1 羽生　吉弘 米沢中央ロータリークラブ

PHF 大内　光夫 山形ロータリークラブ
PHF 髙橋　一夫 山形ロータリークラブ
PHF 武田　良和 山形西ロータリークラブ
PHF 熊谷　昌和 山形南ロータリークラブ
PHF 間木野仁美 山形南ロータリークラブ
PHF 佐藤　直人 山形南ロータリークラブ
PHF 加藤富士雄 米沢上杉ロータリークラブ

●前年度中に$5,000達成
松村　澄男 天童ロータリークラブ 長谷川憲治 山形ロータリークラブ
海野　健治 大江ロータリークラブ 吉田　福平 山形西ロータリークラブ
福島　　悟 高畠ロータリークラブ 小野　和行 山形北ロータリークラブ

●５千万円達成クラブ表彰
山形西ロータリークラブ

●１千万円達成クラブ表彰
高畠ロータリークラブ
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出席優秀ロータリアン表彰
●40年間表彰

安達　廣介 山形ロータリークラブ 岡田　宏道 山形西ロータリークラブ
齋藤　利明 山形ロータリークラブ 金森　正耕 山形南ロータリークラブ
髙山　克英 山形ロータリークラブ

●30年間表彰
伊藤　吉明 山形ロータリークラブ 杉山　光秀 山形北ロータリークラブ
髙橋　一夫 山形ロータリークラブ 伊藤　　誠 山形南ロータリークラブ
結城　和生 山形西ロータリークラブ 三浦　卓夫 南陽東ロータリークラブ
半田　　稔 山形西ロータリークラブ 小林　正芳 長井中央ロータリークラブ

●20年間表彰
浅井　多一 余目ロータリークラブ 堀田　　稔 山形西ロータリークラブ
五十嵐　勇 鶴岡東ロータリークラブ 工藤　春男 山辺ロータリークラブ
海野　林作 山形ロータリークラブ 後藤　憲一 山辺ロータリークラブ
桂木　宣均 山形ロータリークラブ 三吉　博史 山辺ロータリークラブ
長谷川憲治 山形ロータリークラブ 天口　信裕 山形イブニングロータリークラブ
菱沼　充好 山形北ロータリークラブ 須藤　吉実 山形イブニングロータリークラブ
浅黄　敬之 山形北ロータリークラブ 渡邉由紀夫 山形イブニングロータリークラブ

●10年間表彰
田中　達彦 山形ロータリークラブ 浅野　裕幸 山形南ロータリークラブ
原田　久雄 山形西ロータリークラブ 小林　敏郎 山形中央ロータリークラブ
富塚　　充 山形北ロータリークラブ

　＜新米山功労者＞
高橋　竹夫 酒田中央ロータリークラブ 木村　圭一 大江ロータリークラブ
太田　正弘 鶴岡南ロータリークラブ 遠藤　靖彦 山形西ロータリークラブ
横尾智三郎 東根ロータリークラブ 髙橋　　章 米沢ロータリークラブ
佐藤　栄治 天童東ロータリークラブ

●米山功労者表彰
　＜メジャードナー＞

第 41回 安孫子貞夫 寒河江ロータリークラブ 第 21回 伊藤　義彦 山形西ロータリークラブ
第 34回 藤川　享胤 鶴岡ロータリークラブ 第 19回 鈴木　隆一 山形西ロータリークラブ
第 30回 小松　栄一 寒河江ロータリークラブ 第 13回 渡部　吉春 鶴岡西ロータリークラブ
第 27回 遠藤栄次郎 山形西ロータリークラブ 第 12回 矢吹　海慶 天童ロータリークラブ
第 27回 和田　　廣 南陽東ロータリークラブ 第 11回 齋藤　榮助 米沢中央ロータリークラブ
第 25回 鈴木　一作 寒河江ロータリークラブ 第 10回 矢口　信哉 東根ロータリークラブ

　＜マルチプル＞
第 7回 大久保章宏 山形南ロータリークラブ 第 3回 鞍掛　彰秀 天童東ロータリークラブ
第 7回 加藤　　実 酒田中央ロータリークラブ 第 3回 大泉　富博 寒河江さくらんぼロータリークラブ
第 6回 清野　伸昭 山形西ロータリークラブ 第 3回 後藤　　寛 山形北ロータリークラブ
第 6回 森本美知子 山形東ロータリークラブ 第 3回 伊勢　和正 山形南ロータリークラブ
第 6回 中村昂三郎 山形北ロータリークラブ 第 3回 依田　　聡 米沢上杉ロータリークラブ
第 6回 菱沼　充好 山形北ロータリークラブ 第 2回 斎藤　　勝 寒河江さくらんぼロータリークラブ
第 6回 伊藤　明彦 山形北ロータリークラブ 第 2回 冨田喜美子 鶴岡ロータリークラブ
第 5回 黒井　重治 山形北ロータリークラブ 第 2回 越智　茂昭 鶴岡ロータリークラブ
第 5回 増田　　隆 山形北ロータリークラブ 第 2回 西川富美子 鶴岡ロータリークラブ
第 5回 福島　　悟 高畠ロータリークラブ 第 2回 武山　　茂 天童東ロータリークラブ
第 3回 五十嵐　勇 鶴岡東ロータリークラブ

●米山功労クラブ表彰
回数 クラブ名 特別寄付累計額（単位：円）
第 33回 山形西ロータリークラブ 33,479,000
第 25 回 山形北ロータリークラブ 25,258,000
第 24 回 寒河江ロータリークラブ 24,385,118
第 20 回 山形南ロータリークラブ 20,304,000
第 20 回 鶴岡ロータリークラブ 20,174,288

回数 クラブ名 特別寄付累計額（単位：円）
第 10回 南陽東ロータリークラブ 10,107,000
第 6 回 米沢上杉ロータリークラブ 6,038,000
第 5 回 東根ロータリークラブ 5,734,000
第 3 回 山形東ロータリークラブ 3,059,000
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山形 RC 創立 70 周年実行委員会

委員長 長谷川 憲治

　去る4月23日（土）に、山形ロー
タリークラブ創立 70 周年記念式
典・祝賀会を無事に終える事が出

来ました。ご来賓の佐藤孝弘山形市長、矢口信哉
ガバナー初めガバナー関係者の皆様、矢野秀弥山
形商工会議所会頭、そして地区内外から大勢の
ロータリアンの皆様にご出席頂き開催出来ました
事は誠に有難く、厚くお礼申し上げます。最大の
心配事であったコロナ感染者も出ずに済み、関係
者一同胸をなで下ろしているところであります。
　しかし、ここに至る迄には多くの紆余曲折が有
りました。本来、70 周年は 2年前の 2020 年で
あったのですが、コロナ禍で再三にわたる延期を
余儀なくされ、加えて記念事業に予定していた千
代田区立麹町中学校長（当時）の工藤勇一氏の講
演会を、一般市民の方にもお聞き頂ける「ロータ
リーデイ」として開催すべく準備をしておりまし
たが、再三の延期で最終
的にはこれ以上の日程
変更は失礼と判断し、止
む無く中止と致しまし
た。誠に残念でありまし
たが、代わりに同氏の代
表的著書である「学校の
『当たり前』をやめた。」
を各クラブにお送り致
しました。
　記念式典・祝賀会は
「これまでの 70 年　こ
れからの 70 年」をメイ
ンテーマに掲げ、簡素で

山形RC創立70周年記念式典・祝賀会を終えて
格調高い式典、感謝と笑顔で皆様をお迎えする祝
賀会を目指して開催致しましたが、その想いをご
理解頂ければ幸いです。
　山形ロータリークラブは、この 70 周年を機に
改めて先輩諸兄やご支援・ご指導頂いた皆様へ感
謝申し上げると共に、来るべき 80 年、100 年に
向けて更なる努力を続け、地区内最古のクラブに
相応しいより良きクラブ創りを目指す所存であり
ます。どうか、これからも旧に倍するご理解とご
支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

永年在籍ロータリアン表彰
●55年在籍

後藤康太郎 高畠ロータリークラブ
●50年在籍

長谷川平内 高畠ロータリークラブ
●45年在籍

長谷川浩二 山形西ロータリークラブ
●40年在籍

冨樫　幸吉 余目ロータリークラブ 安達　廣介 山形ロータリークラブ
山口　　元 天童ロータリークラブ 齋藤　利明 山形ロータリークラブ
岡田　宏道 山形西ロータリークラブ 髙山　克英 山形ロータリークラブ
金森　正耕 山形南ロータリークラブ
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山形南ロータリークラブ

幹事 丹野 善将

　風薫る 5月 7日、山形県知事、
山形市長をはじめ多くのご来賓
をお迎えし、また矢口信哉ガバ

ナーをはじめロータリー関係者、姉妹クラブの中
津ロータリークラブ（大分県）の会員、総勢 200
名のご参加をいただき創立 50 周年の記念式典・
記念講演会・祝賀会をホテル	キャッスル（山形市）
にて開催致しました。
　式典では、大久保章宏 50 周年実行委員長の歓
迎のあいさつに続き、中村篤会長の式辞の後、表
彰、各種記念事業の紹介と目録の贈呈、そして山
形市（佐藤孝弘市長）との青少年の健全育成推進
に関する協定締結の調印がとり交わされました。
　つづく講演会では、県内在住の外国人の方々（4
名）による山形を語るシンポジウム（クールジャ
パン）の後、ダニエル・カール氏を講師にお招き
して記念講演をしていただきました。

　そして、コロナ禍で感染対策をとりながらの祝
賀会ではありましたが、遠藤栄次郎パストガバ
ナーの乾杯のご発声のもと、地元山形の山形舞子
と庄内の酒田舞娘の華やかな共演（コラボ）で、
会場全体も大いに盛り上がり、至福の喜びの時を
過ごすことができました。
　最後に、このたびの当クラブ創立 50 周年記念
式典に関わりいただきましたみなさまに心から
感謝を申し上げ、ご報告とさせていただきます。

～「未来へつなぐ」～ 山形南RC創立50周年記念式典

長井ロータリークラブ

会長 大道寺 信

　創立 60 周年記念式典、祝賀会
を 5月 28 日タスパークホテルで
開催し、第 2800 地区矢口信哉ガ

バナーを始め、パストガバナー、地区役員、そし
て地区内各クラブの多くのロータリアンの皆様、
さらに行政を始め各関係団体の皆様のご臨席を頂
き、総勢約 140 名で盛会裏に終了することがで
きました。大変お忙しいところご臨席頂きました
皆様に会員一同心から御礼を申し上げます。
　当クラブは、60 周年記念事業を実施するため
に、約 2年前から実行委員会を立ち上げ準備を
してきました。しかし、新型コロナウイルスの状
況によっては、式典・祝賀会の中止や規模縮小な
ども考えながら、感染状況を睨んで大いに悩みな
がらの検討となりました。一方で、記念事業はコ
ロナに関わりのある奉仕事業も念頭に出来るだけ
早い時期に実施することとし、昨年 8月に市内
小中学校職員室に加湿付空気清浄機を 11 台、同
10 月に新築の市役所の長井駅スペースに「駅ピ
アノ」1台を贈呈しました。
　そして、式典、祝賀会の開催の悩みが続きまし
たが、感染対策を徹底することはもとより、時間

長井RC創立60周年記念式典・祝賀会
短縮を念頭にした内容の検討などを重ね、何とし
ても実施したいとの決意を確認し、検討を進めて
きました。結果としてコロナの状況も落ち着きを
見せたこともあり、無事本番を迎えることが出来
たものと思います。
　当日の記念式典では、これまでの足跡を振り返
り、今後一層の充実を誓い合ったところですが、
祝賀会のアトラクションでは、地元出身のソプラ
ノ歌手、地元在住のピアニストによるオープニン
グセレモニー、地元獅子連による「黒獅子舞」の
アトラクションなどでも盛り上がり、盛会裏に終
了することができました。当日の感染防止に対す
るご協力も含め、あらためてロータリアンの皆様
のご支援、ご指導
に心から感謝申し
上げ、さらに今後
ともご厚情頂きま
すようお願いし、
報告と致します。

周年記念式典
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コーディネーターニュース

ロータリーの魅力とは
　私たちがロータリーに入会し、会員であり続けるのは、ロータリーに対して何らかの魅力を感じているからでしょ
う。ロータリーに魅力がなければ、入会もしませんし、会員であり続けることはできません。その魅力をどうとらえ
るかはロータリアン一人ひとりにより異なるかもしれません。
　私はロータリーの魅力について問い直すにあたり、あらためてロータリーの本質を正しく再認識することが欠かせ
ないと考えます。ロータリーのCore	Values（中核的価値観）にこそロータリーの本質があると理解します。
1．Service：人のために良心をもって行う行為・行動すべてであり、ロータリーでは社会奉仕・職業奉仕・国際奉仕・
青少年奉仕・クラブ奉仕と分類されます。ロータリーならではの奉仕の理想や超我の奉仕をさせていただくこと
に魅力を感じます。

2．Fellowship:	奉仕の理念に集う私たちロータリアンはいわば同志であり、志を同じくする仲間であります。その仲
間を大切に思う心を育て、ともにロータリーの目的に向かう原動力となるロータリーならではの親睦に魅力を感
じます。

3．Leadership:	世界中の多種多様なリーダーの集まりの中で、相互に啓発されて、そのリーダーシップを学び磨きあう
ことのできる例会や研修などの多種多様なプログラムを備えるロータリーのメンバーであることに魅力を感じます。

4．Integrity:	人としての在り方としての大切な芯となる、誠実・真摯・信念・品位・法令順守など高潔性に大きな価
値を置き、自分磨きができるロータリアンとしての自覚と誇りが持てることに対して魅力を感じます。

5．Diversity:	国・民族・宗教・言語・人種・性別・職業・年齢などの多様性を受け入れて認め合うだけでなく、Equity（公
平）Inclusion（包摂性）の概念をとりいれて、誰一人として取り残すことのない世界をともに目指ことに魅力を
感じます。

　これら５つの中核的価値観をもとに、「私たちロータリアンはお互いに手を取り合って行動に移すことで、国際社
会や地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生み出す世界を目指す」（ロータリーのビジョン声明）
に対して大きな魅力を感じます。ロータリーはまさに、人としてのより良き生き方を学び成長することができる道場
であり、世界平和をめざす実践哲学でもあります。このようなロータリーとの出会いに感謝してあらためてロータリー
を学び、実践し、発信し、ロータリーを楽しみたいと思います。今まさに、ロータリーの魅力を再認識したうえで、
時代の変化に適応した会員維持と会員増強が望まれます。

� 第3地域�ロータリーコーディネーター補佐�中川�基成（あすかRC）

2021-22 年度もあと1か月�
　2020 年 1月 15 日に日本で最初のCOVID-19 感染者が確認されて 2年 5か月が過ぎましたが、未だ多くの感染者
が確認されています。この間、ロータリー活動も制限され、例会やロータリーの会合の多くが、ZOOMを使ったオ
ンラインでの会合やオンラインとインパースンを合わせたハイブリッド会合となりました。
　そして、北京冬季オリンピックが閉会した 4日後の 2月 24 日、ロシアがウクライナへ侵攻するという予想もしな
い出来事が起こりました。ロータリーの究極の目的が「世界平和」であることを考えると、ウクライナに一日も早い
平和が訪れることを願ってやみません。国際ロータリーは、早速 2月 25日にウクライナ情勢に対する声明を発出し、
ロータリー財団はウクライナから避難する人々への人道支援のためにロータリー災害救援基金を募り人道的救援活動
に活用していきます。そして、その額は 1,450 万ドル（5月 12 日更新）となっています。ロータリアンの温かいご
支援に心から感謝申し上げます。
　さて、2021-22 年度もあと残すところわずかとなりました。この時期になると、年度初期に決めたロータリー財団
の目標の達成の可否が気になります。特に「年次基金寄付ゼロクラブゼロ」は毎年地区ロータリー財団委員長を悩ま
せる懸案事項です。幸い昨年は皆様のご努力で日本の第 1地域から第 3地域のすべてのクラブが寄付をしていただき
「年次基金ゼロクラブゼロ」を達成しました。ご存知のように年次基金への寄付は 3年後の地区の地区補助金の財源
となる貴重な資金です。この財源を利用して各地区の多くのクラブがプロジェクトを企画立案し、戦略計画に基づい
てクラブの活性化を図ることが出来ます。皆様がロータリー財団の年度目標について、今一度ご理解をいただきます
ようお願い申し上げます。
　毎年日本のロータリー財団の目標はRRFCが策定することになっています。毎年国際ロータリー日本事務局財団室
からの財団室NEWS	4 月号に掲載されます。今年も次年度 R財団目標が掲載されました。年次基金への寄付額目標
は 150 ドル／ロータリアンですが、実はこの財団目標がクラブのレベルまで周知されていないことが、往々にしてあ
るのです。地区財団委員長の皆様には是非クラブレベルでの周知にご協力をお願いしたいと思います。
　次年度はこれを踏まえ、地区財団委員長とロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）、ロータリー財団地域コー
ディネーター補佐（ARRFC）との合同会議を企画したいと思います。
　第 3地域の 11地区では 4月現在昨年同月比で 8地区の寄付が昨年を上回りました。多くのご理解をいただき、コ
ロナ禍の中にも関わらずご支援いただいたことに感謝申し上げ更なるご理解をお願いいたします。

� 第3地域�RRFC�永田�壮一（熊本城東RC）

2022年6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

ロータリーの魅力とは

私たちがロータリーに入会し、会員であり続けるのは、ロータリーに対して何らかの魅力を感じているからでしょう。ロータリー
に魅力がなければ、入会もしませんし、会員であり続けることはできません。その魅力をどうとらえるかはロータリアン一人ひ
とりにより異なるかもしれません。

私はロータリーの魅力について問い直すにあたり、あらためてロータリーの本質を正しく再認識することが欠かせないと考え
ます。ロータリーのCore Values（中核的価値観）にこそロータリーの本質があると理解します。

1. Service：人のために良心をもって行う行為・行動すべてであり、ロータリーでは社会奉仕・職業奉仕・国際奉仕・青少年
奉仕・クラブ奉仕と分類されます。ロータリーならではの奉仕の理想や超我の奉仕をさせていただくことに魅力を感じま
す。

2. Fellowship: 奉仕の理念に集う私たちロータリアンはいわば同志であり、志を同じくする仲間であります。その仲間を大切
に思う心を育て、ともにロータリーの目的に向かう原動力となるロータリーならではの親睦に魅力を感じます。

3. Leadership: 世界中の多種多様なリーダーの集まりの中で、相互に啓発されて、そのリーダーシップを学び磨きあうこと
のできる例会や研修などの多種多様なプログラムを備えるロータリーのメンバーであることに魅力を感じます。

4. Integrity: 人としての在り方としての大切な芯となる、誠実・真摯・信念・品位・法令順守など高潔性に大きな価値を置き、
自分磨きができるロータリアンとしての自覚と誇りが持てることに対して魅力を感じます。

5. Diversity: 国・民族・宗教・言語・人種・性別・職業・年齢などの多様性を受け入れて認め合うだけでなく、Equity（公平）
Inclusion（包摂性）の概念をとりいれて、誰一人として取り残すことのない世界をともに目指ことに魅力を感じます。

これら５つの中核的価値観をもとに、「私たちロータリアンはお互いに手を取り合って行動に移すことで、国際社会や地域社
会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生み出す世界を目指す」（ロータリーのビジョン声明）に対して大きな
魅力を感じます。ロータリーはまさに、人としてのより良き生き方を学び成長することができる道場であり、世界平和をめざす
実践哲学でもあります。このようなロータリーとの出会いに感謝してあらためてロータリーを学び、実践し、発信し、ロータリー
を楽しみたいと思います。今まさに、ロータリーの魅力を再認識したうえで、時代の変化に適応した会員維持と会員増強が
望まれます。

第第33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 中中川川 基基成成（（ああすすかか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 2022.4.30 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） 18 （1） 77.78	 0 （0） 1 （1） 69.90
2 酒田東 32 （5） 31 （5） 82.26	 1 （0） 2 （0） 84.23
3 酒田中央 39 （0） 42 （0） 84.68	 3 （0） 0 （0） 83.15
4 酒田スワン 15 （5） 16 （5） 84.38	 1 （0） 0 （0） 87.04
5 酒田湊 14 （3） 14 （3） 94.64	 0 （0） 0 （0） 94.13

第
２
グ
ル
ー
プ

6 鶴岡 26 （5） 24 （5） 71.74	 0 （0） 2 （0） 76.05
7 鶴岡西 28 （4） 29 （5） 75.86	 1 （1） 0 （0） 76.50
8 余目 34 （1） 36 （1） 83.57	 2 （0） 0 （0） 82.15
9 鶴岡東 26 （2） 27 （2） 75.76	 2 （0） 1 （0） 77.32
10 鶴岡南 25 （4） 25 （4） 78.67	 0 （0） 0 （0） 82.26

第
３
グ
ル
ー
プ

11 天童 43 （4） 43 （4） 83.01	 0 （0） 0 （0） 91.58
12 東根 39 （1） 39 （1） 82.05	 0 （0） 0 （0） 80.12
13 天童東 51 （0） 52 （0） 86.05	 2 （0） 1 （0） 79.05
14 天童西 14 （3） 14 （3） 78.57	 1 （0） 1 （0） 77.83
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） 71.79	 1 （0） 1 （0） 73.56
18 尾花沢 16 （0） 14 （0） 85.75	 1 （0） 3 （0） 85.61
19 最上 21 （2） 19 （2） 52.63	 0 （0） 2 （0） 56.72
20 尾花沢中央 14 （1） 14 （1） 67.85	 0 （0） 0 （0） 70.53
21 村山ローズ 15 （4） 15 （4） 66.67	 0 （0） 0 （0） 68.61
22 新庄あじさい 17 （0） 16 （0） 65.63	 0 （0） 1 （0） 73.83

第
４
グ
ル
ー
プ

23 寒河江 40 （2） 41 （2） 80.16	 1 （0） 0 （0） 84.27
24 大江 15 （1） 15 （1） 95.00	 0 （0） 0 （0） 94.69
25 河北 26 （0） 26 （0） 77.50	 1 （0） 1 （0） 82.06
26 寒河江さくらんぼ 36 （3） 37 （3） 84.49	 1 （0） 0 （0） 87.82
27 西川月山 15 （0） 15 （0） 63.33	 0 （0） 0 （0） 73.55

第
５
グ
ル
ー
プ

28 山形 86 （0） 88 （0） 98.55	 6 （0） 4 （0） 98.57
29 山形北 70 （3） 74 （4） 89.27	 7 （1） 3 （0） 90.03
30 山辺 26 （1） 25 （1） 88.00	 1 （0） 2 （0） 82.48
31 山形南 53 （1） 53 （1） 81.91	 4 （0） 4 （0） 82.74
32 中山 10 （0） 10 （0） 80.00	 0 （0） 0 （0） 83.17
33 山形西 98 （0） 98 （0） 94.30	 5 （0） 5 （0） 94.76
34 上山 17 （3） 17 （3） 91.18	 0 （0） 0 （0） 81.35
35 山形東 29 （2） 29 （2） 100.00	 0 （0） 0 （0） 100.00
36 山形中央 37 （4） 38 （6） 96.88	 2 （2） 1 （0） 97.30
37 山形イブニング 22 （0） 23 （1） 76.67	 2 （1） 1 （0） 71.06

第
６
グ
ル
ー
プ

38 米沢 50 （5） 49 （5） 84.18	 1 （0） 2 （0） 74.08
39 米沢上杉 67 （3） 67 （3） 98.52	 2 （0） 2 （0） 98.32
40 高畠 42 （3） 45 （3） 82.22	 3 （0） 0 （0） 75.59
41 米沢中央 40 （7） 41 （6） 98.78	 2 （0） 1 （1） 99.63
42 米沢おしょうしな 31 （5） 30 （5） 81.67	 0 （0） 1 （0） 73.88
43 長井 26 （0） 26 （0） 84.46	 1 （0） 1 （0） 83.98
44 南陽 9 （0） 10 （1） 93.33	 1 （1） 0 （0） 82.76
45 白鷹 19 （1） 20 （1） 103.95	 1 （0） 0 （0） 89.44
46 小国 13 （0） 13 （0） 89.34	 0 （0） 0 （0） 87.53
47 南陽東 27 （2） 28 （2） 76.39	 1 （0） 0 （0） 79.23
48 長井中央 22 （1） 22 （1） 55.68	 0 （0） 0 （0） 65.76
49 南陽臨雲 28 （3） 28 （3） 67.85	 0 （0） 0 （0） 71.94
合　　　計 1512 （100） 1529 （104） 80.88	 60 （6） 43 （2） 81.90
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ハイライトよねやま・新入会員紹介・表彰

・米山梅吉翁の合同墓参
・寄付金速報�―�ほぼ前年同期比並みで推移�―

・博士号取得状況
・米山がオンラインでつなぐ日本とミャンマー

・大牟田から巣立った日台の懸け橋

全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight266_pdf.pdf

今月のトピックス11..  ����������
関東にある 4 学友会会長と学友が 4 月 23 日、

米山梅吉翁の墓参のため、横浜市鶴見区の総持

寺を訪れました。 

この合同墓参は 2018 年に第 2580 地区（東京

都・沖縄県）と第 2590 地区（神奈川県横

浜市・川崎市）が始めたもので、その後、

コロナ禍のため中断。今年再開するにあ

たって近隣地区にも声を掛け、上記 2 学

友会の会長・学友・奨学生に加えて、第

2750 地区（東京都）・第 2780 地区（横浜

市・川崎市を除く神奈川県）の各学友会

会長、第 2590 地区米山委員 2 人の計 15

人が参加し、墓所の清掃と供花、總持寺

内の見学をしました。 

今回は初めて4学友会の会長が揃って

梅吉翁の墓参をしたということで、それ

ぞれがこの奨学事業の始まりに思いをはせ、今

後の学友会を活発にしたいという気持ちを新た

にした様子でした。 

22..  ����� ��������������
4 月までの寄付金は前年同期と比べて 0.3％

減（普通寄付金:0.9％減、特別寄付金:0.1％増）、

約 300 万円の減少となりました。ほぼ前年度と

同様の水準で推移しています。今年度もあと残

り 1 カ月半です。なかなかコロナ禍以前のよう

に寄付が大きく増額に転じることはありませ

んが、クラブの例会や地区大会も開催され始め、

いったん止まったロータリー活動も再稼働し

つつあります。引き続き今後ともご支援賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

33..  �������
2021-22 学年度に博士号を取得した奨学生・学友は 60 人、 

これまでの累計は 3,915 人となりました（5月 9 日現在）。 

米山記念奨学会では、博士号を取得した奨学生・学友へお

祝いの腕時計を贈呈しています。裏ぶたに氏名を刻印した

世界に一つだけの腕時計です。クラブ例会で贈呈すること

により、学友との交流再開のきっかけとなるかもしれませ

ん。博士号を取得した奨学生・学友がいましたら、当会事務

局へご報告ください。 
 

 奨学期間終了後の取得でも対象です 
 お届け先は、原則として世話クラブです 
 完成まで約 2 週間かかります

 

Vol.
2022 年5 月13 日 

発 行 

「学位記の写真」もしくは「学位取得証明書」と、当会書式「博士号取得 
報告書」の 2 点を世話クラブから米山奨学会へ FAX かメールで送信。 
（FAX:03-3578-8281／email: alumni@rotary-yoneyama.or.jp） 

申申請請方方法法  

時 計 が
リ ニ ュ
ー ア ル 

文字盤の裏に氏名を刻印

ロータリー財団寄付表彰
〜ポール・ハリス・フェロー〜

PHF+8
髙橋 寛人
（天童西RC）

PHF+1
鈴木 晃市
（南陽東RC）

PHF+6
安藤 博章
（寒河江RC）

PHF+1
高橋 竹夫
（酒田中央RC）

PHF+2
石山 行雄
（東根RC）

PHF+1
半田 英二
（天童西RC）

PHF+2
横山 仁
（南陽東RC）

PHF+1
菅原 昭治
（鶴岡東RC）

PHF+2
荒木 良市
（寒河江RC）

PHF
山口 富美子
（南陽東RC）

新入会員紹介

渋
しぶ

谷
や

 尚
なお

哉
や

所　　属：南陽東RC
職業分類：印刷業
入　　会：2022 年 4月 19日

小
こばやし

林 康
やすひろ

廣
所　　属：米沢RC
職業分類：ビルディング経営
入　　会：2022 年 5月 19日
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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

6/ 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

インターアクト年次大会
　 国際大会（米国・テキサス州ヒューストン）

米山学友会総会・懇親会／日本青少年交換研究会（熊本会議）
ローターアクト会長幹事会④

青少年交換委員会＆オリエンテーション⑦

植
松

　龍
祥（
書
）

ガバナー月信

6月の地区スケジュール

ロータリー親睦活動月間

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。
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・第4回諮問委員会報告
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・全国インターアクト研究会報告

・全国RYLA研究会報告
・2020-2021年度 表彰
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