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地 区 目 標

クラブテーマ

元気なクラブづくりのために「ロータリーの木」 の苗木を植え
ましょう、クラブに、地域社会に、世界に、次世代のために

「ロータリーを発信しよう」一人ひとりの感性で

◆点鐘：鈴木　浩司 会長 ◆ロータリーソング：奉仕の理想
◆司会：武田　岳彦 S.A.A. ◆会場：山形グランドホテル

本 日は2800地 区 大 久 保 ガバ
ナー、それから遠藤ガバナー補
佐、そして鈴木地区幹事、金田
ガバナー月信編集長さんをお迎え
して、ガバナーの公式訪問例会に
なっております。先ほど開会点鐘
をして、いつもと音色が違うなと

思ったら、この素晴らしい地区の開会点鐘を鳴らさせて
いただきました。皆さまご案内の通り、大久保ガバナー
は我 2々800地区を今年１年間率いていただける大変立
派なリーダーでございます。私たちのガバナーに対する
思いというのは、雲の上の人だなというのが皆さんの感
覚であろうと思いますが、大久保ガバナーにおかれまし
ては、雲の上より一段下りていただいてですね、雲の下
に出てきていただいて、いろんな形でロータリーの理念
等を各クラブに伝えられているということです。折り返し
地点を終わりまして、うちで30クラブ目だそうでござい
ます。残り19クラブですか、まだあるそうでございます
が、ぜひお体にお気をつけになられて、各地を回ってい
ただければなと思います。

さて、先週土曜日にイブニングロータリーさんの20周
年記念の会がございました。まさに20歳になられたとい
うことで、イブニングさんも人数が少ない中で、一生懸
命ご接待をいただきまして、後藤会長はじめ、イブニン
グロータリークラブの方々には、本当に感謝を申し上げた
いと思います。当クラブからも10名ほど出席をしていただ
きまして、ありがとうございます。

また、昨日から台風が来ておりまして、首都圏は大変
混雑をしているようでございます。２番目の息子に電話し
たら「大丈夫だ、会社には午後から行くことにしてるから
まだ寝てる」という話でしたが、首都圏でやはり電車が
全部止まっているとのことで、そういった意味で言うとま

た改めて、我が郷土の良さを痛感しているところでござい
ます。

本日は、後ほど卓話をいただきますが、大久保ガバ
ナーのお話を聞いていただいて、改めてロータリーってい
いなと皆さまに感じていただければ幸いだと思います。

鈴木　浩司 会長会長挨拶

●初めに、本日のガバナー公式訪問にあたり、ご訪問
くださいました皆さま改めてご紹介申し上げます。第
2800地区ガバナー、大久保章宏様。第5ブロックガ
バナー補佐、遠藤隆一様。地区幹事、鈴木政康様。ガ
バナー月信編集長、金田亮一様。ありがとうございま
す。ガバナー、ガバナー補佐には後ほどお話をいただ
きたく存じます。また、本日大久保ガバナー、遠藤ガ
バナー補佐、鈴木地区幹事よりご厚志をいただいてお
ります。ありがとうございます。上げます。
●遠藤栄次郎会員より、米山奨学金に対しましてご寄
付をいただいておりますので、本日はガバナーもお越
しになっておりますので、直接お渡しいただきたく存
じます。
●先週の例会時にお越しをいただきました小松印刷所
社長小松ノブコ様より、当クラブに対しまして多額の
ご寄付をいただきました。なお寄付金の使途につきま
しては理事会決議をさせていただきまして、改めて皆
さまのほうにご報告申し上げます。
●９月のロータリーレートは106円です。

海和　浩運 幹事幹事報告



　皆さまこんにちは。国際ロータリー第2800地区、
2019-20年度ガバナー大久保章宏です。所属は山形南
ロータリークラブ、本日は宜しくお願いします。
　最初に、今年１月にSan Diegoで開催されました国際
協議会の映像を皆様に見て頂きたく、吹き替えの動画を
作成しました。内容は、マロ―ニーRI会長が、年度テー
マを発表する場面です。是非皆様方にも国際協議会の雰
囲気を味わって頂きたいと思います。

【ガバナーの役割】　
　MYROTARYには「クラブは、優れたリーダーシップ
と決定力をもつガバナーからの指導と支援を頼りにして
います。ガバナーは、奉仕プロジェクトやロータリーの
さまざまなプログラムへの参加を奨励しながら、クラブ
のモチベーションを高めるという大切な役割を果たしま
す。」とあります。RIの役員であり、クラブが活性化、発
展するようにお手伝い、支援を行う役目があります。あ
くまでも「サポート」であります。主体はクラブにありま
す。

【ガバナー公式訪問の目的】 
　ガバナー公式訪問は、ガバナー自身が地区内の各RC
を以下のような目的をもって訪問するものと定義されてい
ます。 
○重要なロータリーの問題に主眼を置き関心をもたせる
○弱体あるいは問題のあるクラブに特別な関心を払う 
○ロータリアンに意欲を起こさせ奉仕活動に参加させる
○地区内におけるロータリアン個人の卓越した業績を
　表彰する
とあります。ロータリーに対する理解を深め、会員増
強、奉仕プロジェクト、ロータリー財団支援、米山奨学
会支援、次世代リーダーの育成等を奨励し、意欲を喚起
する事が本日の目的です。

【RI会長メッセージ】
　動画の中で発表されていましたが、今年のRIテーマ
「ロータリーは世界をつなぐ」です。ロータリーの礎は
「つながり」です。ほかに類を見ない「つながり」があり
ます。強調事項は

皆さんこんにちは。僕はこの役目を拝命いたしまして、一
番最初にお呼びいただいたのがこのクラブで、改めて人
数が多いなと思いますけれども、７月８日、クラブ協議
会をやらせていただいて、その後ビールを飲ませていた
だきまして、本当に楽しい時間を過ごさせてもらってどう
もありがとうございました。今日はまた大久保ガバナー
の先払いというか露払いという感じで付いてまいりまし
た。今回で30回目だそうです。大変な仕事なさってるな
と思ってるんですけど、僕自身はこれで４回目なんですけ
ど、何回聞いてもちょっと含蓄があるし、それから注意
して聞かないと、これからのロータリーのことを考える
と、そんなにそんなに簡単には進まないという分野もあ
ると思いますので、どうぞよろしくお付き合いください。

既にクラブのほうにはご案内を差し上げておりますけれど
も、いよいよ来月10月19・20日、我々山形南ロータリー
クラブをホスト・クラブとして地区大会が開催されます。
ぜひ西クラブの皆さんも多くのメンバーが参加していただ
けると大変ありがたいなと思っております。山形西ロータ
リークラブの皆さんも、第５ブロックということで、コ・
ホスト・クラブということでご協力をお願いしておりま
す。基本的には山形南ロータリークラブのメンバーで運営
してまいりますけれども、市民会館から昼食会場であっ
たり、最後の晩餐会、パレスグランデールであったり、
多々いろいろ移動があったりします。その辺スムーズに移
動できるように西クラブの皆さんからもぜひご協力いただ
きたいなと思います。またおそらく晩餐会、早く終わって
しまうと思うので２次会の準備は早めにしておいていただ
けると良いかなというように思います。ひとつ地区大会来
月19・20になります。皆さんのご参加お待ちしておりま
す。よろしくお願いします。

2800地区ガバナー2800地区ガバナー

大久保　章宏 氏大久保　章宏 氏

「ロータリーの木」の苗木を植えましょう
  クラブに、地域社会に、世界に、次世代の為に」

ガバナー卓話来賓挨拶

遠藤　隆一
ガバナー補佐

鈴木　政康
地区幹事



〇ロータリーを成長させること
〇家族
〇ロータリーリーダーと仕事の共存
〇国連とのパートナーシップ
革新性と柔軟性が大切です。変えてよいこと、変えては
いけないことを判断し、クラブが活性化し、会員増強さ
れ、次世代のリーダー育成につながれば、第一段階の目
的は達成されると思います。会員の「つながり」、地域と
の「つながり」、世界との「つながり」、「つながり」を大
切にしましょう。

【ロータリー賞にチャレンジする意味】
　RIテーマに対して、クラブがチャレンジする目標として
の課題提示が、ロータリー賞です。ロータリー賞を取る
事が目的ではありません。一つの手段として、クラブが
チャレンジする項目が提示されています。クラブで判断さ
れ、チャレンジすることも新たな成長につながるのではな
いでしょうか。強制ではありませんが、是非チャレンジし
てください。お願いします。

【基本理念】
　元気なクラブづくりのために「ロータリーの木」の苗
木を植えましょう　クラブに、地域社会に、世界に、次
世代の為に　を掲げました。クラブを成長させるために
は、何か一つの新たな挑戦が必要と考えています。その
為にはクラブにどの様な問題があるのか、会員はどの様
な意識を持っているのかを全員で意見交換して頂き、問
題点を見つけ出してみましょう。結果に対して行動方針
に沿って、全会員で活動しては如何ですか。最初は小さ
な「ロータリーの木」の苗木ですが、将来は大きな木に
成長するでしょう。どの様な大きな木になるかは、育て
方により異なります。その為に「ロータリーの木」の苗木
としました。ガバナーとして本来なら自分の年度で結果
を求め、確認する事が一番大切と思いますが、「ロータ
リーの木」の苗木が大きく育つには時間が掛かります。
結果は私の年度に出ない事が予想されます。それでも成
長続ければ私は良いと考えています。是非、会員皆様方
で「ロータリーの木」の苗木を植えて下さい。お願いしま
す。

【基本方針】
　元気なクラブづくりのために「一歩前に踏み出しましょ
う」を掲げました。革新性と柔軟性が大切です。変えて
よいこと、変えてはいけないことを判断し、全会員で一
歩前に踏み出しましょう。その結果、不都合が生じれば
もう一度戻って、全会員で考えなおしてみれば良いと思い
ます。一歩踏み出す勇気が必要です。クラブ活性化のた
めに、全会員一致団結して一歩前に踏み出しましょう。

結果クラブが活性化し、地区が活性化し、会員増強に、
公共イメージ向上につながっていくことと思っています。

【地区大会参加へのお願い】
　10月19日（土曜日）、20日（日曜日）山形市民会館を
会場に地区大会を開催します。クラブ会長の皆様方に
はPETS、地区研修・協議会で「最低1名以上の会員増
強を９月末迄」とお願いしてあります。地区大会本会議
で、入会頂きました新入会員の皆様方を壇上にてご紹介
したいと考えています。ご尽力頂きました会長、ガバナー
補佐の皆様方も壇上にてご紹介したいと考えています。
新入会員の皆様方を2800地区会員一同で入会の歓迎を
お祝いしたいと考えています。是非会員増強、９月末迄
宜しくお願いします。その他に地区大会では新たなチャ
レンジを考えています。初めての企画も盛り込んでいま
す。期待して地区大会にご参加ください。お待ち申し上
げます。

【全国大会】
　最後になりますが、私の年度でロータリーの全国会
議、全国研究会の行事が年度末に２つあります。2020
年４月25日開催予定の「全国インターアクト研究会」（山
形市テルサ）、2020年５月16日～17日開催予定の「青少
年交換全国会議　山形大会」（天童温泉、天童市民文
化会館）にて開催予定で準備を進めています。どちらも
青少年奉仕関係です。全クラブの参加をお願いします。
全国大会は2800地区で開催は初めてです。皆様方のご
協力宜しくお願いします。
　貴クラブが「ロータリーの木」の苗木を植えられ、全
会員で一歩前に踏み出して頂くことを期待しています。貴
クラブの益々の発展を祈念申し上げます。ありがとうござ
いました。

委員会報告
松原　　洋 委員長青少年委員会

先日９月５日に、東村山地区中高生英語弁論大会が霞
城公民館で行われました。同大会は例年当クラブが地
域の青少年支援としてスポンサーとして参加させていた
だいております。本年も鈴木会長にご出席を賜り、当
日の表彰式において使われる盾と賞状の寄贈を行いま
した。その後高校生の流暢な英語を寝ずに聞き続け、
山形の明るい未来を感じました。１つ気掛かりだったの
が、発表者の９割方が女性であったということですね。
山形男子もがんばってチャレンジしてほしいなと思った次
第でございます。



〈 9 月 9 日 〉
鈴木浩司会長／ガバナー公式訪問を歓迎して。
大久保ガバナー、遠藤第 5 ブロックガバナー補佐、鈴木
地区幹事を心より歓迎します。
尾形亨さん／大久保ガバナーの公式訪問を歓迎いたしま
す。
武田元裕さん／大久保ガバナーようこそ！よろしくご指導
願います。
東海林健登副会長／昨日 5 年ぶりに母校明治大学マン
ドリンクラブ山形公演が開催されました。市長選挙と重
なり入りが心配でしたが、学友の協力のおかげで大盛況
でありましたことにニコニコします。
遠藤靖彦さん／サモアチーム来形。
９月 20 日よりラグビーワールドカップが開幕いたします。
今週よりサモアのチームが山形に入ることになっています
ので、皆様応援よろしくお願いいたします。

ニコニコBOX

会員総数 出席会員数 会員総数 出席義務会員数 出席会員数 出席率

本日出席（9/9） 94名 67名 修正出席（8/24） 94名 83名 80名 96.39％

メークアップ
された会員

＜本日出席・修正出席＞

本日の献立

（山形北）堀田　　稔、酒井　啓孝、鈴木　隆一、伊藤　　歩、海和　将浩、大城　誠司、冨田　浩志、横山　隆太
　　　　　安部　弘行、西谷　真一


