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　皆さま方にうれしい報告がありま
す。昨日の７ロータリークラブの親善
コンペにおきまして、西ロータリーク
ラブが優勝いたしました。チームプ
レーで勝つというのはすごくうれしい
んですね。このうれしさを分かち合え
るのはすごくいいことだなと感じまし
た。

　強い組織というのは、上から下まで１本の思想が流れて
いることが大事だと思っています。ロータリーも例外では
ないのですが、ＲＩ会長ジェニファー・ジョーンズさんは

「イマジンロータリー」。「ダイバーシティ（Diversity）」「エ
クイティ（Equity）」「インクルージョン（Inclusion）」と
おっしゃっております。そして、佐藤孝子ガバナーは「ロー
タリーに夢を持って行動しましょう！！」、ＩＣＴを利用
して出会いに取り組んでくださいというふうなことをおっ
しゃっております。
　西ロータリークラブも「想像から行動へ　優しさあふれ
る出会いのクラブ」ということで、イマジネーション、イ
メージからアクションへ。優しさがないと出会いは成り立
たないということを言わせていただいておりました。毎回
例会の初めにＢＧＭでジョン・レノンの『イマジン』を流
しております。先ほどガバナーのほうから、これ素敵です
ねと喜んでいただいたのですが、大変ありがたいなと思っ
ています。
　歌詞の中で響くのは、「国境なんてないんだ」と。「だか
ら殺し合う必要もない」。今になって考えるとすごく心に
響く言葉だなと思います。ウクライナとロシアの国境がな
ければ戦争もないんだろうと。でも人間、生き物はみな自
分のテリトリーを広げようとします。守ろうとします。ラ
イオンも熊も鳥も、動物さえも侵略するものには命を懸け
ます。これは生物としての性（さが）だと思うんですね。
　建築をするとき境界確認という事でいろんな場面に出合
う事が多くあります。たとえば、普段はいい人なんですが、
侵略者には容赦がない人。経験的に言うと、力と言葉の強
い人が勝ちます。弱い人はほとんど押し切られる場合が多
いです。でも私はそれは一時的なものだと思います。言葉
と力が強いと妥協することができない。周りから嫌われ、
商売をしている人はなんとなくビジネスが尻つぼみになる
人が多いように感じます。
　明らかな侵略者というのは必ず滅びます。目に見えない
神の手によって天罰が下るんだというふうに私は思ってお
ります。

●ハオ君に奨学金が届いておりますので、市村会長お渡し
をお願いいたします。

●新入会員のご紹介です。クリエイト礼文代表取締役大場
友和さんです。よろしくお願いします。

●米山のほうから感謝状が2つきております。寄付総額第
1位、山形西ロータリークラブ殿。もう1つ、米山功労
者ということでマルチプル第２回、市村会長でございま
す。おめでとうございます。

●昨日行われました７クラブのゴルフコンペ、職業交流委
員会の皆さまに心より感謝申し上げます。

●山形中央クラブさんより、被ばくピアノ平和コンサート
のチケットが若干きております。事務局でお預かりして
おりますので、聴きに行きたい方は事務局にお申し付け
ください。

●今月のレートでありますが、まだ出ておりません。次
回、来週発表させていただきます。

●本日の例会後、理事会を開催いたしますので理事の皆さ
まはお残りいただきますようお願いいたします。

　地区でLINEのアカウントを開設したそうです。ガバ
ナーは普段から「情報の共有」を強調されておられます。
ガバナー月信でもQRコードによりインターネット上の
情報が共有できるよう工夫しています。
　ぜひ西クラブの皆さんに登録いただ
きたいというお願いがございました。
QRコードでLINEのお友達追加をよろ
しくお願いします。

情報の共有（LINEのお友達に追加を）
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　この度は歴史と伝統、そして格式高い
山形西ロータリークラブにご承認をいた

だきましてありがとうございます。山形を代表する企業経
営者の皆さまに少しでも近づけるように、鍛錬してまいり
たいと思います。本日よりどうぞよろしくお願いします。

大場　友和 さん

［株式会社クリエイト礼文］

新入会員あいさつ新入会員あいさつ



　７ロータリー親善ゴルフコンペの結果を簡単にご報告い
たします。まず団体戦ですが、2018年小林惠一会長の時
に西クラブが優勝しましたが、それから３年間北クラブの
後塵を拝し残念ながら準優勝ということが続きました。し
かし、昨日のコンペで優勝することができました。
　個人戦、ベストテンに入った方をご紹介いたします。準
優勝、渡辺隆博さん。第３位、浦口太門さん。第５位、八
鍬建三さん。第９位、三浦達雄さん。ベストテンに４名も
入ったということで優勝できたということでございます。
おめでとうございました。

職業交流委員会

委員会報告委員会報告

ニコニコ BOXニコニコ BOX

後藤卓也ガバナー補佐／公式訪問例会にお招きいただきあ
りがとうございます
公式訪問例会にお招きいただきありがとうございます。 
ＩＭ等でこれから大変お世話になります。よろしくお願い
いたします。

結城和生さん／佐藤孝子ガバナーを歓迎して
ようこそ孝子ガバナー。先輩である佐藤歯科診療所の佐藤
恒雄先生の奥様でもありますことをご紹介いたします。

武田元裕さん／佐藤孝子ガバナーようこそ
連日お疲れさまです。どうかよろしくご指導願います。

坂部登さん／ようこそ佐藤ガバナー
いつも優しい素敵な笑顔にドキドキしています。

飯田喬之さん／佐藤孝子ガバナーをお迎えして
併せて会報に県展作品の写真を掲載いただきましたのでニ
コニコいたします。

芦野茂さん／佐藤孝子ガバナー公式訪問を大歓迎いたします
地区のほうでは米山委員長として重責をお預かりをしてお
ります。ちょうど今月は米山月間であります。ガバナー
方針であります１人15,000円を達成したいと思いますの
で、まずは西クラブの皆さま、特別寄付よろしくお願いい
たします。

市村清勝会長／７ロータリークラブ親善ゴルフ、西ロータ
リークラブ優勝
ガバナー公式訪問前日の７ロータリークラブコンペで優勝
を勝ち取ることができました。勝利の女神です。

渡辺隆博さん／７ロータリー親善ゴルフコンペにて
７ロータリー親善ゴルフコンペにて準優勝いたしました。
そして山形西ロータリークラブはチーム優勝うれしいで
す。ニコニコいたします。

池田将之さん／７ロータリーゴルフコンペ
昨日の７ロータリーゴルフコンペお疲れさまでした。まっ
たく戦力にならず申し訳ありませんでした。来年はしっか
り貢献できるよう頑張ってまいります。本当にありがとう
ございました。

八鍬建三さん／７ロータリーゴルフコンペ入賞
西ロータリー優勝の戦力になることができました。個人的
には５位入賞でした。ありがとうございます。

角田浩二郎さん／国民体育大会2022
私事ですが、長男、今年度日大山形ボクシング部キャプテ
ン角田琉星、インターハイ高知大会バンタム級全国３位、
国体東北ブロック大会優勝、10月６日より国体栃木大会
出場します。優勝目指し山形魂を見せてまいります。私も
６日より応援をしに行きます。よろしくお願いします。

佐藤孝子ガバナーよりニコニコ頂戴しております。

〈10月３日〉

　ガバナー補佐を務めております後藤でございます。７
ロータリーゴルフコンペで優勝したということでおめで
とうございます。昨日表彰式に私も出席させていただい
たのですけれども、やはり西クラブさんの会員さんの層
の厚さといいますか、すごさといいますか、改めて感じ
させていただきました。
　ＩＭが２月にございます。市村会長にＩＭの主幹をぜ
ひお願いしますということでお願いいたしました。何回
か実行委員会の会議に出席させていただいて、本当に西
クラブさんのすごさというものを改めて感じさせていた
だきましたし、お願いした私の考えが絶対間違いではな
かったなと思います。これからいろんな形でお世話にな
ります。それも兼ねまして御礼申し上げたいと思いま
す。
　これから佐藤孝子ガバナーからのお話を頂戴するわけ
ですけれども、その都度元気をもらって帰る、元気とい
いますか勇気といいますか、伝わる卓話であります。何
回聞いても私、感動して帰れます。こういった幸せの時
を共にできればなと思っております。ありがとうござい
ます。よろしくお願いします。

後藤　卓也 ガバナー補佐

ガバナー補佐あいさつガバナー補佐あいさつ

市村会長団体優勝挨拶



　皆さま、こんにちは。ご紹介いただきました2022－23
年度、第2800地区のガバナーを務めさせていただきます
鶴岡ロータリークラブの佐藤孝子です。
　本日は山形西RCを公式訪問させて頂きました。ガバ
ナー補佐のリードにより意欲ある会長、幹事の皆さんから
今年度の熱い思い、活動計画をお聞きして大変充実した会
長、幹事会でした。
　早速公式訪問に入らせていただきます。最初にジェニ
ファー・ジョーンズさん、117年目で女性初のＲＩ会長が
ロータリーのテーマの発表をなさったのをちょっとお聞き
ください。

（ＲＩ会長挨拶の動画視聴）

　想像してください。私たちがベストを作る世界を。私た
ちは毎朝目覚める時、その世界に変化をもたらせると知っ
ています。私たちにはみな夢があります。しかし、その実
現のために行動するかどうかを決めるのは私たちです。そ
れを実現させる責任は自分たちにある。昨日のことをイマ
ジンする人はいません。それは未来を描くことです。
　ロゴに込められた意味。先住民の文化で、「Ｌ」は互い
につながっていることを意味しています。7つの点は人を
表すと同時に、ロータリーの７つの重点分野を表していま
す。丸と点を一緒にすると行路を示す星、つまり私たちの
道しるべになります。太い線はいわゆる掘り出し棒で、力
仕事をする時に使うものです。行動を起こす人たちである
ロータリー会員にとって、物事を成し遂げるための道具を
表しています。紫はポリオ根絶、緑は新たに加わった重点
分野の環境、そして白は私たちの中核使命である平和を表
しています。
　今年１月20日からのオーランドでの国際協議会がコロ
ナのために中止になりました。そこで、バーチャルでの国
際協議会ということで、鶴岡の第一ホテルからバーチャル
での国際協議会に参加させていただきました。バーチャル
ではありましたが、皆さんと一緒にロータリーについての
研修を受けて、今まで経験したことのないことを経験させ
ていただき、多くの気づきと感動を体験しました。
ご主人のニックさんはお医者様で次年度ガバナーエレク
ト、お二人で世界を回っておられます。ロータリーの友7
月号にRI会長紹介「ストーリーの語り手」掲載されていま
す。日本の34地区ガバナーの横顔も紹介されていますの
でご覧ください。素晴らしいRI会長と出会えてとても幸せ
です。
　今年、私の年度では、来年の５月27日から31日までメ
ルボルンでオーストラリアの国際大会が開催されます。私
は初めてなので、メルボルンの国際大会に行こうと思って
おります。どうぞ山形のほうから皆さんご一緒に行ってい
ただけたら心強いなと思いますので一緒に行ける方があっ
たら声をお掛けしたいと思います。
　ＲＩ会長からの優先事項ということで、多様性、公平
さ、インクルージョン。私たちはこれを出会いと言って、

同期の中ではこれを一番優先していこうねという話をして
おります。革新的なクラブ、または活動分野に基づくクラ
ブを少なくとも2つ設立、ローターアクトクラブとか衛星
クラブ等です。ローターアクトクラブ、今、申請を出して
おります。大江ロータリークラブさんと河北ロータリーク
ラブさんが中心になりまして、ローターアクトクラブが今
ＲＩのほうに申請を出しておりますので、地区大会、11
月13日には認証伝達式をＲＩの会長代理さんからしてい
ただけると思って楽しみにしております。
　ＲＩのほうは、ローターアクトを組織のリーダーとして
育成ということを昨年からずっと取り上げております。今
年度からはローターアクトにもＲＩの分担金が発生してお
ります。ローターアクトをロータリアンと同じように地区
補助金も使えるよう、同じようにしてくださいというこ
となのですが、2800地区のローターアクトクラブはまだ
まだ自立というところまで行っていないのが現実です。今
回新しくできるローターアクトクラブは青少年交換から
帰ってきたローテックスが中心になってできるローターア
クトクラブで、それは彼女たちのほうから「ぜひ作ってほ
しい。ローターアクトを作ってロータリーと一緒にいろん
な活動をしたい」というその声を聞いてできたローターア
クトクラブなので、そういうローターアクトクラブが刺激
になって2800地区の今までのローターアクトクラブもこ
れからだんだん変化していくのではないかなというふうに
思っております。
　今年度、私の地区の副幹事ということでローターアクト
の３年前の地区代表、板垣沙織さんにも私たちの地区の組
織に入っていただいて、公式訪問を何カ所かご一緒させ
ていただいております。自分の鶴岡ロータリークラブは
ちょっと人数が少ないものですから第２グループに応援を
頼みまして、地区の副幹事は第２グループの各クラブの皆
さまから応援いただいております。今日一緒に来ていただ
いている地区の副幹事さんも余目ロータリーさんから２
人、鶴岡西ロータリークラブさんから１人といって、毎回
地区の副幹事さんの中から応援していただいて、私の公式
訪問に入ってもらっています。その中にローターアクトも
入っていただいて、一緒に公式訪問ということを経験させ
ていただいております。
　ロータリー会員基盤の30％を女性会員に目標というこ
とで、ＲＩのほうは30％ということなのですが、今2800
地区は、６月末、私が始まった時に6.8％というのが女
性会員のパーセントです。なかなか女性会員、まだまだ
2800地区は増えないのですが、今私がこの2800地区の
初めての女性ガバナーということで公式訪問をさせていた
だいて、各クラブで若い人と女性会員の増強ということで
皆さんがんばっていただいているようです。
　ポリオ根絶や世界平和の夢の実現のために行動する。こ
れはジェニファーさんが本当に今年のメインに挙げている
ことで、ポリオ根絶と世界平和の夢の実現ということで本
当に今世界が動いております。いろんな国を回って活動し
ておりますので、私もこのことをがんばっていきたいなと
いうふうに思っております。
　基本理念といたしまして、ロータリーに夢を持って行動
しましょう、そして人と人のつながりを大切にワンチーム
ということを基本理念に挙げさせていただきました。ロー
タリーとは人を育て、心を育てる場所。親睦と奉仕の積み
重ねの中で新しい仲間と出会い、つながっていくことだと
思います。
　ロータリーの原点であるクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉
仕、国際奉仕、青少年奉仕、これらをやることによってだ
んだんと広まっていくことだとは思っております。基本方

ゲスト卓話ゲスト卓話

佐藤　孝子 さん

［国際ロータリー第2800地区ガバナー］



本日出席（10 ／３）
会員総数 出席会員数

100名 74名（Zoom参加５名含む）

針といたしまして、地区内各クラブの活性化を目指す。こ
ちらに関しましては、山形西さんは問題ないと思っており
ます。
　先ほど幹事さんからＩＣＴ情報通信技術を利用して交流
の場を広げるということで、皆さまにＬＩＮＥの募集をさ
せていただきました。コロナということがあって２年間活
動できなかったというので、このＩＴを利用しての皆さま
との情報共有は必ずこれからもまだまだ必要だということ
で、私たちの年度、ホームページから月信に入れます。皆
さんの月信のところに付いていますので、そこのＱＲコー
ドから入っていただけるといろんな情報が入ります。昨
日、第１、第２グループがロータリーデーということで海
岸清掃をいたしました。酒田と鶴岡一緒の、合流でイン
ターアクト、ローターアクト、皆さんを巻き込んでやった
のですが、内陸から東根さんとか新庄さんからもインター
アクト、皆さん来ていただいて200人弱の方が集まって酒
田の浜中海岸の清掃活動をいたしました。酒田市の応援が
ありまして、本当に大勢の皆さまに集まっていただいて、
1年ではできるようなゴミではなく、すごいゴミでした。
それで来年、再来年とこれは続けて、皆さんと一緒にこの
海岸をきれいにしていこうということで話をして、たぶん
新聞社も来ていたので載るのではないかなというふうに
思っております。
　それからフェイスブックは、皆さんスマホから入ってい
ただいて、いつでも見ていただけますので、どうぞご覧に
なっていただければと思います。Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙに登
録ということで、ＲＩの情報もＭｙ Ｒｏｔａｒｙに入っ
ていただきますといろんな情報が入っておりますので、ぜ
ひ入っていただきたいと思います。
　ロータリー財団について理解を深める。先月号でロータ
リー財団のこのセミナーの告知もさせていただきました。
インドのポリオの投与で日本では有名の関場先生、パスト
ガバナーに青森から講演に来ていただきます。そして世界
平和フェローということで、ウガンダの大使館から今お戻
りになっておりますキムラミサキさんという方から来てい

ただいて、そのお話をしていただきます。懇親会はござい
ませんが素晴らしいお話がありますのでどうぞセミナーの
ほうに、これは何人来ていただいても結構なのでよろしく
お願いしたいです。
　そしてポリオデーの開催ということで、地区大会が今日
ご案内に、月信に入っております。地区大会、12、13日。
13日の荘銀タクト鶴岡ではジュディ・オングさんの講演
のあとに皆さんでポリオ、若い人たち、青少年も含めまし
てポリオデーの募金活動をいたしますので、どうぞ大勢の
皆さまで来ていただきたいと思います。
　青少年奉仕活動を支援してということで、インター、
ローター、青少年交換、ＲＹＬＡ、すべて今年は復活いた
します。２年間お休みしていたので、全部これをやります
ので、30周年の記念年次大会、１泊２日でやります。そ
れからローターアクトが新しくできます。青少年交換も４
名、台湾２名、スイスとメキシコ、４名の派遣と来日がも
う成功して、今第２グループ、第１グループで活躍してお
ります。ＲＹＬＡも３年ぶりに５月に開催予定です。今
日、米山奨学生の方もいらしておりました。米山奨学生も
14名ということで今年皆さんのところでがんばっており
ます。応援していただいておりますけれども、今日ご寄付
もいただきました。ありがとうございました。
　それで、ガバナー賞が７項目より３項目、ここはもう全
部クリアだと思いますので、来年の伊藤年度で私が皆さま
に表彰できるのを楽しみにしておりますので、どうぞがん
ばって達成してください。
　クラブの皆様へ、クラブが活性化を目指してガバナー補
佐と連携して各グループ行事、地区行事に積極的に参加し
て、ロータリー活動を楽しみましょう。2022－23年度ガ
バナー賞にチャレンジしてください。人と人のつながりを
大切に、仲間を増やして会員同士のコミュニケーションを
深め、ワンチームとなれますように、皆さまとのチームを
大切に築いていきたいと思います。夢を共有して一緒に行
動いたしましょう。1年間よろしくお願いいたします。ご
清聴ありがとうございました。


