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　５月は「青少年奉仕月間」です。この月間は、若い人々の育成を支援する全てのロータリー活動に焦点を当て
るもので、RIはロータリークラブに「ロータリアンは青少年の模範」というスローガンを活用するよう奨励して
います。

◆ロータリアンは青少年の模範
　子供たちの目に、日本の大人はどのように映っているのでしょう？　人をちゃかし、侮辱し、皆で笑いころげ
る番組をテレビで放映しているのは大人です。家族思いの高齢者を平気で騙し、振込め詐欺をやっているのも大
人です。猥褻な写真やチラシを、子供たちの目につく場所に堂々と貼っているのも大人です。そうしたことで、
お金を儲けているのも大人です。そして今、企業や役所の隠蔽や改ざん、教員、官僚、政治家の破廉恥行為な
ど、日本の愚劣さを世界にさらけ出しているのは、最高学府を出た大人です。悲しいかな、これが日本の現実で
す。だからこそ、子供たちに今一番必要なのは「手本となる大人の姿、目標となる大人の姿」だと思うのです。
それだけに、まさに我々は「ロータリアンは青少年の模範」でなくてはなりません。

◆ＲＩの常設プログラム
　ＲＩは、インターアクト（IA）、ローターアクト（RA）、ロータリー青少年指導者養成プログラム
（RYLA）、青少年交換、ロータリー友情交換（RFE）、ロータリー地域社会共同隊（RCC）の６つを常設プ
ログラムとしています。そして、これらのうち最初の4つが青少年奉仕に関するものです。2800地区もそうです
が、地区には通常、青少年奉仕委員会の下にIA、RA 、RYLA、青少年交換の４つの小委員会があり、活動して
います。

◆インターアクト（IA）
　ＩＡは、12～18歳までの青少年が地元や学校で同世代の若者と交流を深め、地域に役立つボランティア活動に
参加しながらリーダーシップのスキルを培うプログラムで、地元のRCがスポンサークラブとして支援・指導しま
す。具体的には、ＩＡクラブが月に２回の例会を主催
し、活動を計画・実施するなど、自立的な運営がなさ
れます。もちろん、スポンサークラブは熱意ある誠実
なアドバイザー（ロータリアン、顧問教諭、地元の市
民リーダーなど）と協力し、合同例会を開催したり、
奉仕プロジェクトを共同で実施したりなど、青少年の
社会性やリーダーシップの育成に心がける必要があり
ます。2800地区には表のように７つのIAクラブがあ

　ＲＩテーマ

　 地区目標

ガバナーメッセージ

親愛なる会長・幹事・ロータリアンの皆様へ

ロータリー：変化をもたらす
（ROTARY：MAKING A DIFFERENCE）
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　　　～修養、友情、情熱、奉仕、平和、感動～

2017-18年度 国際ロータリー第2800地区
ガバナー　鈴木 一作
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り、具体的な活動については、これまでガバナー月信で採り上げてきた通りです。

◆ローターアクト（RA）
　RA は、18～30歳の若者が大学または地域社会を基盤としてリーダーシップの知識や技能を習得し、親睦と奉
仕活動を通じて、全世界の人々の間により良い信頼関係を推進するためのプログラムで、地元のRCが提唱クラ
ブとして支援・指導します。具体的には、RAクラブが月に２回以上の例会を主催し、活動を計画・実施するな
ど、自立的な運営がなされます。提唱クラブは、奉仕
プロジェクトを共同で実施したり、RYLAへの参加を
支援したりなど、若者の社会性やリーダーシップの育
成に心がける必要があります。世界には8,000を超える
RAクラブがあり、その会員は184,000人に上ります。
2800地区には表のように５つのRAクラブがあり、具
体的な活動については、これまでガバナー月信で採り
上げてきた通りです。

◆ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）
　RYLAは、異なった職業に従事する青少年が数日間の共同生活を通じ、心を開き語り合い、研修し親交を深め
ることで、より良き社会人として、また明日をリードする指導者として更に成長するためのプログラムです。ま
た、ロータリアンにとっては、青少年と行動を共にすることで若者との理解・共感を深める場であるとともに、
未来のロータリアンを自分たちの手で育てることができる唯一の機会でもあります。今年度、2800地区では下記
の要領でRYLAを開催します。ぜひ、全クラブが参加してください。

◆青少年交換
　ロータリーの青少年交換プログラムは、海外の人々と交流し、異文化を体験することによって、生涯にわたる
国際理解の種を播く機会を多くの青少年（15～19歳の学生）に提供するためのプログラムです。このプログラム
は、参加する青少年の人間的成長はもちろん、受け入れクラブ、ホストファミリー、そして地域社会全体にも、
国際理解や平和推進などの大きな恩恵をもたらします。元々は1920年代、ヨーロッパの少数のクラブの間で始ま
りました。1950年代には、この相互交換型で長期的かつ学問的な交換が人気を博し、ロータリー青少年交換の原
型へと発展していきました。そして1972年、RI理事会が世界中のクラブに青少年交換を推奨することを決定した
のです。現在、世界100カ国以上で実施されており、次年度は2800地区で高校生５人の青少年交換プログラムが
予定されています。2800地区で５人というのは会員数の割には全国的にも多い方で、地区委員の努力と地区内ク
ラブの理解・協力の賜です。

◆青少年奉仕活動の全国的な問題点
　私はガバナーノミニー、ガバナーエレクト、ガバナーの３年間、全国34地区の青少年奉仕の状況や具体的プ

田代地区多目的交流館『学びの里TASSHO』
　　　　　　　　　　　　（旧寒河江市立田代小学校)

一人 5,000円
次世代を担う若者のリーダーシップ研修（自信と愛と志）

18歳〜30歳前後の若者男女、ローターアクトクラブ会員

場 所

登 録 料
内 容

参加対象

愛（バースカフェ）担当：鈴木多鶴子（ガバナー令夫人）

2018年６月２日（土）10：30～
　　　　 ３日（日）12：00 昼食後解散（１泊2日）

開 催 日 ：

～ 気づき ～テ ー マ ：

：

：
：

：
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　ガバナーメッセージ

ロジェクトについて学び、見学し、時には今後の展望について当該地区のガバナーや委員長と議論もしてきまし
た。そこで見えてきた全国的な問題点が、

　１．前年度踏襲の奉仕プロジェクトが多い
　２．若者の可能性を引き出すための課題解決型のプロジェクトや、
　　　苦労の中から自信と達成感を実感させるプロジェクトに乏しい
　３．ＲＩの常設プログラムに偏り、地域やクラブ独自の青少年奉仕事業が少ない

の３つです。私自身、それらの問題点を踏まえ、心ある青少年奉仕委員会メンバーとともに、ガバナー任期を通
してチャレンジしてきたつもりです。例えば、地区大会における青少年奉仕活動のプレゼンテーション、ガバ
ナー月信での活動報告、IAやRAの年次大会の活性化、地区目標に準じたテーマ性の強いRYLAの実施などは、上
記の１や２を強く意識したものです。また、上記３の「地域やクラブ独自の青少年奉仕事業」についても、PETS
や地区研修・協議会で具体的なプロジェクトを例示して、強く推奨したところです。それだけに、IA、RA 、青
少年交換とは直接の関わりがないクラブの多くが、地元の小中学生を対象とした独自の青少年奉仕プロジェクト
を実施してくださったことを、私はとても嬉しく思っています。まさに、“2800地区は、ロータリーをきちんと
やっている”のです。

◆ロータリアンの「勇気」と「責任」
　2800地区会員の皆様に謹呈した拙著「本当は大切なこと」のサブテーマは、”偉い人より立派な人に”です。
私にとっての「立派」とは、４Ｓ２Ｙ（誠実、責任、信頼、正義、やさしさ、勇気）であり、恩師から教わった
「私の座右の銘」でもあります。私は、それらの言葉全てを包含するものは「勇気」だと思っています。なぜな
ら、誠実であるためには、また正義を貫くためには、「勇気」が必要だからです。「勇気」がなければ、様々な
状況の中で他の５つ（誠実、責任、信頼、正義、やさしさ）を貫き通すことはできません。そういう意味では、
我々ロータリアンは毎日が勇気です。
　では、他の５つの言葉の中で根幹は何かと問われれば、私は「責任」だと答えます。なぜなら、無責任であれ
ば、まさにそれは不誠実であり、正義に反することであり、信頼されるはずがないからであり、やさしい人だと
いう評価もあり得ないからです。どういう状況であれ、責任を果たすことは、人として最も大切な品格だと思い
ます。
　人生を振り返った時、恐らく私同様、決して順風満帆ではなかったというロータリアンも少なくないでしょ
う。また、艱難辛苦の中、「勇気」と「責任」で乗り越えたというロータリアンも少なからずいると思います。
もちろん、それは家族に対する「責任」であり、従業員に対する「責任」であり、自分を信頼してくれている得
意先や友人に対する「責任」であったと思います。そして、奮い起したのは「勇気」だったはずです。
　若者には夢や冒険、自信や誇り、向上心や克己心、希望、友情、そして弱者への思いやりの心が必要です。も
ちろん、時には失敗や後悔があってもよいでしょう。ロータリーは、それらのプロジェクトを準備してきました
し、今後、さらに磨きをかけていく必要があります。もちろん、「勇気」と「責任」を醸成するプロジェクトで
あって欲しいと思います。
　では、若者に「勇気」と「責任」を醸成する最高のプロジェクトとは何でしょう？　私は、功成り名を遂げて
きたロータリアンが、次代を担う若者のために時間と汗と多少のお金を惜しまない「凛とした真摯な姿」を見せ
ることだと思います。そして、若者に自らの想いを語り、想いを託す（バトンを渡す）ことだと思います。それ
こそ、我々ロータリアンの青少年に対する「勇気」と「責任」ではないでしょうか。言い換えれば、それは「手
本となる大人の姿、目標となる大人の姿」であり、「ロータリアンは青少年の模範」であり、「美しい心、ロー
タリアンの矜持」ということです。ガバナー公式訪問や地区の様々な行事を通して、2800地区はそういうロータ
リアンの集まりであることを私は確信しています。そして、それを誇りに思っています。
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　ガバナーメッセージ

～ロータリー友情交換とロータリー地域社会共同隊～
　青少年奉仕とは直接の関係はありませんが、前述したＲＩの常設プログラムにあるロータリー友情交
換（ＲＦＥ）とロータリー地域社会共同隊（ＲＣＣ）についても述べておきます。
　前者のＲＦＥは、クラブ同士または地区同士で、ロータリアンやその家族が世界の他地域のロータリ
アン家族を訪問し合って友情を深め、国際理解と平和に貢献するプログラムです。2800地区では長年に
亘り、寒河江ＲＣが台湾の斗南ＲＣとの間で実施しています。また地区としては、今年度の地区大会RI
会長代理Dean L Jackson氏の5420地区（米国ユタ州）に行って、３つのロータリークラブと交流する
企画を立てました（ガバナー月信4月号の案内参照）。参加希望者は、５月中旬までにガバナー事務所へ
ご連絡ください。
　後者のＲＣＣは、地元の人たちと一緒に地元のニーズを考え、地域に貢献するためのプログラムで、
クラブがスポンサー（提唱者）となって結成される奉仕活動グループです。現在、世界90カ国以上に
8,500を超えるＲＣＣがあります。また、ＲＩ会長賞の取得項目の１つにもなっており、2800地区では
既に２クラブがＲＣＣを共同提唱し、５クラブと３クラブが共同提唱に向けて準備中と聞いています。
地域との交流、そして公共イメージ推進のためにも、ぜひ推奨したいプログラムです。

ガバナーの想い

～ガバナーの任務とRI会長賞～
　ガバナーの最大の任務は、地区内のクラブを啓発して意欲を与え、クラブが効果的に運営されるように支
援することだと思っています。特に今年度は、全クラブが「RI会長賞」を取得できるよう支援することが、私
にとって最重要の任務と心得ています。言うまでもなく、当地区の石黒慶一パストガバナーが、任期２年のRI
理事であることが大きな理由です。もちろん上林直樹ガバナーエレクトも、「RI会長賞」取得を次年度の重点
目標の１つに掲げています。今年度で取得できれば、次年度も、より容易に取得できるはずです。
　さて、地区内の各クラブにおける「RI会長賞」取得の進捗状況を詳細に調査したところ、私は２つの懸念
を持ちました。１つは、既に実施したはずの事業がMy Rotaryに登録されていないのではないかという懸念
です。特に、報告の仕方が面倒・煩雑な事業ほど、登録されていないように思います。もう１つは、今年度中に
既に登録されていても、７月１日時点で達成が消滅しかねない「会員純増」の項目に対する懸念です。
　前者については、クラブ毎に、報告の仕方の具体的な説明を記したレポートを作成しました。また後者に
ついては、クラブが会員の退会防止に努めることは言うまでもありませんが、それ以外の対策として、ロータ
リー地域社会共同隊（ＲＣＣ）の提唱（特に複数クラブでの共同提唱）を推奨し、その具体的な提唱方法に
ついてもレポートに付記しました。ＲＣＣ提唱は、ロータリーに相応しい、しかも決議23－34にも合致した価
値ある社会奉仕プロジェクトです。ぜひ、推進して欲しいと思います。
　作成したクラブ毎のレポートは、全クラブの「RI会長賞」取得に関する進捗状況一覧表、達成ガイド、ＲＣ
Ｃ結成書などとともに、４月の地区研修・協議会の場で各クラブに配布しました。それらを参考に、あと少し
の頑張りをお願いします。そして、地区内すべてのクラブで「RI会長賞」を取得しましょう。

ガバナーの想い
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社会奉仕コーナー

「グローバル補助金事業」奮闘記
　天童東ＲＣは、グローバル補助金事業（以下Ｇ事業）
として、昨年４月に「タイの子供たちにきれいな水を」
の浄水器支援＄70,000（以後GG175と表示）を申請
し、この度、受理承認されました。ところが、今回で２
回目の申請であったにも関わらず、承認に至るまで大変
苦戦しました。それだけに、今後のＧ事業の推進と実施
の大きなヒントと教訓となるよう、苦戦の内容について
ご報告いたします。

① Ｇ事業は、クラブが地区に申請を行い、その承認後に
ロータリー財団（以下Ｒ財団）へ本申請を行います。こ
の本申請を前回は地区が、今回はクラブが行いました。

② Ｇ事業は、援助国と実施国におけるＲＣの協力が重要
です。今回は、援助担当が天童東ＲＣで、実施担当が
タイの3350地区スリオンＲＣです。ところが、両ク
ラブの担当者は一新されており、残っていたのは天童
東ＲＣの私と阿部米位氏のみで、実質的にはゼロから
の出発でした。

③ 両クラブから、連絡担当者として各３名が選任さ
れます。しかし、“マイロータリー”に書き込まれた
GG175の申請書の承認については、Ｒ財団は両国の
代表担当者(First contact person)の各１名としか応
対をしません。ところが、スリオンＲＣの代表担当者
が病気でリタイア、実質的には英語の苦手な我が天童
東ＲＣだけとの応対が続きました。

④ 天童東ＲＣは、この11年間で前回のＧ事業を含め、
タイの小学校に約40台の浄水器を設置してきまし
た。今回は、タイ北部に設置校38校を選定したとこ
ろ、数校の関係者が以前の設置校と連絡を取り合った
らしく、「中国製は故障が多くて、メンテナンスも
ロータリーでやって欲しい」ということで、覚書ＭＯ

Ｕのサインを拒まれました。結局、私たちは北西部の
チェンマイ地区で設置校の選定をやり直し、浄水器を
５年間メンテナンス込みの日本製に変更しました。

⑤ 最終的には、予定より３ヵ月遅れの昨年12月に設置
校の覚書ＭＯＵが完成、浄水器業者の契約も確定さ
せ、すべての段取りを終了して承認審査に臨みまし
た。GG175の承認審査官はＲ財団役員のキャサリー
ン・エバンス氏でした。彼女からは、「浄水器できれ
いな水を作っても、汚れた手ですくって飲んだり、汚
いコップで飲んだりするのなら意味がない。あなた方
は、教育トレーニングをやりますか？」と質問されま
した。彼女は、Ｇ事業を勉強した上で申請してきた
ロータリアンを無条件で信頼しており、そこで私たち
が「はい、やります」と回答すれば即承認だったので
す。ところが、私たちは「こんなトレーニングをしま
す、こんな準備をします」などと並べたててしまい、
迷走を繰り返したのでした。

⑥ 私たちは、今年２月後半にタイを訪問し、“GG175浄
水器贈呈式”に参加しました。前日にはスリオンＲＣ
の例会を表敬訪問したのですが、驚いたことに、今年
度に日本から受け入れた“Ｇ事業と地区補助金事業”の
金額が2,000万円を超えるそうです。要するに、Ｇ事
業の実施国は、援助国(提案国)の声掛けを常に待って
いるというのが現実なのです。

　皆さんご存じのジャンチブ･ガルバドラッハ氏の所属
するモンゴルのフレーＲＣは、毎年２件以上のＧ事業に
おける実施担当クラブだそうです。援助担当は香港・台
湾・韓国のロータリークラブですが、モンゴルは、日本
にこそ｢米山奨学生支援｣と｢Ｇ事業支援｣を望んでいま
す。現在、そのモンゴルに対して、天童東ＲCの会長エ
レクトは「地区補助金事業として、楽器がない小学校に
リコーダーを」と「Ｇ事業として、外気―30度の時でも
使える屋内トイレ設置を」の２つを計画し、情報を集め
ているところです。
　新興国や途上国は、私たちのＧ事業を常に待っていま
す。そして、６種類の重点分野において受益者の喜びが
目に見えるものであれば、ガバナーを始め、地区事務
所、日本財団事務局、Ｒ財団も応援してくれます。ぜ
ひ、Ｇ事業に取り組んでみてください。

社会奉仕委員会 委員長

武山　茂（天童東RC）
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職業奉仕コーナー

青少年交換・学友コーナー

　「職業奉仕」―、この言葉は辞書に載っていないロータリー
用語です。役立つ仕事は全て価値あるものと認識し、社会に奉
仕する機会として、「職業」と「奉仕」とが一つの言葉となって
いるのがロータリーの「職業奉仕」です。
　「職業奉仕」は、他の奉仕団体にはない言葉。ロータリー
に入会しないと学べない言葉。しかも色々な捉え方があって、
益々学びたくなる言葉。だからこそ、職業奉仕フォーラムを行
えば、ロータリアンは熱く「職業奉仕」を語り合うのだと思い
ます。この難しくも素晴らしい「職業奉仕」という言葉がある
から、ロータリアンを続けている人も少なくないでしょう。それ
は、一国一城の主として、或いは企業の重鎮として、「職業奉
仕」を実践しているという確かな自信と裏付けがあるからこそ
だと思います。

　さて、ロータリーの中核的価値観にある「高潔さ」とは、どう
いうものでしょう。例えば、企業間でビジネスパートナーとな
るための商談にしても、それは人と人との出会いから始まりま
す。そして、「一期一会」の出会い→「親しき仲にも礼儀あり」→
「良い人間関係」→「良い作品（技術、丹精、価格）」へと続き
ます。もちろん、そのように順調に商談が進むには、相手を思
いやる利他の心、自分にも相手にも一生懸命になる真面目さ、
そして誠実、責任、信頼、正義に満ちた人間的な魅力が必要で
す。それらに問題があれば、商談は上手くいくはずがないから
です。要するに「高潔な人柄」―、いい人であります。「スープは
鶏ガラ、人は人柄」、「蕎麦ダシは鰹節、人生は浪花節」といっ
たところでしょうか。高潔な人柄、確かな技術と丹精に裏打ち
された経営こそ、仕事の発展的継続をもたらすのです。
　ロータリーには敬愛できる先輩や仲間がいて、例会やセミ
ナーには自己研鑽と切磋琢磨の場があります。それは、「私は、
ロータリアンである（ロータリアンの矜持）」と言えるようにな
る学びの場であるとともに、自らの「職業人としての高潔さ」を
見つめなおす場でもあるのです。それは、自分の人生を豊かに
してくれるものだと思います。

第6回青少年交換・学友小委員会オリエンテーション報告
　本年４月８日（日）、青少年交換派遣候補学生を対象に、８
月に迫った留学に向けての渡航手続きやビザ申請などのオリエ
ンテーションが、寒河江市の栄寿司で開催されました。
　これまでのオリエンテーションでは、鈴木一作ガバナー、上
林直樹ガバナーエレクト、大久保彰宏ガバナーノミニーはじめ、
当委員会の委員、スポンサークラブなども毎回参加のもと、昨
年８月にロータリー青少年交換留学希望者８名の中から選ば
れた派遣候補学生の女子５名が、ロータリーの親善大使とし
て、また日本からの留学生として、他国の友人や家族と上手くコ
ミュニケーションをとっていくこと、危険なトラブルに巻き込ま
れないように自分の身は自分で守ることなど、様々なことを学
んできました。
　彼女たち５人は、昨年12月に派遣予定国がアメリカ、ドイ
ツ、ブラジルへ各１名、フランスへ２名と決まりました。その後
は、派遣国への提出申請書作成と発送、派遣に向けての予防
接種、派遣国についての学習調査や言葉の勉強をはじめ、自
己紹介で日本や山形について述べるために各地で写真を撮っ
たり資料を集めたりなど、忙しい毎日を送っているようです。こ
のように、鈴木ガバナー年度で留学の準備を仕上げ、上林ガバ
ナー年度に親善大使として留学し、大久保ガバナー年度に帰国

します。帰国後はROTEXとして、貴重な経験や思いを後輩の
派遣候補学生へ伝えてくれることになっています。
　今回のオリエンテーションでは、鈴木ガバナーからは「今こ
ちらで出来ないことは、外国に行っても出来ません。先ず、自分
が輝いて見えるような表現や立ち居振る舞いが出来るようにし
てください。そして、日本の伝統文化など、周囲を感動させるよ
うな知識や技術を少しでも多く身につけてください」の言葉。
それを受けて、上林ガバナーエレクトからは「出発までの約４ヶ
月、まだ４ヶ月もあるぞと考え、派遣国語の習得はもちろん、後
悔しないように最大限の準備をしてください」の言葉。大久保
ガバナーノミニーからは「笑顔は、周りの人を幸せにします。そ
れだけは忘れず、立ち居振る舞いでは常に心がけてください」
のお言葉。
　派遣候補学生たちは、これまでも会合の度に色々なご助言
と励ましをいただき、留学に対する意識も高まり、表情にも輝
きが増してきたと思います。これからは益々忙しくなっていきま
すが、ご両親をはじめ多くの人たちへの感謝を忘れず、健康に
留意して頑張って欲しいと思います。
　最後に。ご多用の中、いつもご出席くださるロータリアンの
皆様、本当にありがとうございます。私も会合に参加させてい
ただきながら、成長しているような気がいたします。心から感
謝申し上げます。

職業奉仕委員会 委員長

藤野 和男（大江RC）

青少年交換・学友小委員会 委員

大泉 みどり（大江RC）
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2017-18年度 東北多地区合同　青少年交換スプリングキャンプ

　本年３月27日（火）～29日（木）にかけて、2520地区の
青少年交換長期委員会の主管のもと、今年度の東北多地区
合同（宮城・岩手、福島、山形）青少年交換スプリングキャ
ンプが、岩手県奥州市で開催されました。当地区からは派
遣候補学生5名、来日学生４名、ＲＯＴＥＸ（ロータリー青
少年交換プログラム修了者）２名、遠藤伸一青少年奉仕委
員長、池田健一次年度地区幹事、そして当委員会の委員を
含め、総勢17名の参加でした。

　初日はライスカレー
で昼食後、午後１時か
らの開会セレモニーで
は国歌斉唱（来日学生
の国歌と日本国歌）、
参加者の自己紹介、佐

藤剛2520地区青少年交換長期委員長による「良き親善大
使となるために」の講演。その後、奥州市の地域交流館アス
ピアに徒歩で移動し、派遣候補学生から英語による３分程
度の自己紹介をしてもらいました。ここで彼らは、それぞれ
の語学力の差を感じたようです。しかも、ＲＯＴＥＸやロー
タリアンから「声が小さい」、「笑顔がない」などの指摘が
飛び交い、これからの厳しい３日間の幕開けとなりました。
引き続いてのオリエンテーションが終わるとホテルに戻り、
渡辺2530地区ＲＩＪＹＥＣ研修委員によるテーブルマナー
教室、そして夕食と続き、夜は３日目の英語での自己PRに備
えて候補学生は猛勉強（睡眠時間は２～３時間）というハー
ドスケジュールの１日でした。
　２日目は９時から派遣先の言語での自己紹介後、アスピ
アに移動して英語の語学研修（日本語使用は厳禁）。午後
からは「古のロータリアンに会おう」というプログラムで、奥
州市にある斎藤實記念館を見学。（ここには、ロータリーの
貴重な資料、例えば米山梅吉翁が会長を務めた東京RC創
立当時の会報などが多数保管されています。なぜ、岩手県
奥州市に保管されているのか？　奥州市に行かれた折に立

ち寄っていただくと、そ
のあたりのことも含め
て、日本のロータリー
クラブの歴史に触れ
ることができると思い

ます。）ここから上林直樹ガバナーエレクトと大久保章宏ガ
バナーノミニーも合流され、懇親を兼ねた夕食会。その後、
候補学生はＲＯＴＥＸと来日学生から徹底的な語学レク
チャーを受け続け、睡眠時間は１～２時間だったようです。
　３日目はスプリングキャンプの総仕上げである英語での
自己PRで、最後の厳しい試練の場となりました。思い通り
にいかず涙を流した候補学生も数人いて、派遣までの残り
の日々を真剣に過ごさなければならないことを強く自覚した
ようです。閉会セレモニーでは、当地区の上林ＧＥ、大久保
ＧＮ、そして2520地区の田中堯史ＧＥから励ましの言葉を
いただき、解散となりました。
　なお、鈴木一作ガバナーは東京のゾーン会員基盤向上セ
ミナーでの講演スピーチ、さらに全国ガバナー会への出席
で、今回のキャンプは不参加でした。楽しみにしていただけ
に、本人が最も残念だったと思います。
　最後になりましたが、このスプリングキャンプは来日学生
とＲＯＴＥＸの参加協力が不可欠で、彼らによる研修レッ
スンの充実度がキャンプ成功の鍵を握るものと、今さらな
がら強く認識できました。ご尽力いただいた2520地区の関
係者の皆様、当地区の遠藤青少年奉仕委員長、そして青少
年交換・学友小委員会の皆さんに、心から感謝申し上げま
す。次年度は2800地区の主管担当です。より中身の濃いス
プリングキャンプとなるよう、委員会の総力をあげて取り組
みたいと思います。

青少年交換・学友小委員会 委員長

今間 勝見（鶴岡西RC）
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青少年交換学生 月次報告

　こんにちは。こちらでは気
温15度以上になる日がほと
んどになり、とても過ごしや
すくなりました。今年は見ら
れないだろうと思っていた桜
も、街の中にちらほらとあっ
て、春を感じることができま
した。
　３月初め、３軒目のホスト

ファミリーに移りました。慣れていた家を離れ、新
しく生活を始めることは毎回大変でしたが、自分の
中で気持ちを切り替えられる良い機会でもありまし
た。何より、それぞれの家で違うルールや習慣を体
験できることは、とても良い経験になっています。
　春休みが終わり、学校も残り２ヶ月です。歴史や
理科系の教科は、最初の頃に比べれば理解できるこ
とが増えたものの、未だに少し苦労しています。で
も、友達に会うことや、好きな授業を受けることは
とても楽しく、あと２ヶ月しかないと考えると本当に
寂しいです。
　２月は悩むことが多かったように思いますが、３月
は、その悩みを解決するために行動することができ
たように思っています。１日１日をできるだけ無駄
にしないように、毎日、小さな目標を立てては、そ
の日のことを振り返るということを心がけました。
目標があるだけで気分も変わり、毎日を充実した気
持ちで生活することができたように思います。
　帰国まで、あと３ヶ月ほどになりました。今は帰り
たくない気持ちでいっぱいですが、帰国までにやり
たかったことを全てやって、悔いなく帰国できるよ
うにしたいと思って頑張ります。

⃝派遣国：アメリカ　　⃝ホストRC：Reno South
⃝スポンサーRC：鶴岡

小林 ましろ さん

　こんにちは。今月は二つの旅行に行ってきました。一
つは、イグアスの滝への４日間の旅行です。イグアスの
滝は、ブラジルとアルゼンチンにまたがる世界最大の滝
です。１日目はブラジル側のイグアスの滝、２日目はパ
ラグアイで買い物、３日目はアルゼンチン側のイグアス
の滝です。４日間でブラジル、パラグアイ、アルゼンチン
に行ったことになりますが、国によって町の雰囲気が全
然違いました。この旅行は50人くらいの留学生と行きま
したが、クリチバから参加したのは私を合わせて２人だ
け。おかげで、新しい友達もできました。特に、ドイツ、
フランス、メキシコ出身の留学生３人とすごく仲良くな
りました。

　もう一つは、クリチバからバスで４時間離れた島への
旅行です。島はすごく綺麗な所でしたが、海の波の勢い
が強すぎて泳いではいけないと言われたので、足だけ
水に入れてきました。今回がロータリーの最後の旅行で
したが、ブラジルに来て一番困ったことなどを皆で話し
合いました。
　今月は、クリチバからの留学候補学生の派遣国が決
まる発表会がありました。留学候補学生は、自分が行
きたい国の文化を紹介しなくてはなりません。クリチバ
には、留学希望者が毎年50人以上います。テストを受
け、成績の良かった人から派遣国が決まります。山形に
来る留学生も決まりました。日系ブラジル人で、以前か
ら日本に興味を持っている女の子です。私も話したこと
がある人だったので、とても嬉しかったです。
　来月は、学校で日本についてのプレゼンテーションを
10分間します。ブラジルの友達に、日本のことをたくさ
ん教えたいと思います。日本に帰るまで約３ヵ月となり
ました。支えてくれている人たちに感謝の気持ちを忘れ
ず、残りの時間を大切にしていきます。

⃝派遣国：ブラジル　　⃝ホストRC：Opera de Arami　　　　　　　
⃝スポンサーRC：山形西

小林 由佳 さん
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～駒姫を目指せるか？～
　本来、子供たちは大きな力を持っています。ところが子供たちは、力の出し方を知らない、力を出しても良い評
価を得られる自信がない、なにより失敗と目立つことを嫌う、勉強や部活以外はゲームやスマホなどに時間を費
やす、結局は自らの可能性を伸ばす機会を逃しているような気がしてなりません。
　400年以上前の戦国時代、理不尽にも豊臣秀吉から処刑された最上義光の娘、14歳（数え15歳）の駒姫は、
「罪なき身を世の曇りにさへられて共に冥土に赴くは五常のつみもはらひなんと思ひて、”罪をきる弥陀の剣にか
かる身のなにか五つの障りあるべき”」という辞世の言葉を残しています。現代の14歳で、この駒姫の知性と教養
と表現力、そして覚悟を兼ね備えた若者は、果たしてどのくらいいるでしょう。「親」は「木の上に立って見る」と
書きますが、それでは駒姫を目指せません。
　子供たちの可能性を引き出すためには、手本を示し、やらせてみて、失敗すれば考えさせ、たしなめ、叱り、励ま
し、おだてあげ、勇気を与え、決して見離さない。そして見事なまでの成果へと導き、それを高く評価し、達成感
を味あわせる。“本気で必死にやれば、ここまで私はできるんだ”という自信をつけさせる。もちろん、やり方は駒
姫の時代とは違うでしょうが、現代の若者にも、駒姫に匹敵する力は身につけられるはずなのです。要は、大人
が子供たちの大きな潜在力を本気で信じていて、かつ引き出す術（すべ）を駆使できるかどうかだと思います。
　そんな想いで取り組んだ私の奮闘記を、寒河江市内の中学校長が書いてくださいました。学校の了解のもと、
次のページに転載しましたので、今後の青少年奉仕・育成の参考にしていただければ幸いです。

～ガバナー特別表彰～
　立川ＲＣが、本年６月30日付けでクラブを解散いたします。会員数12名、会員平均年齢は75歳ですが、今年
度は第２ブロックで大滝孝一ガバナー補佐を擁し、ガバナー方針に沿った充実したＩＭをホストクラブとして立派
に主催されました。それだけではありません。現時点で米山記念奨学会の特別寄付金を会員全員が出している
のは、2800地区では立川クラブだけです。財団寄付も、奉仕事業も、例会での会長スピーチも、どのクラブにも
引けをとらない素晴らしい内容です。ＲＩ会長賞にしても、余目ＲＣの協力で「ロータリー地域社会共同隊」を共
同提唱し、すべての項目を達成されました。それだけに諸般の事情によるクラブ解散は大変残念ですが、立川ク
ラブは創立以来43年、最後の最後までロータリー精神を貫き、まさに今年度の地区目標「美しい心、ロータリア
ンの矜持」そのものだと思うのです。だとすれば、私はその心意気に応えたい。いや、応えられないようでは、何

がガバナーだ、何がロータリーだ、何が「美しい心、
ロータリアンの矜持」だ…という想いです。
　ＲＩ会長賞は、本年７月１日時点の達成状況で、
国際ロータリーが決定します。しかし、７月１日には
立川ＲＣは存在しません。要するに、このままでは
「幻のＲＩ会長賞」で終わってしまうのです。私はそ
の「幻のＲＩ会長賞」に代えて、地区研修・協議会の
場で、上林直樹ガバナーエレクトの特別なお取り計
らい、そして参加された次年度クラブリーダーの皆
様の友情とご理解のもと、立川ＲＣに「ガバナー特
別表彰」を授与いたしました。ここに、謹んでご報告
申し上げます。

ガバナーの想い

ガバナーの想い
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平成29年度12月号 編集発行 寒河江市立陵東中学校

「 可能性を引き出す 」 校長　鈴木 和彦

　“本校の生徒は表現力が足りない”―、本校教員の多
くが共通して挙げている課題の一つです。しかし、今
回の陵東祭を通じて、そのとらえ方を改めなければな
らないと感じていま
す。そう思う理由の
1つとなったのが、
開祭式での「テーマ
劇」です。
　本校では昨年度か
ら陵東祭の開祭式で
テーマ劇を実施しており、その際、本校の学校医で、
「桜桃座」演出監督でもある鈴木一作先生からご指導
をいただいています。今年度のテーマは「咲～希望の
花を咲かせよう～」。昨年度と違って、今年度はシナ
リオづくりから生徒自身が行うことになりました。

　私は、陵東祭２
週間前の最初の台
詞合わせの場面に
少しだけ立ち合い
ましたが、果たし
てこれが劇になる
のだろうかという
レベルでした。し

かも、一作先生からは「今年は、自分たちで考えて
やってみなさい」という言葉があり、一層不安になっ
たものです。残された練習回数はわずか数回。心配に
なって、陵東祭の数日前、練習の様子をそっと覗いて
みました。すると、一作先生が指導されている声が聞
こえてきました。「その時はどうする？」、「どう表
現すれば伝わる？」、「さあ、考えて」、「思ったこ
とは、どんどん発言しなさい」…きっと、一作先生の
頭の中には色々なアイ
ディアがあったはずで
す。しかし、敢えて“自
分たちで考えなさい”を
貫き、子どもたちの発
想を引き出していまし
た。また、演技を恥ず

かしがる生徒には、「それじゃ伝わらない！」「もっ
と大きく表現しなさい！」と、思い切り表現すること
を要求していました。その熱のこもった指導に、２週
間前はおどおどするばかりだった生徒の声や動き、表
情が少しずつ変化しているのを感じました。
　そして当日…ステージ上には自信にあふれ、思い切
り表現する生徒たちの姿がありました。まるで、表現
することを楽しんでいるかのようでした。わずか10分
足らずの劇でしたが、生徒たちの生き生きとした演技
に、会場全体が引き込まれてしまいました。テーマ劇
を終えた生徒たちの表情は、やりきった達成感と喜び
にあふれていました。その姿を見て、「子どもたちに
表現力がない
のではない。
むしろ表現し
たがっていた
のだ。これま
で、その力が
十分に引き出
されないまま
でいただけな
のだ」と思いました。
　子どもたちは、自分自身も自覚していない大きな可
能性を秘めています。私たち大人、特に教師の役割
は、子どもたちが持っている可能性を引き出し、自信
と勇気を与え、力を伸ばしていくことです。そして、
その根底にあるのは、子どもに対する愛情と熱意、根
気である…ということを、今回、再認識させられた気
がします。
　今、表に現れている姿だけで子どもたちの力をとら
えるのではなく、“可能性を引き出す”という、私たち
本来の使命を自覚し、工夫と努力を重ねていきたいと
思います。
　大変お忙しい中、昼休みの時間や放課後にわざわざ
時間を作ってご指導いただいた鈴木一作先生に、改め
て感謝申し上げます。
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　厳しかった雪の季節も終わり、新たな芽吹きの始
まりの３月20日、米沢上杉ＲＣ創立55周年記念事
業の一つとして、米沢市長の中川勝様のご臨席を賜
り、「道の駅米沢」で米沢市の「木」コメツガとハ
ナミズキの植樹式を行いました。「コメツガ」は当
クラブ55周年に合わせて高さ５.５mのものを、また
「ハナミズキ」は冬期間の管理を考慮して巨大なフ
ラワーポット２基を植樹いたしました。

　当地域の長年の悲
願であった「東北中
央自動車道：米沢北
～福島間」が昨年
11月に開通し、置
賜地域のゲートウェ
イとして、また観

光産業の発信基地としての「道の駅 米沢」が４月20
日に開業します。この記念すべき年にあたり、イア
ン・ライズリーＲＩ会長の「会員が一人一本の木を
植える」運動に応える形で、「道の駅 米沢」に記念
植樹をさせていただく機会を得たことは、当クラブ

にとって歴史に残る事業となりました。
　長年にわたる先輩諸兄の英知と熱い思いで実現し
た「道の駅 米沢」は、吾妻連峰の山並みを背景に、
地域発展のシンボルとして建設されました。この地
で、コメツガとハナミズキが地中深く根をはり、大
きく枝を広げ続け、訪れた方々の「憩いの場」とな
ることを願ってやみません。

　４月14日（土）、寒河江市の「こころの宿：一龍」で今
年度第４回の諮問委員会が開催されました。

　１． ２月　第３回諮問委員会の議事録確認の件　　
＜了解＞

　２．ＲＩ会長賞取得の進捗状況の件　＜報告のみ＞

　３．規定審議会と決議審議会の件
　　　・月信４月号に掲載済み　＜報告のみ＞
　　　・ 現在、地区内クラブから決議案提出の申し入れ

はない　＜報告のみ＞

　４． 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会理事改
選の件

　　　・武田和夫パストガバナーを推挙する　＜了解＞

　５．地区研修のあり方の件
　　　 ・2800地区独自の地区研修用資料を作成する

　＜了解＞
　　　・ 地区研修リーダーによる研修時間を十分確保

する　＜了解＞

　６．地区事務所移転の件　
　　　・移転費用は特別基金から出す　＜了解＞
　　　・ 各クラブへ文書送付による周知、月信５月号掲

載による周知　＜了解＞

　７．石黒慶一RI理事への激励の件
　　　・ 特別基金から200万円（任期２年分）の激励支

援金を出す　＜了解＞
　　　・ ４月22日（日）の地区研修・協議会の会長幹事

会で報告する　＜了解＞

米沢上杉RC幹事

前山 健二

2017-18年度 地区幹事

奥山 吉一（寒河江RC）

創立55周年記念事業 「道の駅 米沢」への記念植樹式

第４回諮問委員会報告
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米山カウンセラー説明会＆米山奨学生オリエンテーション

　2018学年度の米山奨学生は、全国で854人です。新規
採用者602人、継続者252人（４月10日現在）で、800人
を超えるのは2012年以来のことです。国・地域別にみる
と、中国39.2％、ベトナム14.8％、韓国9.8％、マレーシア
4.4％、台湾4.1％の順。プログラム別では、学部・修士・博
士課程奨学金が788人（学部：299人、修士：280人、博士：
209人）、地区奨励奨学金16人、クラブ支援奨学金12人、
海外学友会推薦奨学金5人、海外応募者対象奨学金33人
です。
　2800地区では、本年４月７日（土）10時よりホテル
キャッスルで、2018学年度の米山カウンセラー説明会＆米
山奨学生オリエンテーションが開催されました。当地区の
2018学年度の奨学生は、前年よりも２名増えて、継続奨学
生を含めて12名（男女ともに各６名）です。

　 第一 部 の『カウン
セラー説明会』では、
鈴木一作ガバナーから
「米山奨学生には、ク
ラブの例会や事業に積
極的に参加して日本へ

の理解を大いに深めてもらいながら、日本と母国との架け
橋、そして将来はロータリアンになってもらえるよう、心の
こもったお世話をお願いします」という話があり、参加され
た米山カウンセラーの方々を激励されました。
　続いて、長谷川憲治直前ガバナーが「カウンセラーの心
得」について、また大久保章宏米山奨学委員長・ガバナーノ
ミニーが「米山記念奨学会の成り立ち」について説明されま
した。その後、小生（次期米山奨学・学友委員会委員長）が
「カウンセラー・サブ世話クラブへのお願い」と題し、奨学

生受け入れに関する詳細を説明しました。その際、カウンセ
ラーの方々が熱心に聞き入ってくださっている姿を見て、私
も胸をなでおろすことができました。
　第二部は『米山奨学生オリエンテーション』で、奨学生
にはここから参加してもらいました。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。最初に、鈴木
ガバナーから「奨学生に期待すること」について話があり、
次に米山奨学会常務理事で地区米山奨学委員会カウンセ
ラーの武田和夫パストガバナーから「米山記念奨学事業に
ついて」の説明がありました。その後、「ロータリーと米山
奨学金：その精神と特長」、「サブ世話クラブについて」、
「提出書類、奨学生心得、確約書、奨学金受領確認書、
バッジについて」など、詳細なオリエンテーションが行われ
ました。
　続いて、山形米山学友会の高吉嬉会長から『米山学友会
について』の説明があり、山形米山学友会のアナル・ガリド
君からは『米山奨学生になって感じたこと』について話して
もらいました。特に、自分が米山奨学生だった頃、当時のカ
ウンセラーから「大人は、白黒をつけないんだよ」と言われ
たエピソードを高吉嬉会長が語っていた時、何度も深くう
なずいていた鈴木ガバナーの姿が印象的でした。
　その後、参加された米山奨学生、指導教員、カウンセ
ラーの方々からもスピーチをしていただきました。奨学生は
流暢な日本語で分かり易く話をしていましたが、厳しい選考
を経て選ばれただけあって、学力やコミュニケーション能力
の高さを実感したところです。
　第三部は『昼食会』で、約１時間の和やかな団欒の場とな
りました。最後に、上林直樹ガバナーエレクトから閉会挨拶
をいただき、本日の会合を閉じました。
　2800地区では、ロータリーの事業が重ならない限り、こ
うした会合にはガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミ
ニーは必ず出席されています。職務上、当然のこととはい
え、本当に有り難いことだと思っています。

米山奨学・学友委員会委員

田中 隆一（米沢RC）

第３代よねやま親善大使のお知らせ
　「第３代よねやま親善大使」には36人の学友・奨学生から応募があり、３人の方に
決定しました。そのうちの１人が、エンフボルド・ボロルトヤさん（モンゴル：2010-
12、米沢ＲＣ）で、モンゴル米山学友会創立理事。2016-17 年度の第3450地区ツェ
ツェーグンRAC 会長をつとめ、会長賞を受賞。在モンゴル日本国大使館勤務を経て再
び来日し、現在はＡＩ関連企業に勤務しています。他の２人は、エジプト人のアブデル
アール・アハメドさん、韓国人のイヨンエさんです。親善大使の任期は2018年７月から
２年間、各地区の行事等でロータリー米山記念奨学事業をＰＲします。



　1923年（大正９年）９月１日に起きた関東大震災後の2
回目の例会、それは創立記念日のお祝いも兼ねた10月24日
だった。米山は、大震災に対する国際ロータリーや各地の
ロータリークラブの同情と好意、しかも素早い対応に触れる
とともに、９月４日付のRI会長の電報“国際ロータリー及び全
ロータリークラブを代表して深甚なる同情の意を表す。何で
もお手伝いすることあれば幸です”や各地から寄せられた見
舞状等を読み上げた。ちなみに、この時のＲＩ会長は、鈴木一
作ガバナーが最も信奉するGuy Gundakerだった。そして、
ロータリー精神の発揚とこれに基づく活動の必要を訴え、各
地に対し感謝の意を表すべきであると述べた上で、米国の友
人から贈られたロータリーのバッジをメンバーに示した。そ
れは、米山のオフィスの灰の中から掘り出され、元の形と色
合いを保ったまま奇跡的に発見されたものである。そして、
“この小さなバッジのように、Rotary Spiritは、地震や火災に
よっても生きながらえ、輝きつづける”と訴えた。
　震災後の第３回目の例会は、11月14日であった。米山は、
「東京クラブの例会が月１回であるのは、RIの通念から見る
と変則であるが、創立当時の事情からやむを得なかった。震
災復興の困難な事業に直面した今こそ、会員はロータリーの
大きな目標を達成するために、さらに深い友情と親睦を確立
する必要がある。これからは毎週１回、例会を開くことを提案
する｡」と諮った。この提案は、満場一致の賛成を得た。 
　こうして、毎週１回の例会を開くことができるようになっ
た。これも大震災のもたらした結果である。震災の好意に対
するお礼やこれらのことを報告した東京クラブの会長に対

し、RI会長から、“毎週例会を開くように
なったという情報は、非常な喜びである”と
いう返事がきた。RIとしても、東京クラブの
変則的な例会は頭痛の種であったことであろう。 
　11月14日のこの例会で、救援金の使途について特別委
員会を設けることになり、委員に米山ら５名が指名された。
この委員会が提案した事業のうち、とりわけロータリーの家
（Rotary Home)は、後々まで世間にロータリーを印象づけ
ることになった。
　ちなみに、17の国と地域の503ロータリークラブ（米国
375クラブ、英国60クラブ、カナダ40クラブなど）から救
援金、救援品が寄せられた。救援金は、最終的にRIより７万
4216円30銭、他のロータリークラブその他を含めて１万
4944円82銭、合計８万9161円12銭となった。今の金額にし
たら、相当の大金である。 
　東京クラブの『わがクラブの歴史』に、次のような記述があ
る。「大震災直後に於ける機敏な米国の好意が日本国民に与
えた感銘は大なるものであったが、同時に東京クラブはロー
タリー精神を身に沁みて感得し得て、心の底からロータリー
の発展を念願し、世界の各国民に対し好意と友情を以て接
することは国民外交の要諦であることを知った。此の事実は
東京クラブに関する限り震災のもたらした忘れ得ざる収穫で
あって、その後、機会ある毎に各国ロータリークラブ会員の
来訪を歓待すると共に、ＲＩ大会には万障を繰りあわせて出
席者を送る様になったのは嬉しいことである｡」

（参照：米山梅吉記念館資料「米山梅吉 そのロータリーとのかかわり」）

ロータリー情報のコーナー 〈 ９ 〉 ロータリー情報小委員長　野川 勝弘i



表 彰 関 係

Benefactor

ＰＨＦ

第１回米山功労者

ＰＨＦ ＰＨＦ

鈴木 一作
（ 寒河江 RC ）

玉谷 信義
（ 西川月山 RC ）

遠藤 千鶴子
（ 天童 RC ）

設楽 新太郎
（ 西川月山 RC ）

設楽 光利
（ 西川月山 RC ）

新入会員紹介

米沢上杉 RC
第５回米山功労クラブ

〈 米山功労クラブ 〉

楽天イーグルスVS西武ライオンズ ２軍応援観戦のお知らせ

国際ロータリー第2800地区
地区事務所移転のお知らせ

中山 RC 主催の野球応援観戦による 2800 地区クラブ親睦事業が開催されます。参加希望者は、クラブ単位
での事前申し込みが必要です。

　国際ロータリー第 2800 地区の地区事務所が、本年 4 月
27 日より下記住所へ移転しました（電話・FAX・メールアド
レスは変更なし）。
　なお、鈴木一作ガバナー事務所は、これまで通りです。

2018年６月２日（土）13：00試合開始 ／ 雨天中止（当日10：00に決定）

〒994-0027
山形県天童市桜町2-20
国際ロータリー第2800地区・地区事務所

荘内銀行・日新製薬スタジアムやまがた（中山町：山形県野球場）

５月23日までに、クラブ単位で申し込んでください
中山RC楽天観戦委員長　 小松 努 まで　　　　　　　　　　　　　　　　

☎090-3759-8882 ／ Fax 023-662-3973　　
（人数変更は5月28日まで)

一人 4,000円（観戦チケット代、弁当飲み物代を含む）

当日、野球場正面入口集合時にクラブ単位で徴収

開 催 日

新 住 所：

場 所

申し 込 み

登 録 料

：

：

：

：

池田 拓弥
所属クラブ
職業分類
入 会 日

／鶴岡西
／空調設備
／2018.４.２

鈴木 鉄也長沢 章広
所属クラブ
職業分類
入 会 日

所属クラブ
職業分類
入 会 日

／米沢中央
／板金業
／2018.４.13

／米沢
／運転代行業
／2018.４.12



５月の
地区スケジュール

〒991-0041  寒河江市寒河江鷹ノ巣７番地
TEL：0237-85-1882　FAX：0237-85-1883　
E-mail：ri2800suzuki@helen.ocn.ne.jp

〒994-0034  天童市本町2-1-31 天童セントラルホテル２F
TEL：023-687-0208　FAX：023-687-0209　
E-mail：ri2800@muse.ocn.ne.jp

http://www.rid2800.jp

◇ガバナー事務所

今月の言葉

◇地区事務所

◇ホームページ

５/1 火
2 水
3 木 憲法記念日
4 金 みどりの日
5 土 こどもの日
6 日
7 月
8 火
9 水

10 木
11 金

12 土 　  青少年交換プログラムセミナー（千葉市）
　  第23回日本青少年交換研究会（千葉市）

13 日 　  天童3クラブ合同植樹例会　　　　　　　　　　　　　
14 月
15 火
16 水
17 木
18 金

19 土
　   第2回歴代地区幹事・資金委員長会議
　  米山温泉懇親会（寒河江）
　  地区大会（福岡：宗像RC)　　　　　　　　　　　　                

20 日
21 月
22 火
23 水
24 木
25 金

26 土 　  米沢RC60周年記念式典
　  地区大会（茨城：石岡RC)

27 日 　  クラブ事務局担当者研修会（酒田市）　
28 月
29 火
30 水
31 木

６/1 金 インターアクト年次大会
2 土 　  RYLA（寒河江市）
3 日
4 月
5 火
6 水
7 木
8 金
9 土 第5回諮問委員会

10 日

寒河江公園「さくらの丘」に、寒河江さくらんぼロータリー
クラブ創立30周年を記念し、1,000本のつつじが植栽された。

寒河江公園（長岡山）


