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互いに学び成長していこう」
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皆様こんにちは。秋風が心地よい季節となりました。スポーツの秋・読書の秋・
食欲の秋と、この時期はいろんな活動に適した季節となりました。本日は年に一
度のガバナー訪問例会という事で、大変お忙しい中、鶴岡より佐藤孝子ガバナー
に来ていただきました。後でガバナー卓話をおねがいしていますので、皆さん楽
しみにしてください。また、佐藤ガバナーの「ロータリーに夢を持って行動しま
しょう」を基本理念のもと、我が山形南ロータリークラブはその夢を持った行動
を通して「人と人のつながりの中で互いに学び成長していこう」というテーマを

作りました。人は何歳になっても夢を持ち続け挑戦して成長していく限り心は青春時代だと思っ
ています。今年度始まってまだ４ヵ月目ではありますが、来年の年度末には私も含め皆さんが少
しでも若返ってことに期待しているところです。
さて、最近コロナ関係の世界情勢をテレビなどの映像を見ているうちに、たいへん面白いこと
に気がつきました。未だコロナが終息していない中、ヨーロッパやアメリカの人たちはほとんど
マスクを付ける人は少なくなっているようです。しかしまだ、日本人は法的にマスクを付けなけ
ればならないわけでもないのに、ほとんどの人はしっかりとマスクをしています。まして、公共
の場であれば100％近い方がマスクをしています。もちろん、文化の違いや習慣の違いはあると
は思いますが、それだけの理由ではないと私は思います。欧米ではマスクをしている人は感染し
た人で、他人にうつさないようしなければならない理由でマスクをしているとのことです。それ
に対し、日本人は自分自身がうつらないようにするだけでなく、万が一自分が感染しても人にう
つさないようにしようという心に奥ゆかしさとやさしさを持っているからこそ、コロナが終息し
つつあっても皆がマスクをしっかりと付けているのだと思います。日本人の奥ゆかしさ、謙虚さ、
そして聖徳太子の十七条憲法和の第一条「和をもって貴しとなす」という精神がしっかりと日本
人の心に根付いているのではないかと思っています。そして、このことはロータリー精神に通じ
るものがあるのではないでしょうか。コロナ感染に対する安全が確定していない時期ですが、こ
んな風に考えるだけで、マスクをしている辛さが少しは和らぐのであれば幸いです。以上で会長
あいさつを終わります。ありがとうございました。

幹事報告

佐 々 木 啓 充 幹事

本日は４点ございます。
１．10月22日㈯に金井こども園の園児たちと悪戸
いも収穫体験例会を青少年奉仕委員会の担当で
行います。ご案内をFAXにてお送りしておりま
すのでたくさんの方のご参加をお待ちしており
ます。
2．山形東ロータリークラブが後援として
「被爆ピ
アノ平和コンサート」
が10月８日㈯に山形中央公
民館で開催されます。チケットが５枚届いており
ますので受付にて配布いたします。先着５名様と
させていただきます。
3．来週10月11日㈫は祝日の週につき休会となり
ます。
4．本日の例会終了後に理事会を開催いたしますの
で理事の方はお残り下さい。

委員会報告

親睦活動委員会 鉄 浩二 君
10月の誕生日は丹野善将君、菊地賀治君、間木
野仁美君の３名の方です。おめでとうございます。
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米山奨学生コウ・シクンさんに奨学金の贈呈。

丹野

善将 君

誕生祝いありがとうございました。
誕生祝いありがとうございました。

妻の誕生祝いありがとうございました。

佐藤ガバナー本日はありがとうございます。
山形新幹線の料金に異議申す。

誕生祝いありがとうございました。

佐藤ガバナー本日はありがとうございます。
きらやか銀行佐藤さん入会ありがとうござ
います。
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佐藤ガバナーとは、2010−2011年度同期
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います。

す。まるごとマラソン完走できました。

の会長でした。公式訪問ありがとうござい
ます。

佐藤ガバナーと１時間じっくりお話させてい

ただきました。今後もよろしくお願いいたし
ます。

後藤憲一ガバナー補佐

ます。

ガバナー公式訪問ありがとうござい

10月度理事会報告〈協議事項〉
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１. 10月22日㈯の悪戸いも収穫体験例会において金井こ
ども園の園児たちに昨年同様の記念品（文房具）を贈呈
し、悪戸いもを会員の方には無料でお持ち帰りいただく
事で承認されました。
２. 第２回クラブ協議会で稲村国際奉仕委員長よりお話
しがありましたクールジャパン例会を今後も継続するか
どうかを協議し、ぜひ今後も稲村委員長を中心として継
続して頂きたいとの結論となりました。
３. 2021−2022年度地区資金報告書を各理事にご提案
いたしました。各理事より異議がなければ承認とさせて
いただきます。
４. 大久保米山奨学会委員長より理事の方へ米山奨学会
への10万円の寄付のお願い（強制ではない）があったこ
とを報告いたしました。
５. 50周年事業での山形市との連携協定締結を受け、山
形市の青少年健全育成活動にクラブとして参加していく
事を理事会で協議し承認を頂きました。

ガバナー公式訪問卓話

ガバナー公式訪問
国際ロータリー第2800地区
2022−23年度ガバナー
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2022 〜 2023 年度ガバナーの鶴岡 RC 佐藤孝子です。本日は山形南 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。私はオーランドでの国際協議会がバーチャルに変更になりま
したが、参加させて頂き多くの気づきと感動を体験させて頂きました。ジェニファー・ジョーンズ RI
会長は、国際ロータリー 117 年目で初めての女性会長です。
RI テーマ「イマジン ロータリー」とロゴマークが発表されました。バーチャルではありましたが、
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。３年ぶりにヒューストン国際大会が６月４日〜８日に開催されました。
参加した同期のガバナーからの写真です。2023 年５月 27 日〜 31 日オーストラリアでメルボルン大
会が開催予定です。地区の皆様ご一緒に行きませんか？
RI 会長からの最優先事項「多様性・公平さ・インクルージョン」への取り組み
＊ 革新的なクラブ又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 衛星クラブなど）
＊ ローターアクトを組織のリーダーとして育成（ローターアクトの自立支援）
＊ ロータリー会員基盤の 30％を女性会員に目標
＊ ポリオ根絶や世界平和の夢の実現の為に行動する
とてもハードルの高い難しいことだと思いますが１歩ずつ推進していきたいと思います。
ガバナー年度の基本理念「ロータリーに夢を持って行動しましょう !! 」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繋がっていく事だと思います。
私は神奈川県川崎市より鶴岡市羽黒町に嫁ぎました。来年５月で金婚式（50 年目）を迎えます。家
は主人で３代目の歯科医院、４代目は次女夫婦が継いでくれました。３人の子供達、７人の孫達は私
の宝物です。2000 年 12 月にロータリーに入会、22 年目を迎えます。家事一筋だった私がロータリー

に出会い、新しい世界が生まれました。多くのロータリアンの皆様と出会い、沢山の奉仕活動の中で
多くの事を学び自分を成長させて頂いたと感謝しています。ガバナー年度の基本理念「ロータリーに
夢を持って行動しましょう !! 」
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、
繋がっていく事だと思います。
基本方針
＊地区内各クラブ活性化を目指す
全員参加のクラブ作り・心から満足出来るクラブの実現・ガバナー補佐との連携が大切
＊ICT情報通信技術を利用して交流の輪を広げる
2800地区 公式ホームページ・公式LINE・公式Facebook ガバナー月信のQRコードからご利用く
ださい。My Rotary に登録お願いします！
＊ロータリー財団について理解を深める
・10月29日㈯地区ロータリー財団セミナー開催予定
インドNID・世界平和フェローについて体験者からストーリーを聞く
・ポリオデー開催 11月13日㈰地区大会の中で開催予定
＊青少年奉仕活動を支援して若いリーダーの育成をする
・インターアクト 今年度は第30回記念年次大会企画開催
・ローターアクト 第４グループに大江RC中心で新しいローターアクト
設立準備中です。
・青少年交換 ３年ぶりスタート（月信７月号、派遣・来日学生掲載）
・RYLA 研修会を３年ぶり開催予定
＊米山奨学・学友事業を支援する
クラブの皆様へクラブ活性化を目指して、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。2022〜2023年度ガバナー賞にチャレンジして下
さい。人と人の繋がりを大切に、仲間を増やして会員同士のコミニケションを深めONEチームとなれ
ます様に皆様との”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致しま
しょう!!
ご清聴ありがとうございます。

本日の
お料理
本日出席・前回修正出席

前菜・漬物、海老のチリソース煮、鶏肉の香味蒸し、
揚げ豆腐と野菜の油淋仕立て、白身魚のオーロラソース、
豚肉と野菜の炒め物、白飯、スープ

2800地区公式 Line友だち
登録をしてください。
役立つ情報をお届けいたします。
宜しくお願いいたします。

本
日
前回修正

会員総数
５2 名
５５名

出席義務会員数
５０名

出席会員数
３1 名
４４名

出 席 率
88.00％

他クラブで
メークアップ
された会員

※本日の結果は２週間後に報告
※修正は２週間前の結果報告
出席会員数÷算出会員数＝出席率
算出会員数とは? 出席義務会員＋メイク免除会員の出席者
出席会員数とは? 出席義務会員の出席者＋メイク免除会員の出席者＋メイク会員

