
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 

「直前ｶﾞﾊﾞﾅｰ・研修ﾘｰﾀﾞｰとしての一年を想う」 

講師 / 新関彌一郎 パストガバナー  担当～会長・幹事 
 

研修リーダーとは、地区の新しい年度が研修を 

行うのを監督する役目です。私の年度は、野川年 

度の残っている資料を参考にさせて頂きスムーズ 

にいきました。新しい年度で、ガバナーが決まれば 

次にガバナー補佐が決められます。次に組織を動 

かす委員と大委員長が決められます。次に行う地区 

チーム研修では、ガバナー補佐と地区役員が集まって顔合わせをやり

ます。次にガバナー研修、国際協議会があり、年度のテーマ方針が決

まります。それを各地区に持ち帰りガバナー補佐や大委員長に伝え、

この地区の方針を決めます。次にペッツに於いて各クラブの会長にク

ラブ運営の心構えを決めてもらう。その後地区研修協議会があり会長

幹事各委員が集められ次年度の方針が発表に成る。 

私の年度は、天童東のスタッフのお蔭で無駄のないスムーズな運

営が出来ました。それで新関年度ではなくて天童東年度と呼ばれたい

と思っています。池田年度は物事を省略し過ぎます。次年度は早すぎ

ます。目的が決まる前にやってしまいます。天童東の我々の年度が丁

度良い状況で行なわれたと思っています。クラブの会長は各委員長を

決め動き出します。地区も地区協議会が終わると公式訪問と地区大会

しかないのです。段取り 80％で自分の年度に入ると動いてしまう。 

天童東のガバナー年度は大きな革命を行った。結構いろいろなこと

を行いました。まずは会計を誰が見ても分かる会計を作り上げた。各年

度に実際に無いお金が数字だけ繰り越されてくる。ここ数年間の年度

で合わせて数 100 万の赤字を出している。私の年度はそれを埋めるこ

とでもあった。赤字を埋めしかもお金を残して次の年度に渡しました。

訳が分からなくなっているガバナーエレクト事務所の運営資金をきっちり

と明記する事にしました。全てを見える様にしたのが我々の功績です。

各研修は、一泊研修が建前ですがいつのまにか省略されて半日で

終わってしまう。我々の年度は、一泊でしっかり行いました。PETS(ﾍﾟｯ

ﾂ)の一泊研修から良いスタートが切れました。 

それから地区事務所を創りました。今セントラルホテルにあり今年度

は志田泰久さんが管理してます。現在ガバナー事務所、地区事務所、

ガバナーエレクト事務所の三つがある。地区事務所の役目は、ロータリ

ーの年度を超えた(跨いだ)事業が流れている。財団、青少年にかかわ

ること、米山、等が在る。それをガバナー事務所が全て行うと大変な仕

事量になる。今やらなくてはいけない地区研修事業と年度を超す事業

を分けた。ガバナーエレクト事務所は今何をやればよいかが分かり効

率が良くなる。作って一年半になるが地区事務所の最大の功績は、ガ

バナーを出すのは大きなクラブでないと出せないという認識を変えたこ

とです。流れは地区事務所がやってくれるのでガバナーは自分のやる

べきことをしっかり考えて運営出来るようになりました。十数人のクラブ

でもガバナーを出せるようになりました。 

私の年度の公式訪問の中で、クラブ奉仕とは何だ？それは会員が

お互いに奉仕しあって磨くことであると言ってきました。人生を磨く職業

観をそしてロータリーを磨くと言う事で、奉仕し合うことがクラブ奉仕な

のであります。クラブ奉仕 職業奉仕 社会奉仕 国際奉仕 青少年奉

仕に繋がって行きます。我がクラブは、米山など訳が解らなくてもお金

を出している方が沢山いると思います。皆がやっているから必要なこと

だろうと言うクラブ奉仕のなせる業だと思っております。天童東の寄付

金額の多さがそこにあるのだと思います。 

来月初めから世界大会に行って来ます。今年はサンパウロで、大会

は４日間ですが尾ひれを付けて２週間遊んできます。国際大会はこれ

で３回目ですが、大会は開会式と閉会式に出れば十分です。楽しみは

(以下につづく) 

通算例会 1429回  

本年：40回 

例会日：2015年 05月 20日

例会場：天童ﾎﾃﾙ 

クラブ会報委員長 武山茂 

知り合いを広めることによって 奉仕の機会を

国際ﾛｰﾀﾘｰ認証番号 1653番 
認証加盟日 1985年 4月 11日 第 2800地区第 3 ﾌﾞﾛｯｸ 
例会日 毎週水曜 12時 30分~13時 30分 会場：天童ﾎﾃﾙ 

2 0 1 4 - 2 0 1 5  会 長  村 山 光 男  幹 事  古 瀬 正 勝

地区目標 

奉仕の機会を国際奉仕と職業奉仕に

会長挨拶  村山光男会長 平成 27 年 05 月 20 日 

皆さん、こんにちは。本年度も残すところあと一か月となりました。

来月のフィナーレ例会が楽しみになってきましたが、ある面では名残

惜しさもあります。 

 そんな中、先日の 5月 16 日（土）でありますが、 

新庄あじさいＲＣの創立 20 周年記念式典に、 

幹事の古瀬さんと来賓としてご招待を受けました 

直前ガバナーの新関弥一郎さん共々出席して 

参りました。総参加人数は 70 名ほどの小ぢんま 

りした記念式典であり、記念講演者は天満宮探 

求人の石川巖（いわお）氏が天満宮の歴史につ 

いて語られました。 アトラクションでは地元の農民歌手、泉耕の「北

のふる里」や「女房のおかげ」の歌を数曲ご披露してくれ、新庄あじさ

い RC ならではのプログラム演出でありました。帰路は寒河江ＲＣの安

孫子パストガバナーを同乗させて、幹事の古瀬さんの運転する車で 4

人、無事に天童に帰って来ました。 

 さて、5 月はロータリーデー月間になっておりますので今日はロータリ

ーの創始者でありますポール・ハリスの生い立ちと人間像にちょっとふ

れてみたいと存じます。 

 世界のロータリークラブは現在、200 以上の国々と地域に広がり、

2015 年 2 月の RI 公式発表では全世界のクラブ数は 34,823 あり、会

員総数 1,207,102 人となっております。ピーク時からすれば 10 万人は

減っているようです。我が山形の 2800 地区内では本年 3月現在でク

ラブ数 50、会員総数は 1,629 人とあり、昨年 7月の統計より 50人ほど

純増になっており会員拡大のうれしい状況下にあります。 

 ポール・ハリスが生まれたのは今から 147年前の 1868年、南北戦争

時代直後のアメリカ・ウィンスコンシン州であります。父親は雑貨商を

営んでおり、兄と妹の 3人兄弟でありました。 

ポールは子どもの頃から聡明で感じやすく、遊びの中にも不思議な統

制力を持っていたようであります。名門プリンストン大学法学部に入学

したものの、学費の支援をしていた祖父が亡くなり（父親ジージは発

明と文筆に熱中し商売を疎かにして倒産）大学を退学することになる

が、大理石店で 1年間働いた後、再びアイオワ州立大学に入学して

法律事務所でアルバイトをしながら修習を重ね、勉強を続けて在学

中に弁護士試験にも合格し資格を取得しました。 

大学を卒業したポール・ハリスは、すぐには弁護士事務所を開業す

ることなく、広い人生経験を積むために 5年間の諸国遍歴放浪の旅

に出たのであります。彼は経済的には恵まれていませんでした。生活

費は行った先々でアルバイトをしました。地方記者、大学講師、船

員、カウボーイ、ホテルスタッフなど。ありとあらゆる業種のアルバイト

の経験を積んで人脈を築いたのであります。 

この 5年間の無銭旅行の中で後のロータリー運動との関係で重要な

功徳なるものが 3 つあります。 

⑴ポール・ハリスの 5年間の愚行を支えた大理石店社長のジージ・ク

ラークとの出会いがありました。「金に困るようなことがあったら、い

つでも来い、お前にはいつでも門戸を開放しているから」とポール

の人柄に惚れこみ、彼の希望を満たしてくれたのであります。 

⑵1893 年のシカゴ万国博覧会場の日本館で通訳として働いていた、

日本ロータリーの産みの親である米山梅吉と見学に来ていたポー

ル・ハリスとが、それとは知らずに日本館で袖をすりあっていたのか

も知れません。そんなエピソードがあります。 

⑶世界そして全米いたるところに親類付き合いの友達が出来たこと

で、シカゴロータリークラブは 1908 年～1910 年までの 2年間で 15

の子クラブをつくることに成功したのであります。 

                              （下記へつづく）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

出席報告  今田治雄 委員長 

本日会員５２名（５１名）・出席者４1 名 

・出席率 80.39％ 

※前々回出席率を：：：％⇒ ：：：％  

修正変更はありません。 

 
スマイル （平成２７年０５月２０日例会） 紹介：親睦･スマイル 佐藤栄治 委員 

 

（本日の卓話） 

新関弥一郎   今日話します 聞いてください 

村山 光男   新関 PG あじさい RC20 周年式典出席有難う 

        本日の卓話よろしくオモシロくお願いします 

阿部 米位   新関さんご苦労様でした 長生きしてください 

武山 茂    新関 PG ガバナー年度が終わっても大活躍ですね 今日の卓話楽しみ 

志田 泰久   新関弥一郎直前ガバナーの卓話とても楽しみです 

米野 幸治   新関 PGの卓話楽しみに今日例会に出てきました 

鎌倉 景昭   大変ご無沙汰して申し訳ありません 新関さん本日はご苦労様です 

村山 征彦   ロータリーの森看板新しくなりました 新関ガバナー有難うございます 

 

（お祝い） 

斉藤 幸雄   結婚記念日 お花有難うございます 

小関 芳重   会員誕生日 奥様誕生日 夫婦で５月歳とりました 

 

（その他） 

伊藤 繁    病につき早退します 

幹事報告   古瀬正勝 幹事 

 

（１） 花いっぱい運動について 詳細は 

社会奉仕委員会より報告があります。 

（２） 地区の米山奨学会の松村委員長 

より天童３クラブの実績報告があり 

ました。 

（３） ネパール大地震支援金一人１０００円、 

本日が締切です。 

委員会報告  H２７年０5 月 20 日 
 

（１）社会奉仕委員会 佐藤栄治委員長 

  来週２７日の例会は社会奉仕委員会担当でひまわり園生との

花いっぱい事業の移動例会になります。先に出欠の案内をＦ

ＡＸしておりますが、返信まだの方は至急返信願います。当

日は１０時３０分わくわくランド噴水前に集合になります。 

  作業内容は現在の花壇６か所に夏の花を植え付ける作業に

なります。作業終了後、野外ステージにて昼食をとって頂き

解散となります。軍手、移植べらなどを持参下さい。多少の雨

天でも決行します。よろしくお願いします。 

（２）３０周年記念誌担当 橋本重幸委員 

３０年の歩み記念誌へ載せる一部、２２年度～３１年度の会

長・幹事の「顔写真」、「理事・役員」、「回想録」等の原稿が

出来上がり武山委員長に月曜日に渡しました。 

（３）ゴルフ愛好会 斎藤幸雄委員 

  ６月４日、３クラブゴルフコンペが天童カントリークラブで開催

されます。当日は９時集合です。希望者は申し出てください。 

（4）親睦ｽﾏｲﾙ委員会 村山征彦委員長 

  6 月は 2 つの担当例会があります。参加宜しく。 

※本日の例会の流れ 

１ 今年度 40 回 通算 1429 回例会 

２ 司会者 國井和行 

３ 職業宣言文朗読 志田泰久 

４ ソング 「奉仕の理想」 

      ソングリーダー 永山和敏 

（上記よりつづく） 

ポール・ハリスの草創期におけるロータリーに対する熱意と諸国遍

歴の愚行が功を奏して、今日では全世界にロータリークラブが広が

り、200 以上の国々と地域にクラブ数 34,000、会員総数 120 万人代

（2015 年 2 月の RI 公式発表）に達している訳であります。今日、私

達がロータリー活動できるのもポール・ハリスが創設してくれからであ

り、また、日本のロータリーの立役者である米山梅吉が存在したから

であります。改めてロータリー110 年の歴史に感謝申し上げます。 

（上記からつづく） 

世界に名だたる芸能人が出てくることです。シドニーでは男性の５、６人

のグループが歌っておりました。名前は忘れましたが素晴らしく有名な

方だと言う事でした。サンパウロ２週間の旅、地上絵、マチュピチュ、等

も見てきます。夫婦で最後の２週間の旅になります。来年の世界大会

は韓国で行われます。近いのでみんなで行きませんか？私が世界大

会に誘う役割に成りますので宜しくお願いし今日の卓話とします。 

 


