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地区協議会/１日目/本会議

司会者挨拶
次期地区幹事長

稲川三津雄（三沢）

　めりはりのある北東北の大自然の中、弘前城の桜も終

わり、今は可憐な花を咲かせるリンゴの花、又菜の花が

満開、まさに百花繚乱の絶好の季節であります。

　当十和田市は、新渡戸稲造博士のふるさとでもありま

す。親子三代にわたり不毛の原野に用水路をつくり、水

田を潤し多大なる貢献をすると同時に、私どもロータリー

と合致します、国際交流の架け橋をかけた方、それが新

渡戸稲造博士でございます。

　さて、ロータリーはポールハリスが1905年に始めま

して、いよいよ100周年、一世紀の歯車がまわされてま

いりました。私共2830地区にとりまして、これからの

一年間具体的にどのような計画に乗っ取って事業をおこ

なっていくか、それが今日と明日の会議でございます。

そういった意味におきまして、意義のある地区協議会に

いたしたいと思いますので、皆さんと共に勉強をして参

りたいと思います。

開会の言葉
地区協議会実行委員長

白山春男（十和田東）

　ようこそ、駒の里十和田市へおいで下さいました。

　なにぶん不慣れなもので皆様に多々ご迷惑をおかけす

るかと思いますが、十和田市内の３クラブ、力を合わせ

て一生懸命頑張りますので、どうぞ皆様よろしくおねが

いいたします。

ガバナー挨拶
ガバナー

島村吉三久（五所川原中央）

　地区協議会へようこそおいでいただきました。

　先ほどの諮問委員会ではまず、地区資金ですが、各ク

ラブにとっての負担が大きいというご発言がありました。

　2004年からRI人頭分担金の値上げが、規定審議会に

おきまして予定されております。値上げは半期で２ドル、

３年間で12ドルということもあります。これはまだ決まっ

たわけではありませんが、そういう事も考えまして、

2830地区といたしましても、地区資金の減額を実施し

ましょうと、2005-06と2006-07の２年間各1000円ずつ、

計2000円地区資金を減額するということで、諮問委員

会で了解して頂きました。

　もうひとつは、来年いよいよロータリー100周年祝賀

の年を迎えるわけですが、祝賀会を２月26日（土）青

森市で開催します。その目的は、

１）ロータリー100周年を地域社会で祝う。

２）ロータリー100周年を歌い上げてロータリーを内外

　　にアピールしましょう（広報の面）

３）この会には少年少女、高齢者、体の不自由な方々を

　　ご招待致しまして、イベントを通してロータリー活

　　動をアピールしましょう。

　　来賓として、国会議員、知事、議長、市町村長、商

　　工会団体、文化団体、友好団体、ライオンズ、ソロ

　　プチミスト、青年会議所という方々と、ロータリア

　　ン600人と家族あわせまして約1,000人で、青森で

　　祝う会を行いましょうという素案が上がっています。

　　さらに細部にわたって検討した上で、これを実行に

　　移して参りたいと思っております。

　聞きますと、２～３クラブが一緒に100周年を祝おう

としている所があるようですが、２月26日のこれに合

わせて100周年を祝ったらどうかと考えて頂きたいと思

います。

　いよいよ、５月23日から大阪での国際大会が開催さ

れます。46,000人を越える参加者が見込まれており、

午後７時からホテルニューオオタニで2830地区のガバナー

ナイトを企画しております。皆さんと大阪大会の感動を

共有しましょう、ということでこのパーティーを企画し

ました。どうぞおいで下さい。
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地区協議会/１日目/本会議

次年度地区方針
インカミングガバナー

川口彰五郎（百石・下田）

　私は、こういう場が最も苦手とするところですが、と

もかく“私のあるがまま”にやらせていただきます。

　何のために地区協議会を開くのかと、調べてみました。

　『次年度のための各自の責務と奉仕の機会についての

理解を深めるため、最新のロータリー情報を吸収し、ク

ラブの運営管理をスムーズに行うための重要な研修の場

です。この協議会の終了後各クラブはRI・地区の方針を

参考にして各自新年度のクラブ計画書を作成して下さい』

ということです。そして、その作成していただいたクラ

ブ計画書は、ガバナーの公式訪問の前に提出していただ

くという手順になりますので、ひとつ、会長幹事の皆さ

ん、公式訪問の前に、私の事務所の方に計画書を送って

ほしいと思います。

　さて、ロータリーは来年の2月23日で満100年を迎え

ます。ロータリーは確かにこの100年の間にポール・ハ

リスが予想だにしなかったほど発展し、数々の功績を残

してきました。世界最大のNGOで100年続いた団体は、

ロータリー以外では無いのではないでしょうか。我々は

ロータリアンであることに誇りを持ちましょう。

　ポリオプラスが始まった時は、全世界で何百万人にも

およぶポリオの子供達が病に苦しんでいたと思いますが、

現在では、インド、パキスタンなど数カ国で数百人の発

症というポリオの撲滅ぶりです。

　世界には解決されていない問題が山積みしております

が、ロータリーはその中で、根本的な問題解決に取り組

んでおります。それは、世界の平和を脅かす貧困、疾病、

食糧不足、地球環境の悪化、これらの原因は無知、文盲

に原因があるのではないでしょうか。

　そこで識字率向上というプロジェクトが焦点となって

きます。我々日本人とは全く関係のない途上国の事だと

考えていないでしょうか。世界はいろいろな意味でつな

がっています。ですから日本だけの幸せというのはあり

得ないのです。わかりやすく言うと、世界の人口の３分

の１が飢餓に苦しんでおり、３分の２は貧困にあえいで

います。これらの人々が何とか平和で幸せに暮らせるよ

うになるまでは、我々日本にも本当の幸せはあり得ませ

ん。

　そこでRIは識字率向上を重点として環境、食糧、水、

保健などをテーマに掲げているのです。まず我々はこの

問題を理解しましょう。これがスタートです。

　次にロータリー財団です。ここで「財団」の本質を考

えてみて下さい。ロータリー財団のオーナーは、ロータ

リー財団に寄付したロータリアン自身なのです。財団の

輝かしい功績は、我々ロータリアンの実績でもあるので

す。会社に例えるなら「世界の恒久平和を目的とした壮

大なサービス業を営んでいるNGO」に他なりません。

株主はロータリアンで、その事業資金は絶えず供給しつ

づけなければならないのです。もちろん、貴重な事業資

金は有効に使われなければならないのは言うまでもあり

ません。「Every year, Every Rotarian, ＄100」です。

　この見返りは何でしょうか。それは、「我々の子孫に

豊かで平和な世界の礎をきづいて、つなげていくことで

す」単なる寄付と考えずに、我々ロータリアンが平和な

世界づくりをするための事業資金と考えてみませんか？

　長い人生において短い一年ではありますが、私と共に

この一年を光り輝くものにしようではありませんか。

　次年度のRIテーマは「ロータリーを祝おう」です。

１）識字率向上、計算能力アップ

　教育がないから生活のレベルを上げる事ができない。

なぜレベルが低いのか、それは字が読めないから。まず

字を覚える、そしてそこから知識を得る。

２）ツインクラブ

　海外のロータリークラブと、単年度でお互いのために

なる友好関係を結んで、相手のためになる交流をかねて

何か一つ役に立つ事をしなさい、ということです。

３）ロータリー家族委員会をつくりなさい

　親子兄弟ばかりではなく米山や財団やアクトなどの関

係を密にして、ロータリーを広めなさいという意味だと

思います。

４）財団に資金協力をする

　ロータリーの成果のほとんどは財団を通してあげられ

ていると言う事です。年一人100ドル、月1,000円で

12,000円になりますから、これを世界の貧困、食糧不足

を助けるために献金していただくことは、我々の今の生

活では無理ではないのではないでしょうか？

５）各クラブそれぞれで100周年事業を

　何か地域のためになる、ささやかな事で結構です。地

区の方としては、地域の人達に理解してもらおうと「ロー

タリーを世にあらわそう」という表現をしました。そし

て、ロータリアンの質を高めたいと思います。会員を拡

大しても３年以内でやめる会員が多いわけですから、ど

うしても質を高める必要があると考えます。そして、ロー

タリーを、地域活動を通じてPRする。その一つが100周

年記念事業となるのではないかと思っています。できう

れば現状の厳しさに向かって一歩を踏み出すという、そ

ういう意味でロータリーを祝うんだと、そういう意味で

す。

　これから一年間、皆様の協力のもとに何とかガバナー

を努めさせていただきたいと思っております。皆様の協

力がなければ、川口彰五郎というガバナーは、たちまち

沈没してしまいます。宜しくご支援ご協力の程、お願い

致します。ご静聴ありがとうございました。
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地区協議会/１日目/本会議

RI研修リーダー挨拶
パストガバナー

黒田正宏（八戸南）

　次年度は会員の質の向上を図っていただきたい。とい

うことは、RIレベルでも質の向上という事で各研修、分

区レベル、クラブレベル、地区レベル、RIレベルでも研

修をしっかりやろう、リーダーシップをお互いに磨いて

いこうということを問題にして、いろいろな工夫が行わ

れております。

　「ロータリーの概要」というのを３月までかかって、

最新の数値に入れかえてつくりました。しかし、本に作っ

て買ってもらうという予算もありません。そこで本にし

ないで、ロータリー・ジャパン・ウェブというホームペー

ジに載せました。そこから各クラブでは「ロータリーの

概要」をダウンロードしてプリントアウトして、各クラ

ブで一冊は持ってもらって、次期会長さんはぜひ読んで

頂きたい。５月までには、今度は四大奉仕について、日

本では職業奉仕について充実してやろうとしています。

６月には、ロータリー財団をまとめて作りますので、そ

ういうのをホームページからどんどん取り出して、皆さ

んがクラブの例会でその情報を流し紹介しながら、クラ

ブのレベルアップをお願いしたいと思います。

３年前、地元の小中学校の
前庭に植樹したモミの木が、
こんなに大きくなりました。

ますよ、行きましょう！」という半分脅迫めいた励まし

と、行ったならまたネパールの友人たちと子供たちの笑

顔に会えるという気持ちが、ふつふつと沸いてきたため

であった。

　ネパール国アネコット村第９区に対しての25年間に渡

る農業支援は、

　１）同区での農作物収穫高が他の農村の３倍　

　２）換金作物の増加

などで着実にその成果をあげてきた。

　農業そのものに対する支援は終了したが（第一次黒田

年度）、その後もネパール親善委員会（工藤年度、関場

年度）とアジア親善委員会（大柳年度、島村年度）と担

当委員会の名前は変ったものの、様々な形で同区への親

善・支援活動を継続してきた。25年間の農業支援は、ア

ネコット村第９区での農業の発展という成果だけではな

く、アネコット村でのインターアクター・ローターアク

ターのワークキャンプ、ドュリケルRCとのマッチング

グラント（Greenery project）、現地でのポリオワクチ

ン投与活動への参加、ドュリケル市内への植樹事業とい

う、未来を志向した新たなロータリー活動をも生み出し

てきた。

　３年ぶりに訪れたアネコット村は、夏の豪雨のため道

路があちこちで破壊されてい

た。タマン農場およびアネコッ

ト村第９区での農作物の収穫

は安定していた。灌漑用水も

機能していた。電気も供給さ

れていた。野菜などの換金作

物のカトマンズ市場への搬送

のためにも、道路補修は今後

も継続した重要な課題であり、

当地区でのサポートが必要と

される。

　カリカ小中高等学校（第１

学年～第10学年）の生徒数は

アジア親善委員会活動報告
次期アジア親善委員会委員

千葉忍（八戸東）

※写真：

　地区協議会で挨拶する、ネパール旅行参加のローター

　アクトのメンバー達。

※地区協議会当日は千葉委員によるスライド上映による

　報告でしたが、ここでは紙面の関係ですでに刊行され

　た報告書から関場パストガバナーの文章を抜粋しまし

　た。

「ネパールは今日も笑顔にあふれていた」
パストガバナー

関場慶博（弘前）
　私たち、竹内通昭さん（青森東RC会長）、千葉忍さん

（アジア親善委員）、田名部沙織さん（弘前RAC）、川村

大輔さん（弘前RAC）、高田直樹さん（弘前RAC）そし

て関場慶博は、暮れも押し迫った12月29日、成田空港

よりカトマンズを目指して機上の人となった。私は今回

で３回目のネパール訪問となるのだが、出発直前まで今

回は少し気乗りがしなかった。というのは、緊迫するイ

ラク情勢、ネパール国内のテロ活動、中国における

SARSの発生、そしてカゼ気味で正月くらいは自宅でく

つろいでいたいという気持ちもあったためである。それ

でも出かけたのは、千葉委員から「関場パストが行かな

かったらこのミッションは半分意味が無くなってしまい
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カリカ小中学校での学校
健診

450名で先生の数は10名（５名は公務員で残り５名は

PTAがお金を出し合って雇用している）。カリカ小中高

等学校の学区は広く、遠くの村から徒歩で２時間かけて

通ってくる生徒もいる。また、教育レベルも高く、この

レベルを維持していくためには現在の教員数（10名）の

確保は必須である。しかし、生徒の親が出せるお金には

限度があり、タマン夫妻がその多くの部分を担っている。

タマン夫妻の貯えにも限りがあり、今後も教員補填のた

めの援助が必要とされる。

　今回、私たちはカリカ小中高等学校での学童健診を実

施した。日本では年一回は実

施される学童健診は、これま

でなされたことがなかったそ

うである。当日出席した学童

350名の健診（身長、体重、

視力、内科診察）を実施し、

４時間かかった。竹内さんと

千葉さんには視力検査をお願

いし、ローターアクターの皆

さんには体重測定と身長測定を行ってもらったが、言葉

が通じない中、長時間にわたり本当に良くやってくださっ

たと感謝申し上げたい。

　2000－2001年関場年度に始められたDhulikhel RCと

第2830地区とのマッチンググラント16318（ドュリケル

市内緑化プロジェクト）が終了し、その成果を見てきた。

市内に６つの公園が完成しており、市民と観光客の憩い

の場になっている。マッチンググラントとして、自然環

境の維持のためのプロジェクトは珍しく、その成果がRI

から注目されていたが、ドュリケルRCの会員の努力で

素晴らしい結果が得られたことに感謝し、そしてともに

喜びたい。

　ドュリケル市内のEnglish Boarding School（英語と

パソコンを教えられる私立のエリート中高等学校）で、

弘前RACの３人が人形劇（タマン親子さんが通訳）を披

露し、ネパールの青年たちに深い感銘を与えた。

　その後、日本伝統の遊びを通じての親睦交流活動が行

われた。３名のアクターはホームステイを通じて、さら

に地元の青年との交流を深めることができた。

　私はこれまでのネパール訪問に際し、2000年にはロー

ターアクター４名、2001年にはインターアクター９名

を連れて、タマン農場宿泊体験、カリカ小学校での奉仕

活動、ドュリケル市での地元のロータリアンや青年たち

との交流活動に参加してもらった。参加した若者は、日

本とは比較にならない程の物質的には貧困な環境で生活

してみて、初めは大きなショックを受けるが、やがてそ

んな環境でネパールの人々がたくましく明るく生きてい

る事に感動を覚え、ネパールの人々の生き方を自分たち

の生き方に重ね合わせる作業を始める。そして、ネパー

ルでの体験が彼らのそれからの人生に良い影響を与えて

いるケースを少なからず見出すことができた。今後もイ

ンターアクター、ローターアクターの親善ワークキャン

プをネパールで実施することは、青少年健全育成上たい

へん有意義であると考えるし、25年にわたり農業支援を

続けてきた地区の財産を生かす道だと思う。

　私たちは、ドュリケル市内および周辺の村でのNID（国

内ワクチン一斉投与日）に参加した。各ブースでは、ロー

タリアンや訓練を受けたボランティアの方々が、赤ちゃ

んたちにワクチンの投与を行っていた。ネパールでは、

ここ３年間のポリオ発生件数が０であるが、隣のインド

からいつポリオが伝播してくるかわからないという。と

にかくこの地上からポリオを撲滅するためには、インド、

パキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアから一刻も

早くポリオを駆逐することが急務である。

　ドュリケル市内にあるデイサービスセンターを見学訪

問した。ここは、ヒンドゥー教のお寺を利用して、週一

回土曜日、身寄りのないお年寄りや１人暮らしのお年寄

りを集め、お茶や食事を提供している。ドュリケルRC

の会員がポケットマネーを出し合って運営している。ドュ

リケル市はカトマンズ市から車で約１時間のヒマラヤ山

脈のビューポイント観光都市であり、また交通の要所で

もある。しかし、若者は仕事を求めてカトマンズへ移り、

ドュリケルには１人暮らしのお年寄りや身寄りのないお

年寄りが増えているという。このお年寄りのために何か

をしようと始めたのが、このデイサービスセンター・プ

ログラムであった。寄付はロータリアンのみならず、農

民や多くの市民が行っていて、炊き出しや掃除には市民

ボランティアの方々が協力して運営されている。ドュリ

ケルRCでは世界社会奉仕プロジェクトとして、識字セ

ンターを併設した新しいデイサービスセンターの建設を

計画している。当地区でも参加を検討すべきと考える。

　わが地区にとってネパール国アネコット村タマン実験

農場は、今後も大事にしていかねばならないたいへん特

別な存在であります。25年にわたって続けてきた農業支

援の成果を維持・発展させて行くためには、今後も継続

した親善活動、また時としては重点的な助成支援活動も

必要なことが今回の訪問でわかりました。他の国でこれ

から同じような事を行おうと思っても、アネコット村の

ような成功をおさめる事は不可能でしょう。何故なら、

時と人とそして熱意とが一つのベクトルへ向かったから

こそ可能だったプロジェクトだったからです。私たちは、

先人ロータリアンが残してくれた遺産を引き継ぎ、そし

て今後も発展させていく責務があります。そして、継続

するネパールへの奉仕活動は、さらなる未来へと向かう

ロータリー活動を生み出して行くことになるでしょう。

　今回のミッションの成功は、事前に現地に足を運んで

綿密な事前調査をされて、完璧なコーディネーションを

してくださった千葉忍アジア親善委員のお働きが無けれ

ばありえませんでした。心より感謝申し上げます。
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ガバナー挨拶
ガバナー

島村吉三久（五所川原中央）

　地区協議会にご参加いただきありがとうございます。

　はじめにご報告申し上げます。去る４月29日に行われ

ました2005-06年度ロータリー財団国際親善奨学生選考

試験におきまして正候補者として三戸RC推薦の坂田道

生さんが選考され、ロータリー財団に推薦することに決

定いたしました。専攻は古代ギリシャ考古学で、留学希

望国はオーストリアでございます。

　さて、今月23日から今年度のハイライトであります大

阪国際年次大会が開催されます。世界から46,000人を

超える参加者が見込まれており、文字どおり史上最大の

大会となることは確実でございます。当地区からも200

人近い参加者が予定されております。

　大会に関連する2003-04年度「手を貸そう」RI会長賞

ですが、これはいわゆる“ロータリー家族に、あなたの

クラブに、あなたの天職に、あなたの地域社会に、世界

に手を貸そう”とのテーマに沿って活動されたクラブに

対して授与されるものであります。

　当地区からは弘前西と三沢東の両クラブがエントリー

しておりましたところ一昨日、日本事務局から表彰状が

届きました。弘前西クラブは貧困追放の一環としてアフ

ガン難民に対する国連のシェルター計画への募金とカブー

ルRCへの寄付金贈与。三沢東クラブは歴史に残る偉業

を達成したミス・ビードル号の再現飛行実現に向けての

支援、並びに姉妹都市でありますアメリカのウェナッチ

市との交流発展のための支援などを柱とした活動が評価

されたものです。両クラブには受賞おめでとうございま

す。

　また、この歴史的大会を記念して開会式終了後ホテル

ニューオオタニ大阪におきまして当地区ガバナーナイト

を企画させていただきました。現在80人を超える申し込

みをいただいております。アトラクションといたしまし

て当地区ゆかりのソプラノ歌手、竹村けい子さんをお呼

びしております。青森RCに関係する方でございまして

藤原歌劇団のプリマドンナとして活躍されておられます。

こちらの方も十分お楽しみいただけるものと思っており

ます。

　次に、昨日の諮問委員会では地区資金の８％削減案が

了承されましたのでお伝え致します。

　地区資金のご負担を少しでも軽くしようとの配慮から 

2005-06年度並びに2006-07年度の２年間に限って各

1000円、計2000円を削減することに致しました。各ク

ラブにおかれましては、これの有効活用を図っていただ

きたく思います。

　来年はロータリー創立100周年にあたりますので、地

区といたしましてこれを祝う会を2005年２月26日の土

曜日、青森市において開催することにしております。県

知事をはじめ県議会議員、県内市町村長、商工・経済団

体、文化団体、ライオンズ等友好団体とロータリアン並

びに関係者1000人の参加を得ましてロータリー100年を

謳いあげ、ロータリーを内外に広くアピールすることに

しておりますので、よろしくお願いいたします。以上、

一端を述べてご挨拶とします。

歓迎の挨拶
ホストクラブ会長

石和進（百石・下田）

　この度開催運営にあたりました、十和田市内３クラブ

の皆様の多大なるお力をお借り致しましたことを、この

場をお借りして厚く御礼申し上げます。

　さて、本日のプログラムは、各クラブの運営に関する

もっとも具体的かつ重要な内容であると思います。研修

の成果を、新年度各クラブの今後の活動に活かされます

ようご期待申し上げます。

　最後に各クラブの今後のご発展と満堂の皆様のご健勝

をお祈り申し上げまして、歓迎の言葉とさせていただき

ます。
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基調講演
インカミングガバナー

川口彰五郎（百石・下田）

　ロータリーは年度毎にいろんなターゲットがあります。

私の好きなテーマは元RI会長ジェームス・レーシーさん

の「ロータリーの夢を追いつづけよう」というテーマが

好きです。

　私は夢が大好きなものですから、このロータリーの夢

を追い続けたいなあと思いました。そして、その夢をど

うしたら実現できるかと。さらに、85-86RI会長エドワー

ド・カドマンさんの「あなたが鍵です」というテーマで

す。すべては、自分自身の決断と実行にかかっているの

ではないかと思っております。

　私は10人兄弟の８番目に生まれました。男の兄弟が５

人で、私は男子の末っ子でした。彰五郎は五番目である

という名前でした。上の兄からいろんな命令が来るので

すが、私が命令出来るのは犬しかいないとう、ストレス

いっぱいだったと思います。そのかわり兄達の兄弟愛と

いうのですか、兄達はかばってもくれました。

　その私をかわいがってくれた一番目と三番目の兄が次々

と事故で倒れました。その兄達の夢が「夢の牧場」をつ

くるというのでした。一番上の兄がその設計図を書きま

した。どの兄も学校の先生をやっておったものですから、

教育牧場というのを目指しておりました。

　三番目の兄が道路も電気もない掘っ建て小屋生活から

始まったわけで、その一番苦しいさなかに倒れました。

それで親の止めるのも聞かずに私が、なんとしても兄た

ちの弔い合戦をやるんだということで頑張り通し、それ

が今現在の結果に、少なくとも形の上では「夢の牧場」

が出来たのではないかなあと思っております。

　私は東京で生まれて、東京と青森を行き来しておりま

した。都会の人達にやすらぎを与えたいなと、都会のコ

ンクリートジャングルの中で身も心もくたくたになって、

心がガサガサになっている。それを癒してあげたいなと、

そして若い人には勤労奉仕をさせて、労働の汗を流させ、

親のありがたみを分からせると、そんなことを考え、夢

を描きながらやってきました。

　私の心を強くしてくれたのは、毎日八甲田山を眺めて、

あの山のような、綺麗な素晴らしい神々しい気持ちで人

生を送りたいと、毎朝八甲田山を見るが、毎日その姿が

違いますね…それが私の一番の楽しみです。

　夢というのは、人間いろいろな夢を見られます。現状

が苦しければ苦しい程、いい夢が見られる。夢がなくなっ

た時には地獄です。どんなに縛り付け拷問されても、人

の心だけは奪うことが出来ない。心は持ち方によって幸

せにも不幸せにもなると思います。

　私は夢を実現する方法を持ってきました。まず、夢を

具体的にイメージする。そして、志を立てる。そしてそ

のスローガンを文字にして自分の見える所に貼っておく。

そして寝ても覚めても、常に頭の中で夢に対する思いが

すぐ出てくるように、夢で頭をいっぱいにしておく。そ

して、目標を段階的に大まかに設定して、これも又書い

て貼っておく。

　つぎには、夢・目標に関する情報収集のアンテナを張

り巡らして、アンテナに入ったらチャンスはすかさずと

らえて、ステップアップする。そして、二度や三度の失

敗には落胆しない。努力は無駄にしない。後で必ず役に

立つ。やれば必ず出来ると思って、信念を持って努力し

ていく。当然壁にもぶち当たります。ぶち当たったら無

理もせず素直に考え直す。目標への道は数多くある。「万

物万人が我が師たらざるはなし」と批判にも素直に耳を

傾ける。こだわりをすてて、心を無にする。そして一瞬

あきらめる。そうすると、その時名案が浮かんできます。

そして、悩み苦しんだ心の成長に終わりはない。志を失

わない限り挫折はない。ネバーギブアップ。そして重ね

た努力が実を結ぶ、という筋書きになっております。

　目標や夢にチャレンジするには努力やエネルギーがい

ります。でもそれが積み重なっていって夢が達成される

と思います。

　本日お集まりの皆様方、皆さんが地区の重要なリーダー

でございます。リーダーの一挙手一投足をみんなが見て

おります。自分なりの努力をされればそれなりの成果が

上がると思います。

　どうぞロータリーも苦難の時代でございますが、光り

輝くクラブにして、又、それぞれの委員会も大いに力を

出してやっていただきたいと思います。

　私は、なんと言いますか、率直に言いますと「やぶれ

かぶれのガバナー」になるかもしれません。みんなと一

緒に教わりながら前に進んでいきたいと思っております。

宜しくお願いします。
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クラブ会長・幹事・会計部会
報告者：次期ガバナー補佐

溝口政則（三沢）

　次々年度より地区分担金を￥1,000二年間に限り値下

げする。年度末退会者の報告は的確に報告。事務手続き、

繰越金、クラブ財産、理事会議事録などの引継、月次報

告、年次報告を的確に。

　会員数・出席の報告期日は５日しか違わないが、それ

には意味があり、１クラブの遅れが、地区全体の報告の

遅れにもなるのでご理解を。地区への報告、RIへの報告

を的確に。

　年４回の任意休会をガバナー事務所に報告するように。

RI理事会提案の10人に満たないクラブは10人分の人頭

分担金を納める。少人数クラブの合併勧告の件。

　次年度より３年間で人頭分担金を＄４.00ずつ値上げ

する件。これらは理事会提案なので規定審議会を通る可

能性が強い。

　ロータリー財団の寄付年間＄100達成を。100周年の

挑戦としてクラブ会長の大きなリーダーシップに期待し

ます。

クラブ拡大・会員増強部会
報告者：次期ロータリー家族委員長

差波育子（八戸北）

　会員増強は今ロータリーの最重点課題といたしまして、

次年度の2830地区におきましても最重点目標に掲げら

れております。本日分科会の中でもいろんな意見が出さ

れました。退会防止が先なのか、新会員拡大が先なのか

と出されました。その中での退会の理由ですが、この経

済情勢の中でどうしても退会せざるを得ない、と言うよ

うな場合も結構あると言うことです。せっかく新会員が

入ったとしても、その後いろいろなフォローが足りなく

て、ロータリーの良さが分かる前に退会してしまう例も

あるということが出ました。その中でやはり、一人ひと

りのロータリアンがロータリーを理解し、納得して、そ

こに意義や情熱を持ってロータリーに所属するというこ

とがとても大事なのではないかとありました。

　では、そのためにはどうすればいいのか。クラブにお

いては、無理に誘わず、自分で意義を感じる人達で成り

立っているクラブもありましたし、又、例会に様々な工

夫を凝らしているクラブもありました。中には先輩方が

しっかり指導しているというクラブもありました。色々

参考になる意見がありました。

　昨年度からRIが奨励しているロータリー家族委員会と

いう、新しい委員会が次年度から発足致します。ロータ

リー内外への広報活動をしながら、そして増強、又は退

会防止につながるような活動をしていくことになると思

います。

　今回の協議会はあくまでも出発点として、次年度によ

りよい結果を出すための、今回の話し合いを基にして、

又、いろいろなことを企画して参りたいと思います。

　RIでは、８月の会員増強月間、９月中には、地区にお

いて会員増強セミナーを９月４日、開催する日程でいま

す。RI地区の目標に沿った会員増強と、ロータリアンの

質を高めていこうじゃないかと、そういう指針に沿った

活動を心がけていこうじゃないかと思っております。

　とにかく、ロータリアンの誇り、自覚に訴えるような

活動ができればいいなあと思いました。

クラブ奉仕・研修・新会員部会
報告者：次期研修・広報委員長

佐藤信彦（青森）

　リーダーは佐藤邦夫パストガバナー、サブリーダーは

次期ロータリーの友委員長・青森RCの吉川健一さんと

私が担当致しました。

　出席者は、各クラブのクラブ奉仕委員長、情報そして

広報委員長や委員の皆さん48名と新会員の皆さん31名、

リーダー、サブリーダーと合わせて82名が参加しました。

　初めに佐藤パストガバナーから、クラブ奉仕の各委員

別にその活動の目的と具体的な活動方法について、詳細

なご指導を頂きました。クラブを運営して行く上での基

本がクラブ奉仕にあること、ロータリーの原点である親

睦や、ロータリアン同志の出合いをつくる場の演出を工

夫することの大切さを力説されました。そして、ロータ

リー100年を迎えての最近のRIの規定審議会の動向にも

ふれられ、ロータリーの規則が例会や出席などで、疑問

を感じさせる動きがあることなどの報告がありました。
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　私からは、研修・広報委員長として、地区から、「ロー

タリー100周年」に当たっての企画作成を依頼され、そ

の内容の報告をさせて頂きました。なお、内容について

は、午前中の会議で島村ガバナーが皆様にご案内した通

りでございます。

　吉川ロータリーの友委員長からは、ロータリアンの義

務は出席と会費納入の他にロータリーの友の購読が義務

づけられていることが紹介されました。また、ロータリー

の友が読まれている全国状況のデータを紹介し、友を読

むことのすすめが提案されました。また、フロアから、

ロータリーの友を図書館などの公共的場所に寄贈するこ

との提案などがありました。

※資料

「佐藤邦夫パストガバナーの基調講演」
　クラブ奉仕委員会は、ロータリー・クラブの基本とな

るクラブ運営に関する部門ですが、新会員に少しでも早

く、ロータリーを理解してもらい、クラブの運営と活動

に参加して欲しいということで新会員部会も一緒にやる

ことになりました。また、研修委員会は、聞き慣れない

委員会と思われますが、ロータリー情報委員会のことで

す。ロータリーの歴史、理念などの情報を理解するため

の委員会ということで研修委員会となりました。

　先ず、私からクラブ奉仕の問題点についてお話したい

と思います。各クラブのクラブ奉仕委員長やロータリー

の情報委員長は古いベテランのロータリアンがなってい

るようですが、ロータリーも創設されて99年になり、原

点が忘れられてきているのではないかとの意見もあり、

ロータリーの会員は増えたが眞のロータリアンは無くなっ

て来たとも云われており、眞のロータリアンとは････と

いうことを考えてみたいと思います。

　ロータリー・クラブとは、どんなクラブなのでしょう

か。親睦団体なのか、奉仕クラブなのか、地域の人達は

何とみているのか？お金持ちの地域の名士の社交クラブ

と見られてもいたようですが、ロータリーとは？････と

いう問題を、多くの人が解説しています。世界の統一さ

れた親睦を土台にした奉仕クラブである。奉仕とは何か

を学び、奉仕の心を持つ人間の団体である、等、等。

　国際ロータリーは現在166ヶ国31,561クラブ、122万

以上の会員を抱えるまで発展しておりますが、国際ロー

タリーとしての定款・細則に従って組織されており、各

地区の同志が集まって自由勝手に作った同好会とか仲良

しクラブではありません。世界のロータリー・クラブの

規約が書いてあるのが「手続要覧」で、その中にあるク

ラブの細則に、委員会の任務が書いてあります。クラブ

奉仕委員会には、11の小委員会があり、各委員会の任務

が書いてありますが、クラブ奉仕委員長は、各小委員会

の活動の調整監督する任務を持っています。一応目を通

しておいてください。今日は、新会員も多くおりますの

で、ロータリーの基本になる例会と運営のことを中心に

お話ししたいと思います。

　クラブ奉仕委員会の小委員会１番目に出席委員会とい

うのが出ています。

（ａ）出席委員会の任務は、毎週の例会で出欠をとり、

出席報告するだけではありません。すべてのクラブ会員

が、あらゆるロータリーの会合、例えば都市連合会、地

区大会及び国際大会にも出席するよう推奨すること。ま

た、特に本クラブの例会に出席できない場合は、他クラ

ブの例会への出席を奨励し、全会員に出席規定を周知せ

しめ、出席を良くするためのよりよき奨励策を講ずるこ

ととなっています。

　何故、こんなに例会出席を重要視するのか、ロータリー

創立の時からの基本的原則になっております。ロータリー

は1905年２月23日に、４人の友人が集まり第一回目の

会合が開かれたのに始まりますが、第三回目の会合の３

月23日には９名となり、バッチの制定、役員の決定、ク

ラブの命名と共に規約が定められました。その中に、一

業種一会員制とすることと、出席の義務規定が決められ

ました。

　およそ会社の色々の規則には、但し○○○の場合は････

と、例外事項があるのですが、弁護士であるポール・ハ

リスが、例外なしに、連続４回欠席した者は、一切の理

由を問わず自動的に会員の資格を失うこととすると、反

対を押し切って決定したのです。

　この頃、例会は２週間に１回であり、ポールは家族的

な心からの交友を目的とするのに、２ヶ月も顔を合わせ

ないようでは、初期の目的である親睦、友愛的交友も生

まれない。ロータリー･クラブの運営と成功は、会員の

例会出席にあるのだと強固に決定したのです。

　この趣旨から、1909年にオークランドRCでは、親睦

の場を多くするために毎週例会とすることを決め、クラ

ブ活動も活発化されたので、1922年のロサンゼルス大

会では全ロータリー･クラブが毎週例会を開くことを決

議したのでした。

　それが、今年６月に開かれる2004年規定審議会には、

例会回数をクラブが決定すればいい、また毎週やるか２

週間に一回にするかは各クラブが決めればいい、年間５

～10回例会を取りやめていいことにしろなどと、例会回

数を減らそうとする提案が出されています。楽にすれば

会員が増やせると思っているようですが、厳しさがなく

なってロータリーの魅力が感じられなくなったとやめる

古い会員が増えているとの話も出ています。

（ｂ）クラブ奉仕委員会の小委員会に職業分類委員会と

いうのがあります。

　この職業分類委員会と、会員選考委員会、会員増強委

員会、ロータリー情報委員会は会長エレクトか副会長の

管掌とされましたが、ロータリーの大原則として、一業

種一会員制というのがありました。創立時のロータリー

の基本的目的は親睦です。

　資本主義社会には自由競争の原則がある。同業者の中

でも先輩後輩、老若があって、何となくわだかまりがあっ

て、心からの友達になることは難しいのではないかとい

うので、創立の時から一業種一人を大原則としてきまし

た。

　ロータリアンはみな平等、社長も専務も会長もない、

役職があるだけである。紛争の種になるような要素はす
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べてに持込まないように、政治上及び宗教上の論争も禁

止するともしております。そして、眞の友情を育てるた

めに相手を広く許し合う寛容と、お互いの欠点を我慢し

合う忍耐が大切としております。そんなことで、米山梅

吉さんはロータリーの例会は人を育てる人生道場だと云っ

ておりました。

　その他、クラブ奉仕委員会の小委員会には、クラブ会

報、親睦活動、雑誌、プログラム、広報などの例会運営

とロータリーの内部広報、外部への広報活動があります

が、私からもう少しロータリーの創立時から初期の頃の

慣例についてお話します。

①会務に関する互譲の精神：

　役職は１年で交替することになっている。会員は各事

業及び専門職務のトップであるが、一層指導力を養成す

る事になり、クラブとしてもマンネリを防ぎ、新しい活

動のアイデアが生まれることになる。そしてまた、会員

は必ず委員会に所属しなけばならない。

「ロータリーは実力を涵養し人格を形成する」

　　　アーレン・アルバート

②会合の時間厳守：

　互いに忙しい人達であり、時間を厳守すること。それ

がロータリアンの信用を高める一つの要因になっている。

③例会で食事を共にする慣例：

　チャールズ･A･ニュートンが例会に遅刻したことから、

この慣例が出来たという。

④歌を合唱する慣例：

　互恵主義の親睦団体か、奉仕クラブかの大論争から、

シカゴRCが分裂解散の危機になったことがある。ハリー・

ラグルス（印刷屋）が、あまり論争ばかりしないで歌で

も唄おうとの提案でみんなで歌を唄い、危機を逃れたと

の記録が残っている。

　日本では、ロータリーの会ではロータリーソングが歌

われているが、この趣旨から云うと歌は何でも良いこと

になる。私のクラブでは、昔「琵琶湖周航の歌」を唄っ

たことがありました。

⑤手続要覧の親睦の項に「名を呼び合う習慣」というの

があります。ロータリアン同士が互いに相手の姓ではな

く、First nameで呼び合うという習慣です。この習慣は、

そのクラブの存在する国の一般の習慣と一致しない場合

があるため、クラブがこの習慣を採用するかどうかは自

由であるとしているが、家族的な交友を目的とするため

に、こんな習慣も決めていた。家族の中では名字で呼び

合うことはない。

　ロータリーが創立されて100年、その間に沢山のロー

タリアンがロータリーを論じ、ロータリーを育てて来ま

した。1908年シカゴRCに入会したアーサー・フレデリッ

ク・シェルドン（書籍販売業）が、ロータリーの柱になっ

ている奉仕の理念を説き、フランク・コリンズ（ミネア

ポリスRC）が「超我の奉仕」という最も簡単な標語を

提案し、ガイ・ガイガンデーカー（フィラデルフィアRC）

がロータリー通解という本を出してロータリーのあるべ

き姿を示しました。今までに、沢山のロータリアンがロー

タリーを通して、素晴らしい人生訓の言葉を遺してくれ

ております。ロータリーの歴史、ロータリーの先人の言

葉は、人間の生き方を教えてくれているように思います。

新会員の皆様も、ロータリーの例会に出席する意義など、

ロータリーの歴史に一寸興味を持って見て下さい。

職業奉仕部会
報告者：パストガバナー

杉浦仁郎（青森東）

　杉浦仁郎パストガバナーの基調講演「職業奉仕入門」

の要旨は次のとおりであります。

　『ガバナーのとき、私が畏敬しております菊池武正先

輩は、PETSの講評で、リーダーの条件として簡潔に、

①奉仕の理論を学ぶこと、②徳をつむこと、③実践と話

されたのに感心しました。

　奉仕の理論は、ロータリーにおいては、人生と職業の

成功と幸福の真の基礎である。これを例会で学びなさい

と説いている。

　しかし、「奉仕」は私が学校で教わった“奉仕”とは、

少し違うなとずっと思っていた。国語辞典には、本来の

意味として、私心をすてて神仏、公に仕えるとある。わ

が国のロータリー創立者米山梅吉氏は「サービス」を「奉

仕」と訳さず、そのまま使っていたし、台湾のロータリー

では奉仕ではなく、「服務」としている。仏教ではどうか。

六戸RCの岡田雄道氏は仏教辞典で調べてくれたが、奉

仕はなく、「利他」がそれに近いのではないかと答えて

くれた。

　シカゴロータリー創設四年目に入会した、ミシガン大

学で販売学を専攻した、アーサー・シエルドンは、浮沈

の激しい商店界のなかで、適正利益をあげて永続してい

るのがある。それは従業員、仕入先、顧客などの関係者

と利益をシェア（分ける）している。これを「サービス」

という、ロータリーの新しい概念を作った。サービスは

従来、召使の仕事などに、一番多く使われていたので戸

惑いがあったが、翌年の全米大会で、He profits most 

who serves best が発表されると、全員拍手のもとに

「サービス」が採択された。そして利益を上げるには、

先ずサービスということで「超我の奉仕」がロータリー

の標語となった。

　手続要覧のなかに、ロータリーが職業奉仕という言葉

の使用に当っては、service（奉仕）という文字を一番

広い意味で使っており、それは常に他人に対し、「思い

やりの心」をもって当たることを指していると説いてい

る。
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　「奉仕の理想」は、ロータリーの友の友愛の広場で出

会った堺泉ヶ丘ロータリーの安東俊憲氏から公式名簿の

最終頁に出ていると教えられた。それの日本訳では「他

人に対する思いやりと助け合い」と分かりやすく書いて

いるではないか。これを手続要覧に書いてくれればよかっ

たのにと思う。

　もう一つ企業の永続には、職業倫理が大事として、

1915サンフランシスコ大会で、「道徳律」が承認された

が、その後改変を終了、1989規定審議会は、分かり易

い「職業宣言」を採択した。

　「徳をつむ」とは、道徳的水準を高めることと、ロー

タリーの綱領にもあるとおりだが、如何なる職業をも尊

重し、品位を高めることと併せて職業奉仕の原点である。

　1915年身体障害児援助だけの奉仕をするロータリーが、

アメリカのあちこちにできて、これまでの理論派との対

立が生じ、ロータリーの分裂まで到ったが、妥協して

1923年社会奉仕の声明が出された。有名なロータリー

哲学が、その時生まれたものであり、ロータリー哲学も

主観的なものではあってはならず、それを客観的な行動

に表さなければならない。ロータリアン個人もロータリー

クラブも、奉仕の理論を実践に移さなければならないと

手続要覧にも明記されている。

　四つのテストの日本語訳はスローガン的であるとして、

英語の原文のままの方が分かりよいという会員もいて、

いまだにロータリーの友の友愛の広場を賑わしている。

これを考案したハーバート・テーラーは、これは易しい

ことばだが、厳しい質問ですと話している。青森ロータ

リーが発行している「落穂集」に分かり易く、考案され

たものに、あきない訓がある。

　　１．商売は一にも二にもまごころで

　　２．小さな買手も大事なお客

　　３．買う方の身になって売る心やり

　　４．質と量正しく安くよい品を』

と基調講演した。

　その後続いて、サブリーダーの柳谷透ガバナー補佐よ

り、ロータリー理論の研究者小堀憲助中央大学教授の

「ロータリー哲学」の中の、職業奉仕についての解説と

ロータリー研修委員会で配布された「大連宣言」につい

てなど補促講演がありました。

　地区職業奉仕委員会では、新年度事業計画として、

11月８日午後１時より下田町カワヨ牧場で職業奉仕セ

ミナーを開催することとし、講師は杉浦仁郎パストガバ

ナーに決まりました。

　さらに各クラブの職業奉仕活動アンケートを地区協議

会当日に依頼し、集計しました。

社会奉仕部会
報告者：次期社会奉仕委員長

川口毅（むつ中央）

　まず始めに小宅弘道パストガバナーによる「社会奉仕

と環境保全について」という活動事例をあげて講演があ

りました。

　以上のように講演した後事業計画を話し合った。

○活動計画

Ａ、講演会

　サトウハチロー記念館（北上市）

　館長　佐藤四郎氏（サトウハチロー　二男）

　日時　平成16年９月25日（土）13:00～15:00

　場所　青森市　青森県総合社会教育センター

　　川口インカミングガバナーは300名の参加者を希望。

※基調講演

「社会奉仕と環境保全」小宅弘道（弘前東）
　国際ロータリー第2830地区内43ロータリークラブすべ

てが、それぞれ社会奉仕活動を新ロータリー年度に向かっ

て計画されていることでしょう。自分のクラブの社会奉

仕活動が果たしてロータリーの社会奉仕活動として、相

応しいかどうか検討してみる必要があります。

　手続要覧（2001年）の77～80頁に「社会奉仕活動に

対する方針」が記載されています。その抜粋をコピーし

ました。このコピーをよく読んで、自分のロータリーク

ラブが実践しようとしている社会奉仕活動が本当にロー

タリーの社会奉仕活動として相応しいかどうか検討して

みていただきたいと思います。

　具体例として私が所属している弘前東ロータリークラ

ブの場合を紹介して、みなさんの参考にしていただきた

いと存じます。

◎相応しい社会奉仕活動

１）難病患者を抱える家族支援事業

　（筋萎縮性側索硬化症：ＡＬＳ）

　　ロータリー財団地区補助金支給を受けた活動事業Ａ

　ＬＳに関しての理解とインターアクト、ボーイスカウ

　トと一緒に募金活動。

２）弘前駅前周辺ウォーキングクリーン作戦

　　インターアクト、ボーイスカウトも喜んで一緒に参

　加している。非常によい効果があがっている。社会奉

　仕活動としても、環境保全活動としてもなかなかいい

　活動だと自負している。

◎相応しくないと思われる社会奉仕活動

　　弘前市から要請された弘前駅前城東側整備事業完成

　に際してのモニュメント建立、予算1,000万円。ロー

　タリーの社会奉仕活動として相応しくないと思われた

　ので、丁重にお断りした。
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　青少年育成委員会三浦委員長、ロータリー家族委員会

　松本委員長の協力で進めたい。児童相談所の子育てメ

　イトを対称にしたい。

Ｂ、「子供虐待」「いじめ」対策広報活動

Ｃ、「子供虐待」「いじめ」①なぜ起こる②解決策は

　について各クラブの意見をまとめ、関係機関へ配布。

　つづいて『「子供虐待」「いじめ」対策座談会』につい

てむつ中央RC東海林優会員より過去に開催した事業の

報告がありました。

　さらに『環境破壊について』丸井裕環境保全委員長よ

り、次期活動計画が説明されました。　

国際奉仕部会
報告者：パストガバナー

関場慶博（弘前）

　関場リーダーより、各クラブの次年度の国際奉仕活動

の重点項目として、下記の事を取り上げて欲しい旨の話

から会議は始められた。

１）他の国のロータリークラブと双子クラブを結成して、

　二つのクラブで世界社会奉仕プロジェクトを共同で行っ

　たり、青少年を交換しあったり、お互いのクラブを訪

　問しあって友好を深めてほしい。双子クラブはロータ

　リー100周年記念事業である。

２）ロータリー100周年を記念して、WCSプロジェクト

　へ参加し実行して欲しい。

３）2005年シカゴで開催される100周年記念ロータリー

　国際大会へ、一人でも多くのロータリアンが家族とと

　もに参加して欲しい。

続いて各サブリーダーより各委員会の活動方針が話され

た。

■坂本幸光　次期世界社会奉仕委員長（鶴田）

１、WCSプロジェクトについてのアンケート調査を実

　施して各クラブのWCSプロジェクトへの参加状況を

　調べる。そして、これまで一度もWCSプロジェクト

　を実施していないクラブでも、実施の意思があればす

　ぐにでも参加できるようにしたい。また、各クラブへ

　参加しやすいようなプロジェクトの情報を提供する。

２、クラブの善意の届け先を探す。これは例えばクラブ

　で古着を集めてどこかの発展途上国へ寄贈した場合、

　どのようなルートで寄贈可能かを探り、実施へむけ努

　力する。

３、ネパール親善訪問への参加。毎年行われているネパー

　ル親善訪問へ参加して、世界社会奉仕委員会で可能な

　奉仕活動を実施したい。

４、 世界の危機下にある子供たちの現実を調査・認識し、

　私たちに何ができるかを探りたい。

■町田容造　次期アジア親善委員長（弘前西）

１、ネパール・コテン地区、ドリュケルRCとの交流・

　支援活動を今後も継続して行きたい。ただ私自身はネ

　パールへ行ったことがないので、8月には自分自身が

　まず千葉委員と一緒に訪問して、自分の目でネパール

　の現状をしっかりと把握してきたい。

２、3270地区（カブールRCを含むパキスタンの地区）

　との交流を深めたい。私は去る３月26日～４月２日、

　パキスタンとアフガニスタンのロータリークラブを訪

　問して、パキスタンとアフガニスタンの現状を認識す

　ると同時に、ロータリーを通して何が自分たちにでき

　るかを考えてきた。アフガニスタンの平和なくして世

　界平和は語れないと思う。安全が保障された段階で、

　地区として訪問したい。アフガニスタンの問題の解決

　は、国連とRCが連携して行っていると言えるくらい

　なので、アフガニスタンをRCを通して、国連と連携

　しながら支援していきたい。アフガンの復興へは日本

　政府が結構の資金をだしている。武器回収事業を進め

　てはいるが、兵士たちの社会復帰を平行させて行かな

　いとこの事業はたいへん困難なようだ。国連とRCが

　共同して事業を行うことに意味がある。

３、アジア各国のRCを親善訪問し、親睦を深め、現地

　のニーズに似合った支援を追及したい。

４、UNHCRがロータリーに望むことは、アフガニスタ

　ンのシェルター計画への募金協力。ジェーンという日

　本のNGOが入って活動している。アフガニスタンに

　は長期にわたる戦争のために山が荒廃し、木がほとん

　ど無い。つまり、家を建てる資材が無い。だから難民

　を住まわせる家作りが必要である。UNHCR募金箱を

　用意して各クラブへ配布したい。また、啓蒙活動のた

　めにイベントを行いたい。

■富岡義勝　次期識字率向上委員長（八戸）

１、識字率向上の意義を地区内ロータリアンの方に知っ

　てもらいたい。世界の人口の四分の一が非識字者であ

　り、その四分の三がアジア人であり、三分の二が女性

　である。識字率向上という活動をビチャイ・ラタクル

　前会長がとりあげ、ジョナサンＢ・マジィアベ会長、

　エステス次期会長も会長強調事項としている。また川

　口彰五郎次期ガバナーも重点項目に取り上げた。CLE

　という教育カリキュラムでロータリーが識字率向上活

　動を展開している。７月18日に青森市アスパムでセミ

　ナーを行う。講師はロータリー識字率向上北アジアエ

　リアコーディネーターの重田政信先生で、RI理事ノミ

　ニーでもあられる。

２、ネパールでの識字率向上運動を当地区と関わりのあ

　るドリュケルをフィールドにして展開したい。今年度

　はネパールを訪問して下準備をしてきたい。

３、クラブレベルでも識字率向上運動に参加することが

　できる。500ドル～1500ドルを寄付することで、トル

　コでの識字運動に参加できるのでクラブで是非検討を



-15-

地区協議会/２日目/分科会報告

い申し上げます」

新世代部会

報告者：次期青少年育成委員長

三浦祐一（青森）
①「講師派遣、職場訪問、職場体験協力、事業所一覧」

　の冊子は、現会長に配布しておりますので、次期会長

　は必ず引き継ぎ、クラブとして保管をお願いします。

②43RC中、現在19RCが登録されております。川口年度

　で初めて地区の委員会として発足致します。これを受

　けまして、登録クラブをさらに増加させて、「講師派

　遣・協力事業所」の一覧を一層充実させたい。そのた

　めに今後、各クラブへ再度登録用紙を配布致しますの

　で、ご理解の上、ご協力宜しくお願い致します。

③５月中に、ガバナー事務所ホームページに登録者の名

　簿を全て登録致します。今後の追加登録も、ホームペー

　ジに掲載致します。

報告者：次期青少年交換委員長

小山内幹浩（大鰐）
　2003年―2004年、2004年―2005年の最近の２年間は

派遣学生４名、来訪学生４名と低迷している。この大き

な理由は受け入れクラブの減少、ホストファミリー候補

がいないなどと言われているが、ロータリークラブその

ものの不活性化として考えなおす必要があると思われま

す。

　青少年交換プログラムは、第１にクラブのプログラム

であり、もう一度このことを再認識して頂きたい。そこ

で、次のことを活動方針とします。

１）少なくとも各分区１名、合計６名の派遣と６名の来

　訪に増員したい。ぜひチャレンジして頂きたい。

２）ホストファミリー、クラブカウンセラー、委員会の

　サポート体制を充実し、密な連絡を取りたい。

３）ローテックスによるサポート助言の機会を多くした

　い。

４）ルール等の指導を徹底する。

５）派遣地区、つまり交換地区がヨーロッパ、アジアに

　も拡大したい。

６）受入れクラブへの分担金は各分区で援助する様周知

　徹底して頂きたい。

　していただきたい。

　その後、全出席者より一言ずつ発言をしていただいた。

出席クラブは25クラブであった。

主な発言内容は下記のとおり。

「国際奉仕委員は初めてなので本日は勉強をさせていた

だきます」

「カンボジアへ観光旅行で行ったが、子供たちが物売り

をしているのを目の当たりにし、私たちにこの子供たち

のために何かできることがないものかと思った。国際奉

仕活動の必要性を感じた」

「双子クラブと姉妹クラブの関係は？」（双子クラブは

100周年を記念して他の国のロータリークラブ同志で作り、

共同で何か活動をするためのもの。活動としては、共同

で世界社会奉仕プロジェクトを行ったり、青少年交換プ

ログラムを実施することなど。従来の姉妹クラブで双子

クラブを宣言して何か活動をしてもよい）

「以前は青少年交換プログラムを毎年のように実施して

いたが、ここ数年は会員減少もあり、行ってこなかった。

ロータリー100周年を記念して、青少年交換事業を再度

行いたい。また、姉妹クラブであるオーストラリアのタ

マスを訪問したい」

「クラブ会員のまだまだ着れる古着を集めている。これ

を発展途上国の人々へ送りたいので、その方法を地区と

して探して欲しい」（世界社会奉仕委員会として取り組

みたい）

「ある学校が他の国へいろんなものを寄贈するときの送

料の助成をしてきた」

「姉妹クラブの締結を韓国の友好クラブから迫られてい

るが、どうしたものか？かかる費用などを教えてもらい

たい」（毎年互いに訪問しあうなど大変負担になってい

るので、姉妹クラブになるのは慎重であったほうが良い）

（訪問の費用はすべて個人の負担である）（訪問費用は

一部クラブで負担している）

「クラブでは国際奉仕の情報がたいへん不足しているの

で、まず国際奉仕の情報をクラブ員へ提供することから

始めたい」

「青少年交換事業を積極的に行ってきたが、これからは

派遣クラブと受入クラブとの交流も行いたいと思ってい

る」

　最後に関場リーダーより下記のように呼びかけがあっ

た。

　「国際奉仕をなぜ行うのか？それはロータリーの綱領

の第４条に、『ロータリーの目的は、奉仕の理想で結ば

れたロータリアンの国際的な連帯で、国際理解、国際親

善、世界平和を推進すること』とあるように、国際奉仕

を推進することで世界平和を実現することが、ロータリー

の究極の目的だからです。日本の平和は世界の平和なく

してありえません。世界に一人でも不幸な人がいれば、

私たちロータリアンは幸福ではありません。来るべき

2004-2005年度、皆様のクラブにおかれましては、どう

か積極的に国際奉仕活動を展開してくださるようにお願
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報告者：次期ローテックス委員長

浅葉信義（東北）
　ローテックスは昨年４月に第１回全国ローテックス会

議を青森市で開き、ローテックスの全国ネットを立ち上

げることに成功し、今回の国際大会の準備では大活躍を

しております。

　次は一歩進めて全日本ローテックス（仮称）なる組織

を作ろうではないかと言う話が進められており、この５

月の第２回全国ローテックス会議（大阪会議）ではその

具体的な提案が出されるのではないかと思われます。そ

のためにも今回の国際大会ではローテックスも大々的に

PRするため23地区から170名のローテックスを集め、ロー

テックス会議、晩餐会エンターテイメント、本会議SAA

支援、又晩餐会の席上で日本のローテックスを代表して、

出口由香里さんが素晴らしいスピーチをすることになっ

ております。

　RIではこのような日本のローテックスの活動に注目し、

M.D.Dのマネージャーであるドナ・マックドナルドさん

が取材に来ることになりました。日本のローテックスに

とりましては大変名誉なことではないでしょうか。

　そこで我が地区の次年度の目標はこれまで、海外、県

外、県内と三本立てで活動してきた形を一本化し、全国

の組織化に対応出来るよう、この一点に集中したいと思

います。具体的な方針は第２回全国ローテックス会議の

指針が示されてからになると思います。

報告者：次期インターアクト委員長

相坂博（弘前東）
　2830地区では20高校のインターアクトクラブがあり、

350名程、年５回活動しております。

2004～2005年度の活動

①第26回インターアクト指導者講習会

　青森山田高校IAC（青森東RC）

　2004年７月10日

　場所アピオあおもり

②第39回インターアクト年次大会

　八戸東高校IAC（八戸中央RC）

　2004年７月24日～25日

　場所八戸シーガルビューホテル

③第11回青少年指導者養成プログラム（ライラ）

　インターアクトクラブの参加　未定

④インターアクトの翼　未定

⑤インターアクトクラブ会員表彰

　４名の地区のインターアクト委員を副委員長として活  

　動して行きたい。

報告者：次期ローターアクト委員長

相場博（三沢）
　ローターアクトの現状は、クラブ数10クラブ、会員数

140名です。各クラブとも会員の減少が著しく、クラブ

単独での活動は厳しいものがあります。提唱クラブにお

かれましては、いま一度、ローターアクトの会員増強を

考えていただきたい。

　また、ローターアクトの年間活動行事においても、是

非提唱クラブのロータリアンの登録参加をお願いします。

報告者：次期RYLA委員長

夏井光男（八戸北）
◆第2830地区RYLAプログラム開催状況

○第１回1994年７月31日～８月１日

　於：八戸ハイツ

　主管：八戸南

　ガバナー　櫻田高

　青少年活動委員長　黒田正宏

○第２回1995年７月30日

　於：ホテル青森

　主管：青森

　ガバナー　佐藤邦夫

　青少年活動委員長　佐藤真

○第３回1996年７月28日

　於：ホテル青森

　主管：青森南

　ガバナー　杉浦仁郎

　青少年活動委員長　佐藤真

　青森山田高校

○第４回1997年９月27日～28日

　於：アクアグリーンビレッヂANMON

　主管：弘前

　ガバナー　小宅弘道

　青少年活動委員長　渡部忍

　弘前聖愛高校

○第５回1998年11月１日

　於：ユートリー八戸

　主管：八戸北

　ガバナー　黒田正宏

　青少年活動委員長　夏井光男

　八戸聖ウルスラ高校

○第６回1999年10月24日

　於：みちのく銀行本店

　主管：青森中央

　ガバナー　工藤徹也

　青少年活動委員長　夏井光男

　県立盲学校

○第７回2001年４月14日～15日

　於：青森県武道館

　主管：弘前東

　ガバナー　関場慶博

　ライラ委員長　夏井光男

　弘前聖愛高校

○第８回2001年11月23日～24日

　於：種差少年自然の家

　主管：八戸中央

　ガバナー　黒田正宏

　ライラ委員長　松橋道治

　八戸東高校
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○第９回2003年６月21日～22日

　於：浅虫観光ホテル

　主管：青森中央

　ガバナー　大柳繁造

　ライラ委員長　原三郎

○第10回2004年６月19日～20日

　於：アップルランド南田温泉

　主管：平賀・尾上

　ガバナー　島村吉三久

　ライラ委員長　葛西浩幸

○第11回（日時未定）

　ガバナー　川口彰五郎

　ライラ委員長　夏井光男

　2004～2005年度のライラ開催については、過去の開

催状況などを考えて、東第二分区の十和田ロータリーク

ラブにホストクラブをお願いして進めて行きたいと思い

ます。時期的には来年春頃と思っております。

ロータリー財団部会
報告者：次期ロータリー財団・推進補助金委員

珍田眞（青森北東）

◆リーダー　大柳繁造パストガバナーより　　

　『今日は会議と言う事よりもこれから一年間どのよう

に計画を立てて運営していくかを話し合って見たいと思

います。ある程度の方向性はサブリーダーの方々と相談

して作ってみましたが財団と言うものは大変だいじなこ

と何ですね。特に百周年にもあたることですしRI2830

地区と言うところは全国でも最低レベルの一人あたりの

寄付金額と言う所で、私も財団を何年かやって参りまし

て、今まで寄付の集まらないのは財団の仕組みが解らな

いからだと、みなさん寄付する気持ちはあるが、それが

どのように使われ、どんな成果があるのか解らないので

集まらないのではないのか。

　私も何年間か財団についていろいろ説明はしてきまし

たが、それがなかなか浸透してこなかった事は私も大い

に反省しています。それで昨日ガバナーの川口さんとも

相談して川口さんも言っておりましたけれども、人間の

心の問題、一人一人のマインドがきっちり確立されてい

ないからお金が集まらないのだと。

　まあこれも一人千円で年間１万２千円の百ドルと単純

な、マインドが確立されていないからではないかと言っ

ておりました。

　そこで川口さんが「これひとつ話し合ってくれないか」

ともってきたのが皆様の所へ届けてある、一人100ドル

×会員数を出してくれと。まあいわゆる強制的なことに

なりますが、私自身は、一ロータリアンとして、こうゆ

う事は好きではないのですが、そうゆう書面が来ました。

　そしてみなさんのところで全クラブから返事をもらい

まして本当に感謝しております。そしてこれをみなさん

の所で目標として考えておられるのか、そのへんのとこ

ろも是非確かめたいなと思っているのですが、みなさま

の所へ配った資料を見てほしいのですが（資料の10ペー

ジ）

　これは、みなさまの所からもらった返事を集計したも

のです、この米印の所は一人100ドルを約束できないク

ラブです、これがいいとか悪いとかと言う事ではありま

せん、こういうクラブもあったということで付けました。

　前にも延べた通り強制するものではないと思います。

心の問題だと思います。向こうから来た、こういう制度

に腹も立ちますけど、みなさんもなんとか我慢していた

だきたいと思います。

　財団の寄付がもしロータリーに無ければと言うところ

にも触れたいと思いますが、意外と財団についてメンバー

の方は無関心な方が多いのですが、日本は金は集めるけ

ど使ってないです。アメリカの次に額は集めているけど

（資料４,５,６ページ）財団に関心が無いもうひとつの

理由として、集めた金が全部、外国の発展途上国に行っ

てしまう。国内でも大変なときにと、なかにはこうゆう

考えの人も多いのではないか。

　自分の関係したものに少しでも使えれば理解しやすい。

あたりまえのことかもしれない。

　ひとつここは地元にも関係のある、有効なプログラム

も考えていただきたい。百周年でもあるし、今回ロータ

リーではこうゆう事もしていると言うような事を、世間

にアピールするものがほしい。

　そうゆう意味でこの補助金の内幕というのは、どうゆ

う事かと申しますと、たとえば皆さんから一人100ドル

づつ集めて年間12万ドル集まる予定で、日本円にすると

1200万、その半分が返ってきます。

　補助金は、地域援助資金これをDDFと言いますが、

DDFの20％使えるのです。これを100周年のプログラム

に当てればと考えています。

　どんなプログラムが提供されたかといいますと、八戸

東クラブ、海洋少年団。これはもう適用になりましたか？

まだですか、少し時間かかると思います。

　あとその他ありますか？皆さん補助金のこと解ります

か、各クラブさん申請してないと余り、わからないと思

います。』

◆サブリーダー　珍田眞次期地区委員より

　『今ご紹介にありました珍田でございます。

　今委員会の仕組みが変わりまして、直接ガバナーが指

揮することになりました。

　財団のお金の使い道はだいたい決まっているのです。

たとえば仮に12万ドル集めたとすれば半分しか使えない

のです。何度か大柳さんのお話にあったように海外資金
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になります。財団の留学生は一年で25000ドルかかるの

です２年の学生を入れると赤字です。ロータリー活動そ

のものができなくなります。ですから集め方に関しては

一人100ドルと言っても、長年の経験で必ずロスが出ます。

それが計算通りとはなりません。

　まあそうゆうことで、お金の集め方でいろいろありま

すが、難しい人もあります。その人に合った話し方をし

なければだめだよと、ただ機械的に話せばロータリーは

ただの金持ちの集団なのかとお叱りを受けます。かなり

難しいことです。じゃあもっと強制的にしたら、そうし

たらなおさらロータリーとは何なのか、民主国家の主権

に反するものかと反発する人もあります。ですから、何

とか皆様のご理解とご協力をお願いするしか方法がござ

いません。

　ご協力を願えればお金の集め方についてはいろいろな

方法はございます、たとえばニコニコの一部を財団にい

れるとか、会報の発行を止めてそれをまわす、食事を軽

食にしてまわすとか、たくさん改革の方法はあります。

いずれにしろ会員の協力がなければ成り立ちません。さ

らに皆さんの協力とともに開かれた財団となることを期

待しております。』

◆サブリーダー　坂本壽一次期地区委員長より

　『財団の中の奨学生・GSEそれから、学友の委員長を

仰せつかいまして７月から活動開始と言う事で、実は過

去三年間地区委員やっていまして、皆様の方にも奨学生・

GSE制度というものを、きっちりと把握してもらってク

ラブに帰って大いに広めてもらっていただきたいなと。

　奨学生を送る場合財団の寄付が、三年前の寄付が今活

用できるということで、その中の一部を奨学生の派遣に

使えるということに成っています。

　今現在GSEにはお金はまったくございませんので２、

３年我慢しましょうということで活動はまったくしてお

りません。まずそのことをご理解しておいてください。

　４月29日に選考試験を行いまして、ガバナーの方から

前もって、１人しか出せない予算しかないとゆうことで

今回は１人しか出せませんでした。４名の受験者がおり

ましたけど、今まで２人以上出していましたが今年は初

めて１人しか出せませんでした。金がないから出せない

ですね。ここのところをぜひ頭に入れていただいて、な

にとぞ寄付の方が少なければ国際親善の奨学生の派遣に

も影響があるということをご理解いただきたいと思いま

す。

　尚、奨学生の受験の方法を簡単に説明させていただき

ます。12月中旬あたりに各クラブに奨学生の募集要項を

発送しております次年度もそういう予定です。そして２

月の下旬が提出期限でそして来年の４月29日に選考試験、

発表９日以内に本人に通知します。

　ご存知のようにロータリアンの親族、家族の受験資格

はありません。今回の坂田君もですね、広島大学の大学

院を終わって、さらに筑波大学の大学院に入っておりま

すが、それでも青森県では時期的なものもありますがな

かなか就職口がない現状でありますので、当然中央の方

へ行って地域の貢献度合いが少なくなります。

　現在学友の友の会を作るということで、柱は青森市役

所に勤めている方を中心として作るということで70数名

ということですが、青森県内には10数名だということで、

このような問題もあります。』

◆その他に出された意見

・私のところは、だいぶ前からニコニコの一部を財団に

　入れております。

・財団のしくみが毎年変わるので理解しにくい、たとえ

　ば資料の11頁（ロータリー財団への寄付金の行方）こ

　れは毎年代わりますよね、このようなことでも財団は

　わかりにくい。

米山記念奨学部会
報告者：次期米山奨学委員長

山　悟朗（八戸東）

　リーダー工藤徹也パストガバナーより、概略と現況説

明とサブリーダー山　悟朗より、地区の米山事業の概況

等報告ありました。

○野辺地RC：八木橋

　新会員にRCは寄付団体ではない旨の説明をするが、

例会の度に募金を募るのが理解されていない。

○サブリーダー：山

　寄付金には普通寄付金と特別寄付金がある。普通寄付

金は人頭割で、クラブ全体で年間２期に分けて寄付をい

ただく。全国平均は年間一人当たり４千円、当地区は２

千円だ。特別寄付金とは個人の資格で積上げていく寄付

金だ。功労者表彰制度の区切りが従来30万円だったが、

昨年度より10万円となった。

○六ヶ所RC：赤石

　免税の対象は、法人・個人どちらもか。

○リーダー：工藤

　法人・個人どちらも年間一万円以上であれば、米山財

団より寄付証明書が送付される。それを添付し申告する。

ロータリー財団は、一括30万円でしかも財団プログラム

の中の教育的なプログラムに使われるものに限り、免税

証明書を発行する。　

○三沢RC：黒田

　今年は奨学生が各地区に分散して非常に良い。過去に

おいて三沢RCも奨学生を希望したが実現しなかった。

学生と各RCとの接点がない。年１回の地区大会での紹

介だけでは、いかんともしがたい。ロータリーの友への
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投稿を見ても奨学生は素晴らしい意見を持っているので、

ぜひ各クラブの例会で１回は卓話をおねがいできる形を

作ってほしい。奨学生の数を減らす、奨学金額を減らす

との意見もあるとの説明だったが、三沢RCでは、独自

のバッカス奨学生基金をやっているが、質を上げるため

に額も上げた。結果、財政的に厳しく額を下げる意見も

出たが、昨年ゴルフ大会を実施し、カンパを集める努力

をしたら集まった。なるべく下げないように皆で努力す

ることが大事だ。

○サブリーダー：山

　寄付を増収するという命題と、運営の上での額の問題

は背中合わせである。理事会・評議委員会の中でも毎年

問題になる。来年見直しが出てくる。来年にまたがる２ヶ

年度の学生に関しては、来年度減額になるかもしれない

事を了承の上、確約書にサインする旨の指導があった。

交流に関しては、各クラブ会長・委員長と10月の米山月

間をどうもっていくか相談したいし、奨学生を呼びたい

という事であれば、相談していただきたい。八戸南RC

では一昨年弘前より３名の学生卓話実現のために、夜例

会を企画実行した。

○青森RC：三浦

　全国平均の半分だという事は、従来弘前へ特化してお

り知らないという部分もあるのではないか。学生は非常

に優秀でいい学生ばかりであるので、卓話をしていただ

ければ好印象を与えて米山奨学金も集まるのではないか

と考える。

○サブリーダー：山

　奨学生の選考基準が時代とともに変遷してきている。

当初は貧困により、学業に経済的支援が逼迫している事

への支援が第一義であった。今はそれもあるが、学業の

優秀性が第一義であるが、プラス我々が学生に期待する

ものは、コミュニケーション能力、二つ目は異文化交流、

奨学生の国の文化を我々に知らせてくれると同時に、日

本の文化・生活習慣を体験し、日本観を変えてもらうな

り、国際交流貢献の礎にしてもらう。三つ目に、地域の

ボランティア活動への意欲があるかどうか。たとえば、

積極的に例会にあるいは地域やクラブの事業に参加する

か等に変わってきた。

○八戸RC：菊地

　経済状況が厳しく、会員減少で寄付集め困難。月間の

時でもビデオを見て判断したい。

○リーダー：工藤

　ビデオは一例であり、その他種々のワークブックが送

られているはず。　

○八戸RC：菊地

　ワークブックは、ほとんど読まれないのでは。　

○サブリーダー：山

　ビデオも４種類位ある。2003年度ダイジェスト版が

出来た。財団本部にある。　

○八戸東RC：北向

　奨学生が各地区大学に分散し、各クラブの奨学生が将

来果たす役割について興味がある。期間満了しても母国

に帰らない奨学生が多い。母国に帰らない学生に対して、

日本文化等々を伝える等の制約を設けていないのか。

　その地区の寄付額により奨学生の人数が決定されるの

で、頑張ってほしい。

○サブリーダー：山

　従来奨学生には母国に帰り、日本との架け橋になり貢

献する事のウエイトが高かった。今は現実問題として、

主に中国の学生が半分（約48％）であり、私費留学生だ。

日本でドクターを取得しても母国で必ずしも就職や将来

が保証されない現状がある。語学が堪能な彼らは、全世

界を視野に入れてヨーロッパやアメリカ等へ飛び出して

いく例が多くなってきている。

　そういう事を踏まえ、母国への貢献という事が少しウ

エイトが低くなりむしろ、国際貢献の部分が逆に出てき

たと言う事が現実的な問題だ。　

○八戸中央RC：坂間

　委員長・副委員長の代理出席です。一昨年から、ロー

タリー財団のニコニコBOXを設けている。米山奨学

BOXの設置もいいのではないか。　

○サブリーダー：山

　現実に実施しているモデルクラブがある。　

○弘前西RC：前田

　意識づけが一番必要だと誰しもが思っている事だ。従

来弘前大学一辺倒だったものが、山　委員長の努力によ

り県内全域に分散が実現した事もその証拠だと思う。各

委員長のやり方次第で会員の意識が高まるか否かの結果

が出てくる。西クラブは女性委員長で、委員長の名前を

付け、ミッチャンBOXとし、ニコニコBOXと併設した。

○板柳RC：工藤

　寄付金を集めるのが非常に難しい。板柳クラブでは、

連続して奨学生を引き受けてみて良く判った。他クラブ

でも合同例会等を企画し、奨学生と交流を持ったら判る

と思う。カウンセラーを一年やってみて、その奨学生が

後どうするのかという事が一番心配で、後のケアーが非

常に大切だと思う。西第二分区の合同例会に、８名の奨

学生のうち出席可能な６名の奨学生が参加をし、パネル

風な夜の例会で大変盛り上がったし、学生全員が大変素

晴らしい発言をした。この例会で、あまり米山奨学会に

関心のないメンバーの方々も奨学生について理解したと

思う。この合同例会がきっかけかどうかはわからないが、

今年はカウンセラー立候補者が何人もいた。従来弘前地

区の方々は大変だったかもしれないが、恩恵もあったと

思う。今年は、他地区の方々も経験してほしいという事

で、青森・十和田にも奨学生を引き受けていただいた経

緯がある。他クラブの方々も機会をとらえて交流をして

ほしい。　

○サブリーダー：山

　まだプランの段階だが、川口ガバナーエレクトの牧場

を使ったイベントをやれないかという話も出た。　
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インターネット推進部会
報告者：次期インターネット推進委員長

今泉礼蔵（十和田東）

　インターネット推進部会は比較的新しい部会で、その

目的はその名称のとおり「インターネットの推進・普及」

にあります。

　はじめに地区の公開されている地区のホームページの

現状と各クラブにメールで送られている「ガバナー月信」

について説明がなされ、各委員からそれらに対する問題

点等が討議された。

　特にガバナー月信については、各クラブに最低一人

CICOと呼ばれるメールの受信できる会員がおり、そのロー

タリアンが責任を持ってクラブ全体にその内容を知らし

めることになっているが、それが徹底されていないよう

だ。

　またその手法・程度は各クラブによってバラバラであ

る。その原因のひとつとして、月信のページ数の多さに

あり、また多くのクラブでは人数分の前頁印刷で全員に

配るのではなく、例会時間内の回覧のみ行われている。

これらの現状を解決するには、ひとつはホームページと

の情報の差別により、月信のページ数を削減（このこと

は現在でも行われており、数年前よりもだいぶ頁数は減っ

てきている）するとともにより多くの会員が自宅で・職

場で個々に月信を受信できるようになるのが望まれる。

　また別の問題として、現在公開されているホームペー

ジはJomon（プロバイダー）のご好意により、格安で

運営しているがその内容は2830地区全クラブ分のメモリー

が個々に確保されており、けっして現在の料金ではまか

なえるものではない。いつまでも好意に甘えているわけ

には行かないので正規の料金を算定した場合、その捻出

をどのようにするか？また、実際利用されていないメモ

リーがほとんどなので、それらを削除しメモリーの軽減

化を図り、適正な低料金で運営すべきではないだろうか？

　以上のことを踏まえ、今年度インターネット推進部会

としては各クラブに月信の利用状況と今後独自のホーム

ページ開設の意思があるか否かアンケートを実施するこ

ととしました。

　尚、分科会の途中から現在2830地区のホームページ

と月信の作成をほとんど一人で担当なさって居られる五

所川原の高橋氏をお呼びして現在の月信の内容や作り方、

次年度へのアドバイス等貴重なご意見をいただきました。

□議事録

＜問題点の整理＞���

１．地区サーバの料金���

　委員会発足２年目を迎えるが、ホスティング業者に料

金を払っていない。URL利用17クラブ（うち、７クラ

ブはフロントページのみ）を考慮し、年額５万円位で業

者と交渉する。当初、ガバナー月信配布に印刷費100万

円以上の費用があてられていたが、ネット配信に切り換

えることによって予算を削減できた。���

（対応）

　業者から正規の見積書を取り、支払う方向で交渉に当

たる。現在の委員会予算は10万円。業者の希望額は43

クラブ×＠1,000/月=年額516,000円あたりと思われる。

２．地区サーバの利用促進���

　ホームページ掲載クラブは43クラブ中17クラブ。

さらに、普及に努める。BBS（伝言板）の利用は弘前西

の１クラブのみであり、これを廃止する。��

現CICOへメールでアンケート実施

①ホームページ掲載希望の確認

②講習会希望の確認

　その後、委員会を開催する。���

（対応）��

①講習会の実施（地区側の現状）�

　予算等未定��　　　　　　　　　　　　                                                

②各クラブ現状の把握

　アンケート後に 再検討する。

③CICO（メール受信担当）の所在についても

　再確認する。

３．ガバナー月信配布と、地区HTMLの作成

①ワード作成文書をPDF文書にする。

②HTMLはガバナー事務所が作成し、アップロードにつ

　いては委員長が指導。

③月信作成に４～５日・10頁程度。はみ出る部分は別

　ページへ掲載してリンクさせておく。�        

　写真はワザとぼけさせてある。（高瀬）�        

（各委員の意見）�                        

①CICOの半数が機能していない。    

②CICOの経済的・時間的負担が大きい。

　地区から各クラブへ紙情報で２部配送する。（地区幹事）                        

③掲載はPDFと、データの再利用を考慮してワード文

　書も欲しい。（宮川）

４．その他の意見

①CICO同士の情報交換の場が欲しい。

②ウイルス防御の指導をして欲しい。ウイルスメールの

　状況からロータリアンに感染者がいると思われる。�

③CICOが旅行中のこともあるので、サブもいた方がい

　い。

④ホームページにロータリアンの個人名・写真を掲載す

　る場合のガイドラインをつくって欲しい。�      

                                                        

�
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ガバナー講評
ガバナー

島村吉三久（五所川原中央）

　大変おつかれさまでございました。

　昨日、「ロータリーの概要」A４判で26頁でありますが、

このことにつきまして黒田パストガバナーより皆さんに

お話がありました。

　先だって、RLI（ロータリーリーダーシップ研修会）

の日本支部をつくるかどうかと、RI田中理事から提案が

あったわけですが、我々同期のガバナー会からクレーム

が付きまして、

「これは特定の指導者を意図的に養成しようとするもの

で、クラブの中にエリート集団を作るということになり

はしないか」

「最も重要なフェローシップと相反する行動へと誘導す

る危険性をはらむ」

というクレームが付きまして、日本のロータリーでは

RLIはなかなか難しいと。

　これは、しかし米国では1922年に作られているもので、

ロータリーの基本についてしっかり勉強しましょうとい

うことなんですけど、日本においては「エリート集団を

作る」とか言われておりまして、いろんな考え方があり、

このことはもうちょっと考えなければいけない事じゃな

いかということになり、現在中断している状況でありま

す。でも、それを待っていてはいかんということで、新

たにRI理事、研修リーダー、RI理事エレクト、財団とか

という人たちで、編集者はＲI理事で黒田パストなどで

すが、クラブ強化委員会（仮称）を立ち上げて「ロータ

リーの概要」を作ったわけであります。

　「ロータリーの概要」には、日本についての記述も追

加されており、さらに四大部門、ロータリー財団これに

ついても追加公開されるということになっております。

　この「ロータリーの概要」は今のところ本にして売る

予定はないが、ロータリーwebサイトにおいてダウンロー

ドし、プリントアウトできるということです。プリント

アウトすれば各クラブですぐ活用できるわけですから、

各クラブにおかれましては、webサイトの方からこれを

プリントアウトして会員の皆様にご紹介していただきた

いと思います。

　この本の一番初めに

『ロータリーとは何でしょうか？答えはロータリアンの

数だけあるかもしれません。創始者ポール・ハリスはこ

う書いております。私が大きなコロシアムに立ち、あら

ゆるロータリアンを前にして一言述べる機会に恵まれた

としたら、私は何のためらいもなく、あらん限りの声で

叫ぶでしょう「寛容」と。』

と一番初めに書いてございます。

　どうか「ロータリーの概要」をプリントアウトして勉

強して頂きたいと思います。

　２日間の協議会、大変お疲れさまでした。どうもあり

がとうございました。
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　下　山　　　勝　　畑　中　敏　行
　平　野　治　彦　　樋　口　　　大
　畑　中　宏　之

◎大久保　一　穂　　太　田　　　薫
　山　端　繁　男

◎甲　田　秀　三　○高　村　和　雄
　泉　　　武　男　　一　森　幸　一
　森　平　政　雄　　内　山　安太郎
　金　沢　昭　二　　布　施　正　治
　江　渡　健　次

◎橘　　　誠　一　　馬　場　正　夫
　工藤 寛（会  計）　 東　田　　　太
　柏　崎　進　一

地区協議会実行委員会

国際ロータリー第2830地区　2004-2005年度ガバナー事務所

稲　川　三津雄
杉　山　茂　夫
北　村　裕　昭　　杉　本　重　行
伊　東　　　睦　　白　山　春　男
中野渡　勝　孝　　竹ヶ原　　　實
和　田　吉　友　　田　中　常三郎
黒　川　賢　三
濱　田　廣　司
森　実　典　博

ホストクラブ会長
ホストクラブ幹事

実 行 委 員 長
副 実 行 委 員 長
副 実 行 委 員 長
実行委員会幹事
実行委員会幹事
Ｓ ・ Ａ ・ Ａ
会 　 　 　 計

　 　 　 　 　 　
総 務 委 員 会

会場設営委員会

　　　　　　　
　 　 　 　 　 　
　　　　　　　

広報・記録委員会

懇 親 委 員 会

登 録 委 員 会

地 区 幹 事 長
地 区 副 幹 事 長
地 区 幹 事

地区財務委員長
地 区 会 計 長
事 務 局 員

○ホストクラブ
　百石・下田ロータリークラブ

○ホストパートナークラブ
　十和田ロータリークラブ
　十和田東ロータリークラブ
　十和田八甲ロータリークラブ
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【各部門分科会 報告】

４．社会奉仕部門
報告者：社会奉仕部門担当・パストガバナー　

小宅弘道（弘前東）
　次年度是非取り上げたいことは、子供の虐待の問題で

す。最近子供の虐待が非常に増え青森県でも14年度三百

数十名以上の例があるが、表に出ないものを含めるともっ

とだと思う。子供は、今の少子化の日本にとって、また

国の未来にとって一番大事な問題である。

　川口地区社会奉仕委員長が長年にわたり取り組んでい

る「いじめ」の問題は、その報告等の取り組みによって

大分成果を上げている。「虐待」も最近何故起こりやす

くなっているか原因を究明し、どうしたら減っていくか

考えたいと思う。そのために専門家を呼んでのセミナー

やシンポジウムの開催を考えたい。その取り組みをマス

コミ等を通して県民にアピールしたいと考えます。

５．国際奉仕部門
報告者：国際奉仕部門担当・パストガバナー

関場慶博（弘前）
　ロータリーがロータリーとして正しく機能していくた

めには、4大奉仕がそれぞれ機能していくことが大事で

ある。そしてその中でもロータリーに入っての醍醐味は、

国際奉仕であると思う。その意味でも、次年度ロータリー

100周年に合った国際奉仕プログラムを推進したいと考

える。国際奉仕部門は、３つの委員会から成り立ってい

る。坂本世界社会奉仕委員長は２回ほどネパールへ行っ

ているし、100周年事業にふさわしい各クラブレベルで

WCSプロジェクトに積極的に取り組むための情報提供

をしていきたい。町田アジア親善委員長は薬剤師として

アフガニスタンに行かれ、水質検査等のプロジェクトに

参加された経験を持っている。そういう中で第2830地

区で何ができるか考えていきたい。また識字率向上委員

会は富岡委員長ですが、川口インカミングガバナーの重

点項目ですので世界の識字率向上の他に、私たちロータ

リアンの識字率に対する理解と私たちに何ができるかを

考えるためのセミナーの開催を７月か８月に計画したい。

６．新世代部門
報告者：国際奉仕部門担当・ガバナー

島村吉三久（五所川原中央）
　新世代部門は６つの委員会がある。まずインターアク

ト委員会のアクトの翼は今まで25回韓国に派遣している

が、まだ１回も向こうから日本に来たことがない。来年

度は韓国からのアクトをこちらで受入れることを考えて

いる。こちらからの派遣はない。４月21～22日の釜山

の3660地区大会に行ってくるので、8月のねぶたの時期

など打診したい。

１.  国際ロータリー100周年記念事業他     
報告者：RI研修リーダー・パストガバナー

黒田正宏（八戸南）
　100周年祝賀会は、地区として来年２月23日前後に青

森市で開催。広報活動に繋げる。

　識字率向上は、貧困と自立の妨げになっている。次年

度の重点的取組にする。

　ガバナー公式訪問は、形骸化している。もっと一般会

員と話し合えるような場が必要。

　IMは、親睦中心で問題があるのではないか。GEの次

年度IMのあり方はどうか。

　ガバナー補佐の予算が足りないのではないか。各クラ

ブ訪問時のメーキャップ・ニコニコ等。

２.  クラブ奉仕部門
報告者：クラブ奉仕部門担当・パストガバナー

佐藤邦夫（八戸東）
  ロータリー家族委員会は、昨年度からRIの方針に従い

設置した。亡きロータリアンの家族に対しての広報活動

が会員増強についても大切なことである。またロータリー

情報の内部広報と外部広報を通じてどういう人を誘えば

よいか、誘った新会員を退会させないためにどうするか

が大事である。そのために９月４日に会員増強セミナー

を開催する提案がなされた。さらに来年の100周年祝賀

会の際、他団体等への広報活動を強化する。

３．職業奉仕部門
報告者：職業奉仕部門担当・パストガバナー 

杉浦仁郎（青森東）
  昨今の様々な事件・不祥事等をみれば職業倫理の欠如

が問題である。そのためにも職業奉仕セミナーを開催し、

職業倫理の啓蒙に努める。時期は９月12日、場所はカワ

ヨ牧場で行う。講師は私自ら勤め、若い人たちの就職率

の低迷と離職率の高さをテーマにしながらロータリアン

としてどう対処したら良いか皆で考えたい。
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報告者：次期青少年育成委員長

三浦祐一（青森）
　昨年９月に講師派遣・職場訪問・職場体験の実施の案

内書が完成し県内中学校へ配布したが、今まで講師派遣

は２件ほどの実施に留まっている。再度４月に各中学校

へこのプロジェクトの活用を案内したい。また６月まで

にガバナー事務所のホームページにこのリストを掲載し、

７月以降はホームページ上でのリストの更新作業をして

いく予定です。各クラブには再度、講師派遣等の登録を

お願いします。

報告者：次期青少年交換委員長

小山内幹浩（大鰐）
　今年度の交換留学生は４名。次年度は各分区１名の計

６名の留学生を是非お願いしたい。

７．ロータリー財団部門
報告者：ロータリー財団担当・パストガバナー

大柳繁造（青森）
　Ｒ財団の委員長は、パストガバナー（直前ガバナー）

が望ましいというRIの方針があり、私が担当することに

なった。Ｒ財団寄付は、我が地区にとって最も不得意と

する所である。どうして集まらないのか、財団寄付は大

金を出すというより気持ちを出してほしい。

　米国の財団寄付は日本の一人当り平均85ドルに対して

50何ドルと如何と思うが、我が地区の各クラブ会員が月々

1,000円を払って頂くと、日本の地区の中でベスト10に

入ると思うので、それを目標にして行きたい。明日の

PETSで各クラブ会長にじっくり話す。

８．米山記念奨学部門
報告者：米山記念奨学担当・パストガバナー

工藤徹也（青森北東）
　今年度の地区の米山記念奨学生は９名で、８名が弘前

大学、１名が八戸工業大学であるが、川口年度は１月の

選考を経て11名で、弘前大が６名、青森公立大・青森大・

青森中央学院大・北里大・八戸工業大がそれぞれ１名と

県内全域の配置で、画期的なことである。そのため各地

域のクラブと奨学生との交流が活発になり、世話クラブ

やカウンセラーを通して米山奨学事業に対する理解が進

むと考える。各クラブは、例会で奨学生の卓話や交流を

図って頂きたい。また米山奨学金の一人当り目標額の設

定や５月の米山カウンセラーの講習会と奨学生のオリエ

ンテーションに力を入れ、10月の米山記念奨学月間の前

にセミナーを開催し、寄付金の免税優遇措置や新しい表

彰制度のメリットなど考えたい。工夫した運営を通じて

充実した年度にしたいと思う。

９．インターネット推進部門
報告者：次期インターネット・情報委員長

今泉礼蔵（十和田東）
　インターネット推進は、大柳ガバナー年度から今年度

で２年になる。次年度の問題として現在ガバナー事務所

のホームページをJOMON（青森RC赤石会員）に置いて

あるが契約料金がどうなっているかも含めサーバーと各

クラブとのネットを整理したい。また各クラブへメール

で月信などを配布しているが、どの程度利用されている

か調べたい。

　インターネットは情報の宝庫である。ロータリー関係

の情報もかなり入るので、利用して頂きたいが、委員会

としては、インターネット推進はロータリー情報の一部

の手段と考えている。最近コンピューターウイルスが蔓

延しているので、各クラブでセキュリティーのチェック

をお願いしたい。感染の自覚症状のない方から地区内外

にウイルスが拡がるのを防ぐため、感染の情報を寄せて

もらいたい。私の方で相談を受け、その対策を講じたい。

10．「ロータリーの友」部門
報告者：次期「ロータリーの友」委員長

　川健一（青森）
　ロータリーの友委員会は、地区の行事や各クラブの活

動の記事などをロータリーの友事務局に送っています。

それぞれの委員会や各クラブで活発なそしてすばらしい

企画をすることによって、毎月１回皆さんが購読してい

る雑誌に、皆さんの記事が掲載されますのでよろしくお

願いいたします。

11．ガバナーノミニー事務所より
報告者：2005-2006年度幹事長

田中尊（弘前）
　次々年度の地区運営にあたり、10月１日ガバナーエレ

クト事務所を開設予定です。また地区組織については、

10月末までに自薦他薦を問わず、次期地区ガバナー補佐

と次期地区委員長にその後任人事をお願いしたいと考え

ております。どうぞよろしく。

「質疑応答・ご意見」
１．Ｒ財団寄付は、クラブで年会費に一人100ドルを含

　　んで徴収すると集まりやすい。

２．ロータリー会員の葬儀に、ガバナーの弔電を望む。

　　　　　　　　　　→ガバナー事務所へ至急連絡を。

３．インターネット上のガバナー月信の容量が重いので

　　軽くしてほしい。またインターネットのないクラブ

　　やウイルス感染の問題もあるので、印刷配布も考え

　　てほしい。
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１．クラブ会長の役割と義務
報告者：RI研修リーダー・パストガバナー

黒田正宏（八戸南）
　RIの国際協議会でも様々な性格のひとが集まりその運

営は大変である。皆さんのクラブでも同じで、上手にま

とめながら会長を務めて頂きたい。またRIや地区の方針

がこうだからというのではなく、クラブの活性化を図る

ことが大事である。RIや地区は様々な情報を提供したり

クラブの相談を受けたりしながら、公式訪問もクラブの

健全化が目的であくまで皆さんのクラブが主体でロータ

リー運動の基本である。具体的にはレジメの「クラブ会

長の任務」を参考にして、常にプラス発想と寛容の精神

で会員のリーダーシップを育てるために討論形式で行う

のも良いと思う。例会は、親睦とロータリー情報を提供

する場であり、幹事と共にその準備を心がけて下さい。

またガバナー補佐の手当ては少額なので、年４回の訪問

の際にはメーキャップ料とニコニコを是非ご遠慮して頂

きたい。

　次にRIの状況について、RIは会員増強とＲ財団を強調

するが、日本のクラブは良くやっているので数値化する

のも問題だ。また６月のRI規定審議会では、クラブ定款

に４大奉仕を「ロータリーの４大奉仕部門は、ロータリー

クラブ業務の哲学的かつ実際的な基準である。クラブ奉

仕は、クラブを円滑に機能させるためにクラブ内で会員

が取るべき行動である。職業奉仕は、道徳的水準を高め

職業人としての手腕を活かし地域の社会ニーズに応える。

社会奉仕は、地域の生活の質の向上を支える。国際奉仕

は、国際理解・親善・平和を推進する活動を実施する。」

ことを明文化することや職業倫理についても「国際ロー

タリー創立の原理原則の一つは、事業及び専門職務にお

ける倫理に対する関心である。しかもその推進である。」

と文書化し、具体的には４つのテストそしてロータリー

100周年を迎えて奉仕活動の第二の世紀に入り、高い道

徳的水準を実証する個人を探し出し、クラブの奉仕活動

を推進するとした。

２．「ロータリーの綱領」について
報告者：ガバナー

島村吉三久（五所川原中央）
  ロータリー綱領の歴史を知ることは大事なことだ。シ

カゴロータリークラブは創立の翌年1906年、最初の綱

領Three Point Program（1.会員の事業拡大 2.親睦 3.

シカゴ市民のために）を定めた。シカゴ市民のためには、

その後全米市民となり今は国際社会となった。

  ロータリーの綱領の日本訳は、分かりにくい。今日は

第2770地区の田中パストガバナーの訳を皆さんに紹介

したい。例えば「ロータリーの綱領」は英文でThe 

Object of RotaryだがObjectを「綱領」ではなく『目的』

と訳すと分かりやすい。次に「鼓吹育成する」は『応援

する』、「事業および専門職務」や「業務」は『職業』と

訳すと分かりやすい。続いて「事業生活」は『職業生活』、

「事業と専門職務に携わる人」は『職業人』という理解

で如何か。しかし「綱領」で良いと思う人も『目的』の

方が分かりやすいという人もいる。

  また英文の綱領には『職業』が使われるが、日本の綱

領の訳には『職業』が出て来ない。

  そして田中さんの新訳をまとめると『ロータリーの目

的は、価値ある職業の基礎として奉仕の理想を奨励する

ことである。特に次の事項を奨励する。第１．奉仕の機

会として知り合いを広めること。第２．職業道徳の水準

を高めること。そして全ての有用な職業は価値があると

いうことを認識すること。個々のロータリアンの職業は、

社会に奉仕するためにあるものと捉え、その職業の品位

を保つこと。第３．ロータリアンは奉仕の理想を常に意

識して個人生活、職業生活、社会生活をすること。第４．

奉仕の理想で結ばれた職業人の世界的な親交を通して、

国際理解・親善を促進すること。』となります。

  また文献邦訳諮問委員の第2580地区の佐藤パストガバ

ナー（東京東RC）は、小学生でも解る「ロータリーの

目的（綱領）」を「どんな職業でも、利益は奉しに対す

るご褒美として与えられるものでなければならない。と

いうのがロータリーで言う奉仕の理想である。だからそ

ういう理想をさらにいっそう高めて、これを世界中に広

めていくのが私達会員の目的である。そのためには特に

次に述べる４つのことが大切である。１．こういう奉仕

の理想に賛成してくれる仲間をたくさん増やすこと。２．

誰から見ても道徳的に怪しまれることがないように誠実

に良心的な仕事をすること。職業上の取引は対等であっ

て仕事に上下の差はない。いつもお互いに相手の立場を

尊重し感謝すること。社会に奉仕するための職業なのだ

から、自分の職業は品位あるものでなければならない。

３．私達会員は、個人的な日常生活でも職場でもまた広

く社会的な関係でも、常にみんなのためになるかどうか

を考えて奉仕の精神で行動しなければならない。４．こ

ういう奉仕の理想を身に付けて、それぞれの仕事に精出

している世界中の人々と友達になり、相手の国のことも

良く理解し会って戦争のない平和な世界をつくること。」

と訳しました。

  さらに皆さんに渡した昭和３年の古沢さん訳の「ロー
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タリー宣言」には、「我々は事業人の前に人間として正

しくなければいけない。事業の経営にあたるのは世のた

め、人のためにやるのであって儲けはその次だ。」と書

いてあります。以上、ロータリー綱領から考える『職業』

について述べてみました。

  次に青少年育成委員会についてですが、ロータリー会

員がボランティアで講師派遣・職場訪問・職場体験を主

に中学校で実施する事業です。今まで講師派遣は青森

RC佐藤信彦さんと木造RC渡辺会長の２件の実施に留まっ

ておりますが、改めて講師の名簿を集めますので中学校

から個人宛に要請があった際は、先ほどの小学生でも解

る「ロータリーの綱領」をお話頂きたいと思います。そ

してロータリーのPRに役立てて下さい。

３．クラブ奉仕部門
報告者：クラブ奉仕部門担当・パストガバナー

佐藤邦夫（八戸東）
  クラブ拡大会員増強は、ロータリーの最重点課題であ

る。退会防止もあるが、まず会員勧誘が先で我々の仲間

を増やすこと。8月は会員増強拡大月間である。世界の

会員123万人が120万人に、日本では12万人が10万6千

人に減少している。ロータリーに魅力が無くなったのか、

何が問題なのか考えるが、最近人間が我侭、勝手次第に

なったように思う。退会する会員に聞くと時間がないと

言うが、時間の使い方が上手にできるのが経営者である。

健康上の理由と言われれば、私事だが38年５ヶ月無欠席

で、その間様々な病気で緊急入院もした。ロータリーの

例会に出るために自分の健康に気をつけ、その積極的気

持ちが自分の目標になる。我がクラブの100％出席が十

何年も続いているは、会員のその思いである。ポール・

ハリスが、４回続けて欠席なら自動的に会員の資格を失

うと決めたのは、２ヶ月も顔を会わせない者はみんなの

友達ではないという理由だそうだ。例外を認めないのが、

この出席義務である。そのように教えられて私はロータ

リーに入会した。推薦されなければロータリアンの私は

ないし、自分が推薦しなければ新しいロータリアンも生

まれない。

　次に、ロータリー家族委員会は別紙の資料のとおり、

①クラブ会員の情報（記念日等）の把握

②家族委員会の設置

③会員家族の情報提供

④物故会員家族に会報等の送付と行事への誘い

⑤物故会員・配偶者の追悼行事

⑥会員増強委員会と連携して目標設定

⑦会員以外の人、会員家族のロータリー行事や親睦行事

　へ参加呼びかけと予算化

⑧会員事業所への家族招待

⑨ロータリー家族の集会

⑩地区家族委員会へ問題点や成功例報告等の提案がある

　が、特に物故会員の家族に対しての広報活動が会員増

　強にも大切なことである。

　アンケートによると物故会員の配偶者は、故人がロー

タリアンだったことを誇りに思うと答えている。またロー

タリーに時間とお金が掛かりすぎるという家族からの指

摘には、有意義なお金の使い方とプロジェクトを実行す

ることで応えるようにと思います。

　ロータリー研修・広報委員会は、地区内会員にロータ

リーの知識を伝える内部広報と地域の人達や家族にロー

タリー活動への理解を得るための外部広報を担当します。

来年２月開催予定の100周年祝賀会は、ロータリーのみ

ならず他奉仕団体への参加も必要だと思う。 

　また６月に研修広報に加えロータリー情報委員会とも

連携し会合を持つことと、さらに９月に会員増強セミナー

を開催する提案がなされた。

４．職業奉仕部門
報告者：職業奉仕部門担当・パストガバナー

杉浦仁郎（青森東）
　ロータリークラブに入会して31年、79才になった。

去年、正面衝突の交通事故で大怪我をしたが、ロータリー

を通じて様々な情報が入り、大変参考になって助かった。 

さてこの前、浅田農産の事件を知り、早速社長がロータ

リーの会員かどうか名簿で捜したらロータリアンではな

くホッとした。ロータリアンであったらこんな不祥事は

なかったろうと思う。昨今の様々な事件・不祥事をみれ

ば職業倫理の欠如がまさに問題である。京セラの稲盛名

誉会長や経団連の奥田会長が今の日本に厳しく倫理の確

立を説いている。その意味でも職業奉仕セミナーを開催

し、職業倫理の啓蒙に努める。時期は９月12日、場所は

カワヨ牧場で行うので、奥様と食事をしながら、あるい

はキャンプ場もあるので牧場のさわやかな空気を吸いな

がら参加してほしい。講師は、パストガバナーとして職

業奉仕部門を３年間担当した集大成として、福沢諭吉が

説いた「話はお手伝いさんでも分かるように言え」をモッ

トーに私自ら勤めます。そして若い人たちの就職率の低

迷と離職率の高さをテーマにしながらロータリアンとし

てどう対処したら良いか皆で考えたいと思う。

  イトーヨーカドーの会長が、テレビで「根が臆病で心

配性の私は、毎年入社式の時期が憂鬱だ。人々が未来に

向って希望を胸に思いを新たにする季節、この人達の一

生を預かって大丈夫か。この人達の人生を託するのに足

る会社か。」と言っていた。年間売上高６兆円従業員32

万人の世界的にも優良な会社である。またイオンの岡田

会長等の話を取り混ぜながら有意義なセミナーにしたい

と思うので、皆さんの参加をお待ちしています。

５．社会奉仕部門
報告者：社会奉仕部門担当・パストガバナー

小宅弘道（弘前東）
　社会奉仕活動は、英語でCommunity Serviceです。

Social Serviceではありません。

  社会奉仕に関しては手続要覧に７頁にわたり書いてい

るが、皆さんに渡した資料で説明します。1923年規定
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審議会で決定され、RIでは以前、ロータリークラブ活動

の団体行動の望ましい条件として年度内に完了できる社

会奉仕活動とあったが、現在は何年かに渡る活動も認め

ている。1992年規定審議会286号で「社会奉仕とは、ロー

タリアン一人一人の個人生活、事業生活、社会生活に奉

仕の理想を適用することである」と定義された。「奉仕

の理想」は分かり難いが、英語ではIdeal of Serviceで

す。Service は奉仕と訳すがIdealは形容詞の言葉で理想

的なの意味だが、ここでは名詞として使い「理想的なこ

と」の意味である。ofは「の」の意味だが他に色々意味

がある。ここでは「同格」の使われ方で内容的には「ロー

タリーの理想的なこととして奉仕Serviceがある。これ

に則って社会奉仕活動を行う」ということである。そし

てその活動は、どのようなことをやるのかを書いてある。

　川口インカミングガバナーは、次年度の社会奉仕活動

について「子供の虐待」の問題を取り上げたい、そして

川口次期地区社会奉仕委員長も是非この問題をと言って

いる。私も小児科医あるいは青森県小児虐待対策委員の

立場として子供の虐待に関心があるし、責務があると思っ

ている。実は先週の話だが、５才の長女と３才の次女、

１才10ヶ月の長男の母親（24才）がいて、父親がどこ

にいるか分からないが、20才の男と１月からマンション

に同居している。３月12日13日に１才10ヶ月の長男の

顔や背中、足などを強く殴り放置した。14日になって長

男がぐったりしているのを見て病院に連れていったが、

意識がなく呼吸困難の重篤な状態であった。男と母親は、

長男に霊がついていたとか喉に痰を詰まらせ息ができな

くなったとか答えたが、実は喉に痰も何も詰まっていな

かった。これは呼吸中枢が冒されていたためで、頭や顔

に傷や皮下出血が見られ暴行を加えられた跡が明白なた

め病院から警察に通報された。そして長男は入院し、男

と母親は逮捕された。そして２日後長男は病院で亡くなっ

た。死因は頭を強打された脳浮腫だった。調べると母親

は３才の次女にも虐待を加え背中・胸・腹に108ヶ所、

頭に18ヶ所もの煙草によるヤケドを負わせていた。本当

に痛ましい事件である。

　青森県では、このような子供の虐待があまりないと思

われるでしょうが、平成10年には95人、13年には369人

でどんどん増えている。表に出ないものを含めると、もっ

とだと思う。このまま放っておけば大変なことになる。

子供の虐待は、少子化の日本にとり、国の未来にとって

大きな損失でもある。社会奉仕委員会では、子供の虐待

が何故増えているのかその原因を究明し、どうしたら減っ

ていくかを考えるセミナーやシンポジウムを専門家も呼

んで考えてみたい。そしてその取り組みをマスコミを通

して一般の人にアピールしていきたいと思っています。

皆さんのご参加とご協力をお願いします。

６．国際奉仕・インターネット推進部門
報告者：国際奉仕部門/ＩＴ担当・パストガバナー

関場慶博（弘前）
  私がロータリーに入って一番楽しいと思えることは、

もちろん皆さんとこうしてお話できることもそうですが、

海外に行ってメーキャップする時とか、上着のバッジを

お互い見つけて道で挨拶するとか、あるいはインドで向

こうのロータリアンとポリオ・ワクチンを子供に投与し、

仲間同志お互いに抱き合って涙して別れる時とか、そう

いう感動を味わった時です。もちろんロータリーは、ク

ラブ奉仕の親睦や職業奉仕から始める訳ですが、100年

を経てロータリーがここまで成長した意味は、国際奉仕

や世界社会奉仕そしてＲ財団の様々な人道的プログラム

が世界的に評価され、参加したロータリアンが生きがい

を求め、感動を得て続いてきているのだと思う。しかし

地区では、国際奉仕の活動が言葉や手続き上の問題で一

部の人達に限られているのではないか。それをどう解決

していくかが私どもの役目である。今、皆さんはロータ

リー100周年というすばらしい年に選ばれた会長です。

クラブ会長としてのリーダーシップが大いに発揮できる

年です。例えば青少年交換をやりたいが、一部の長老の

反対でできないとか、あるいはマッチングブランドのプ

ログラムやインドの井戸を掘るプログラムへの参加を考

える会長がいたとしても、外国とのことはやめておけよ、

日本にやることが沢山あるじゃないかという答えが返っ

てきて、つい二の足踏む会長がいるかもしれません。し

かしせっかく100周年だから記念にやろうじゃないかと

いう皆さんの強い決意を私は期待しています。そして世

界社会奉仕プロジェクトWCSは難しいようだが全然難

しくない。窓口となっている鶴田RCの坂本世界社会奉

仕委員長や私に相談して頂きたい。またツイン（双子）

クラブとして、海外のクラブと交流や共同の友情プログ

ラムも進めてほしいと思います。そしてWCSの寄付も

お願いしたい。またアジア親善委員会のネパール支援の

活動については、98～99年度に25年続いた農業支援が

終了してパートナーとしての親善に変わり、インターア

クトを連れた親善ワークキャンプやポリオのワクチン投

与、小学校の花壇作り等に取り組んで来た。このネパー

ル支援の歩みは地区の事業として大変な財産であり、こ

れからも大切にしていきたいと考えている。特に町田ア

ジア親善委員長は、薬剤師として戦争覚めやらぬアフガ

ニスタンに行き、難民向けの水質調査等のプロジェクト

に参加された経験を持っている。皆さんも是非ネパール

などの活動に参加され、私がそうであったように皆さん

の人生も変わるかもしれません。

　RIでは、2005年にポリオ絶滅を宣言する予定だったが、

残念ながらナイジェリアやアフガンなど５カ国が残って

いる。これは21世紀に入り、予想を越えたテロや民族・

宗教間の戦争の勃発も原因だが、85年から続いたロータ

リーのポリオプラス運動は、世界に誇り得るべきもので

ある。また識字率向上は、非識字つまり読み書きができ

ないことが貧富の格差に繋がっているとの認識が重要な

ことで、テロなどの温床にもなっている。さらには人口
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が世界で60億を超えたが、その人数を養うだけの食料と

エネルギーが今の地球上にはない。そして20億が読み書

きできない。その内の半分は、中国とインドである。さ

らに３分の２が女性である。この問題を何とかしなけれ

ば人類はない。識字率向上はRIの方針になっており、世

界の識字率向上の他に私達の識字率に対する理解を深め

る事が大事である。

　次にインターネット推進のことですが、直接自分が出

来なくても会社や店舗などにパソコンがあって、注文や

情報のやり取りに使っていることが多いと思う。最近イ

ンターネットの限界というか逆に悪い面を認識し出した。

一つはウイルスの問題もあるが、月信は今、地区のホー

ムページから印刷しなさいとなっているが、私自身は、

月信は製本されたものを読みたいと思っている。そして

それぞれのガバナーの趣向を凝らした表紙を見てみたい

と思っている。予算の問題もあり節約のためだとも思う

が、もう一度考えてみる必要があるのではないか。つま

り月信を果たして会員は見ているのだろうかという問題

である。確かにデジタルの世の中にあって、パソコン大

好きの私だって本当はアナログの人間なのだ。先日のヤ

フーBBの顧客リスト流出の件にしてもセキュリティの

問題が問われている。そういう事も含め、地区としても

情報提供の手段を考えていく必要があるのではと思う。

　最後にWCSというのは、静かな希望の革命と言われ

ている。つまり人は何で動くか…脅かしとかお金とかい

ろいろあるかもしれないけれど、やはり人は希望と感動

で動くのだ、生きていくのだと思う。その希望を与えら

れるものは、WCSのプロジェクトである。そういうも

のは政府や国連の仕事だと言う人もいるが、私たち草の

根ネットワークで繋がっているロータリアン同士が、お

互いの友情を基にして自分たちのお金を出し合って希望

のない人達に希望を与えていくことがWCSの意義だと

思う。そしてお互いロータリアンとしての誇りをもって、

ロータリー100周年の年を一緒に歩んで行きたいと思っ

ています。

７．新世代部門
報告者：国際奉仕部門担当・ガバナー

島村吉三久（五所川原中央）
　今年度、青少年交換委員会の交換留学生は派遣、受入

ともに４名ずつと、少し元気がない。川口年度は、各分

区１名の計６名の留学生を目標と考え予算化したので是

非ご協力願いたい。現在４名が決まって、あと２名を募

集中です。分区でない場合は他分区２名でも結構です。

以前、留学生が10名の時は１クラブ20万の補助だったが、

人数が減った現在25～30万ということで次年度の６人は、

１クラブ30万として諮問委員会で確認したいと思う。ポー

ルハリスも弁護士を開業する前、５年間の海外放浪を体

験した。その経験の中で人々の善意を感じて帰ってきた。

若い人が海外に出て様々な経験をすることは、その子の

人生に非常にプラスになると思う。その意味で青少年交

換事業は必要であると思うが、最近派遣・受入共に一部

の生徒の質が問題になってきた。

　次にインターアクト委員会は、１月６～９日までイン

ターアクトの翼で韓国の釜山に高校生23名を引率して行っ

てきた。韓国の高校生はすごく元気があって、日本の生

徒は女の子が多いのもあってか押されぎみだった。やは

り初日は初めての海外ということで不安や言葉の問題も

あったろうと思う。韓国の高校生は英語教育がハングル

語とうまく連動していて直ぐに英語が話せた。韓国は口

語英語の実践で話す教育がしっかりしていて、やはり日

本の文章中心の文語英語教育の問題を感じた。またパソ

コンも盛んで、国際共通の英語とコンピューターは、韓

国が進んでいるように感じた。今年ソウルと釜山が新幹

線で結ばれ２時間ちょっとで行き来できるとのこと。イ

ンターアクトの翼は今まで25回韓国に派遣しているが、

まだ１回も向こうから日本に来たことがない。来年度は

韓国からのアクトをこちらで受入れることを考えている。

こちらからの派遣はない。４月21～22日の釜山の3660

地区大会に行ってくるので、8月のねぶたの時期に十和

田湖観光や高校生同士の交流も含め打診したい。また弘

前の武道館などは90名ほど宿泊できるのでお金もあまり

使わなくて済むだろう。韓国の子供たちは、儒教の教え

が残っていて、親や先生の言うことをよく聞くそうです。

昔、韓国にとって日本（人）は、礼儀正しく美しい理想

の国と思っていたが、今は日本人に魅力を感じないそう

です。そういう意味で日本の子供達も変わっていかなけ

ればと思っている。それから今のインターアクトの年齢

構成は、14～18歳となっているが、６月の規定審議会

で14歳を12歳まで下げる案が出る予定である。

　ローターアクトクラブは、大学のクラブは活発だが社

会人の方は今ひとつで、今年初めて代表の公式訪問を行っ

て活性化を図ったようだ。オーストラリアでは、ローター

アクトを卒業した人が10人位でロータリークラブをつくっ

ている。会費はRIの人頭分担金だけで、あとは例会の都

度その食事代の５～６ドルだけ払っている。どうして日

本の会費が高いかというと食事代が高いからです。だか

ら食事を簡素化すれば日本の会費は下がる訳です。今、

人頭分担金が規定審議会で半期２ドル３年間に渡り（12

ドル）上がります。

　先日の青森市でのIMで、地区負担金を下げられない

かとの提案があったが、現在の経済状況の中でいくらか

でも減額できるよう、今度の諮問委員会に文書で出しま

す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

報告者：次期青少年育成委員長

三浦祐一（青森）
　青少年育成委員会は、平成14年度からガバナー会にお

いて文部科学省の教育改革の中でロータリアンが何かお

手伝いできないかということから検討されてきた。そし

て昨年度から全国的に青少年育成委員会が立ち上がって

いる。当地区でも川口年度から正式に委員会が発足する。

何をするかというとまず中学校へロータリアンを講師と

して派遣する。ロータリアンはそれぞれ仕事のエキスパー

トであり人生経験豊かな人達ですから職業の話や人生訓
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のような生徒達に為になる話をして頂く。次に中学生の

職場訪問と職場体験の受入れです。将来生徒達が就職す

る場合のヒントになればということです。

　昨年９月、講師派遣・職場訪問・職場体験の受入れリ

ストを作成し、クラブ会長宛と青森県内の全ての教育委

員会・中学校に配布した。そして今回正式に委員会が発

足するのを機会に、また登録者が非常に少ないことから

各クラブに再度、講師派遣・職場訪問・職場体験の受入

れの登録をお願いする文書を出します。皆さん帰られた

ら現会長にプログラムリストの確認をお願いしたい。ま

たそのまま次年度も継続しますので宜しくお願いします。

８．ロータリー財団部門
報告者：ロータリー財団担当・パストガバナー

大柳繁造（青森）
　私は、今までのパストガバナーが話されたことと、まっ

たく次元の違うお金の話をします。ロータリーは、もち

ろん皆さんの心の中にあるもので、奉仕の心を育てるの

がロータリーだが、それを具現化し実践するのが要求さ

れる。それに伴いお金が出てくる。財団は、1917年にアー

ス・クランプが困っている人にお金を出そうと提唱し始

まったが、成熟するにつれロータリー以上に大きな組織

となった。私は、財団の仕組みについて二十数回皆さん

のクラブを回り話してきたが、また講師を呼びセミナー

も開いたが、それがさっぱり実らないということは、皆

さんは財団について聞く耳を持たなくなってきたのでは

ないかと思うようになった。それで皆さんがロータリア

ンであるとか、困っている人を見てどう考えるか、自分

達が今日あるのは誰のお蔭だろうということを皆さんに

問いかけたい。

　振り返れば50年前、日本が敗戦になった時、日本人の

全ては米国に助けられた。明日食う米もなく、青森でも

パン用の米粉などを無料で寄越した。それで昭和22～3

年の飢餓状態を脱出することができた。私はそれを忘れ

ることは出来ない。だから多少米国が変な事をしても、

ゆるせる気持ちがあるが、こと財団については、それぞ

れ経験も違うので感じ方が違うのかもしれない。皆さん

の所にいっている「年次プログラムのクラブ目標設定に

関する説明」は、要するに１人100ドル財団に寄付して

くれということ。2830地区は毎年一人50ドル余りであり、

黒田パストガバナーなど大口寄付を考えると平均はもっ

と低くなる。川口年度も、本当に平均１人100ドル達成

できるか大変疑問だ。RIの財団寄付額目標設定について

は私自身大変疑問に思っているが、そこはＲ財団委員長

として皆さんにご理解頂いて忍耐してもらいたい。日本

人にとって100ドルは12000円で月1000円ですが、全員

にやってもらうのは甚だロータリー的ではない。中には

50ドルや1000ドルの人もあって良いので、一律にとい

うのはどうか。本来セミナーは、こちらから一方的に話

すのではなく皆さんから意見を頂きながら討論形式で進

めるもので、実はクラブで財団寄付が０円という所もあ

るので皆さんの意見・考え方を聞きたい。財団の仕組み

や使われ方が分かりにくいのかもしれない。中にはクラ

ブで年会費に一人100ドルを含んで徴収している所もあ

ると聞くが、財団寄付はそういうものではなく、皆さん

の気持ちから出るものでなければならない。しかしお金

が集まらなければ活動もできないし、活動の成果も実ら

ないのが実情です。本当は先程の青少年育成委員会のよ

うにボランティアで講師に出向いたり、職場体験を受入

れたりするプログラムが、金が掛からず地域の足元から

の活動として最も良いと思うし、やはり量より質を高め

ることが、ロータリーにとって大切なことだと思う。

　先程フロアから財団のお金が何に使われているのか見

えないという指摘にあるように、クラブの地盤を固める

意味で３年間テスト的にやったCAP地域援助プログラム

です。2830地区は６クラブが各1000ドル申請したが、

青森RCは知的障害者の一時預かりに、五所川原中央RC

では中高校生の非行活動防止、弘前西RCは冷凍冷蔵庫

の寄贈、青森の除雪道具の寄贈や児童の親の会の援助、

八戸東RCの草刈機の寄贈があり地域の人に喜ばれた。

そのように目に見える形で、全国で150余りのプログラ

ムがあった。こういう財団のお金はRIから皆さんの寄付

の60％が３年後に返ってくる。後の40％はWS国際基金

として国際ロータリーの共通したプログラムに使われる。

そのような仕組みと申請の仕方などについて６月中に青

森・八戸・弘前の３箇所でセミナーの開催を考えている。

　ロータリーの奉仕の心は大事だが、それを地域の人に

具現化してほしい。それがクラブの存在価値にもなる。

以上2830地区は人数と財団寄付額が日本で下から２番

目ということも現実であるので、是非、川口年度では

100ドル達成よろしくお願いします。

９．米山記念奨学部門
報告者：米山記念奨学担当・パストガバナー

工藤徹也（青森北東）
　米山奨学事業はロータリー財団と異なり、日本独自の

事業であり、その根底には国際奉仕の精神で国際理解と

国際親善の考え方があります。従って手続要覧も出てな

いし、RIで話題に上ることもない。現在、会員一人当た

り寄付額平均は14000円で、2830地区の平均は7700円

と全国の半分程度であるが、地区として米山奨学事業に

ついての理解がされていないことも現状である。ロータ

リー財団と混同していたり、奨学生が弘前大学に偏って

いることも原因だと思う。例えば、今年度の地区の米山

記念奨学生は９名で、８名が弘前大学、１名が八戸工業

大学である。

　しかし今度の川口年度は、１月の選考を経て11名で、

弘前大が６名、青森公立大・青森大・青森中央学院大・

北里大・八戸工業大がそれぞれ１名と、初めて県内全域

の配置となり、画期的なこととなった。

　また、そのため各地域のクラブと奨学生との交流が益々

活発になり、世話クラブやカウンセラーを通して、米山

奨学事業に対する一層の理解が進むと考えられる。

　各クラブは、例会で奨学生の卓話や交流をぜひ図って
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頂きたい。また米山奨学生の情報も会員に提供して頂き、

米山奨学金の一人当り目標の設定をして頂きたい。

　地区では、米山奨学事業の広報をもっと充実させ、せっ

かく米山奨学生が地区内に分散したのだから積極活用を

しながら事業の推進を図りたい。

　そして５月には、米山カウンセラーの研修会（新規事

業）と奨学生のオリエンテーションを行い、９月の米山

記念奨学セミナーを青森市で開催し、10月の米山記念奨

学月間へと続けたい。また寄付金の免税優遇措置や新し

い表彰制度のメリットなど考え、工夫した運営を通じて

充実した年度にしたいと思う。

　最後に米山梅吉の伝記「創意と奉仕の一生」を読ませ

て頂きます。

　「雪国に住むと、吹き溜まりというものが目に付く。

庭の一隅だけに雪がよけい積もる。町の１画だけが、吹

雪に悩まされてうず高くなる。これを吹き溜まりと称す

る。風の加減で当然こういう現象が起こるのである。雪

の吹き溜まりは有り難くはないが、富の吹き溜まりは、

大変喜ばれる。三井、岩崎というような財閥ができるの

も、運営よろしきを得ると同時に、運が過分に手伝って

いる。米国の成功者の72％が、自力だけで今日があると

答えなかったのも、この辺の消息を伝えている。この故

に、富豪報恩の観念は人の蔑みを緩和するためではなく、

また持てる者が持たぬ者に施すためでもなく、吹き溜ま

りの幸運を天に指す心持ちでなければならない。」以上

申し上げ、宜しくお願いします。

島村Ｇ

「2005年２月19日か20日に青森市で祝賀式典開催（会

費１万円）。会員個人と知事・市町村長・友好団体に案

内発送。600人位の規模。縄文の寸劇など。」

関場PG

「ツイン（双子）クラブは次年度の単年度事業で、姉妹

クラブのように続くわけではない。RIが仲人役で紹介を

受け海外クラブと青少年交換や交流会をやる。

　またクラブレベルでWCS等の記念事業を通し、奉仕

の心で100周年を祝う。なお姉妹クラブとツインクラブ

を結んで事業をやっても良い。」

黒田PG

「但しツインクラブのプログラム登録は、12月１日が期

限となっている。」

川口IG

「RIや地区よりも自分のクラブが一番大事だから、どん

な小さなプロジェクトでも地域のニーズに合ったものを

１つだけ実施して下さい。公式訪問の日程案を提示した

が、夜間例会など皆さんの都合に合わせますので、言っ

てください。」

関場PG

「７月10日（土）識字率向上セミナーを青森市で開催。

講師は重田次期RI理事です。ご参加下さい。」

黒田PG

「RIの６月規定審議会で話し合われる重要な点を話しま

す。地区内のクラブ同士の合併を認めるが、地区のクラ

ブ数40以下と1000人以下は、地区同士の合併の対象に

なる件。そして10人以下のクラブであって最低人頭分担

金は10人分払う件。また人頭分担金が３年間で12ドル

値上げにする件。以上皆さんから意見を聞き、またクラ

ブへ持ち帰り、理事会・クラブ協議会で検討して下さい。」

会場から

「人頭分担金の値上げは少額なので仕方ない。会員が減っ

ている現状から考えて、できれば反対。」

「しかし理由は何なのか。」

（挙手の結果、反対の方が多い）

島村Ｇ

「青森のIMで、地区の負担金が高いので下げてくれとの

提案があり、諮問会議で検討したい。人頭分担金値上げ

の理由は、以前はRIの投資利益があったが最近、投資損

失も出て職員のリストラや大幅な経費節減を図っている

ことが現状。」

黒田PG

「100周年の公式祝賀期間は、2005年２月23日から国際

大会の６月22日まで。

　RI方針：会員増強・財団年次寄付供与・ポリオ撲滅・

　　シカゴ国際大会出席祝賀行事を家族を含め開催・ロー

　　タリーの鐘事業」

パネルディスカッション

「RIの方針とロータリー100周年について」

モデレーター(司会)

　　RI研修リーダー・パストガバナー　黒田　正宏

パネラー　ガバナー　　　　　　　島村吉三久

パネラー　インカミングガバナー　川口彰五郎

パネラー　パストガバナー　　　　関場　慶博
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＊会長幹事会 9：00　登録受付 古牧温泉・天平閣

古牧温泉・鳳凰殿

＊特別昼食会 11：10

＊本会議 11：30　登録受付 12：10　オープニング

＊一般公開　特別記念講演

講師　鈴木健二氏（元県立図書館長）
演題　「日本人と奉仕のこころ」

RI会長代理　渡辺好政氏
　RIロータリー百周年記念運営委員
　特定非営利活動法人ロータリー日本財団　理事
　第2690地区　児島RC（岡山県倉敷市）

＊RI会長代理ご夫妻歓迎懇親会 18：00　開会

古牧温泉・鳳凰殿

古牧温泉・瑞鳳殿

9：30　開会

2日（土）
大会1日目

＊本会議 8：30　登録受付 9：00　開会 古牧温泉・鳳凰殿

＊パネルディスカッション ｢ロータリーの未来を語る｣

＊閉会 12：30

3日（日）
大会2日目

＊

＊ゴルフ大会

＊地区諮問委員会

7：30　登録受付

15：30～16：30

16：30～17：30

十和田国際ＣＣ

ﾚｽﾄﾗﾝｶﾜﾖｸ゙ﾘーﾝﾛｯﾁ゙

8：00　スタート

ﾚｽﾄﾗﾝｶﾜﾖｸ゙ﾘーﾝﾛｯﾁ゙

1日（金）
大会前日

プログラム

国際ロータリー第2830地区　地区大会
2004-2005年度

登録･信任状･
決議委員会

14：00　開始

国際ロータリー第2830地区　地区大会
2004-2005年度

ロータリー100周年を祝い
  世に表わそう!!

10月

10月

10月

■日　　　程　  2004年10月2日(土)・3日(日)
■メイン会場　  三沢市　古牧温泉



2004-2005年度　ガバナー　川口　彰五郎
国際ロータリー第2830地区

事務所：〒039-2151　青森県上北郡下田町向山3331
　　　　TEL 0178-56-4327　FAX 0178-56-4461
　　　　E-mail : office@aomori2830.com
　　　　http://www.rotary-aomori.org/




