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ロータリー100周年を祝い、世に表そう！ 

ガバナー 川口 彰五郎 
前例のないガバナーが誕生しました。しかもロータリー100 周年の記念す
べき年度に。能力不足の私は精魂を尽くしてやるしかありません。幸いなこ

とに東第二分区の全クラブの協力とロータリアンの友情と寛容に支えられ今

まで順調に準備を進めることが出来ました。誠に感謝にたえません。 
 7月 1日より島村直前ガバナーの五所川原中央ＲＣを皮切りに、9月 29日
の百石・下田ＲＣの公式訪問終了まで 43クラブ訪問の旅が始まります。地区の運営に当たっては、
ロータリーの綱領と四つのテストを基本として考え行動するつもりです。ロータリーの基本原則か

ら大きくはずれない限りは各クラブの自由裁量権を尊重致します。どうぞロータリアンの皆さん、

皆さんのクラブを知恵と工夫と努力により皆さんのためになる楽しいクラブにしてください。そし

て、ご自分の人生にとってロータリアンで良かったなーと思えるクラブにしてください。 
私の公式訪問は、クラブと地区そしてＲＩに対する注文や苦情を聞くご用聞き役です。もちろん

皆さんのクラブの実情も知らなければ真意は伝わりませんので、よろしくお聞かせ下さい。クラブ

協議会の活動計画は自分の経験からすると、ともすれば総花的な建前論になりがちですがどうぞ本

音を聴かせてほしいのです。公式訪問が終わるとほっとして気を抜いてしまうクラブもありますが

私にとってはスタートで各クラブが活動計画を年度末までに、どの程度目標を達成出来るかを楽し

みに注意深く見守るつもりです。もし私が必要であれば可及的に出向きお話を伺います。また勝手

にお邪魔するときもあると思いますので、悪しからずご了承下さい。 
今月はＲＩが重点事項として取り上げている識字率向上月間で、１８日（日）に青森市のアスパ

ムでＲＩ識字及び教育推進グループ北アジア担当エリア・コーディネーターの重田政信ＲＩ次年度

理事によるセミナーがあります。今年度の私のテーマ「ロータリーを世に表そう」の第一弾です。

ロータリー以外の関係団体、一般人も参加しますので是非多数のロータリアンの参加をお願い致し

ます。 
新年度のスタートに当たり諸先輩ロータリアン、パストガバナー、特に島村直前ガバナーには

諸々ご指導を賜わっておりますが、これからも何かとご相談ご協力を御願いすることがありますの

で何とぞよろしくお願い申し上げます。 
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国際ロータリー 2004-2005年度 会長 

                         グレンE. エステス・シニア 

あなたのクラブで、ロータリーを祝おう 

私たちのクラブは、ロータリーの心臓です。ここは、私たちがまずロータ

リーの親睦を楽しみ、やがてロータリーの理想に献身するようになる場です。

多くのクラブに 100周年度に称えるべき豊かな歴史があり、最も新しいクラ

ブにさえ、ロータリーを祝う理由があります。クラブ会員に思いやりと気配

りの精神を奨励して、ロータリーを祝おうではありませんか。会員の退会防

止活動を支援するロータリー家族委員会を継続し、熱意にあふれた新会員を

入会させて、前途に横たわる挑戦事項を克服するための新たなエネルギーをクラブに吹き込みまし

ょう。 

あなたの職場で、ロータリーを祝おう 

ロータリーが創設されたのは、私たちの時代とさほど変わらないような、ビジネスの世界におけ

る腐敗と醜聞の時期でした。この団体の創立以来、道徳的水準はロータリアンの代名詞になってい

ますが、100周年は、事業および専門職務における立派な行いに関する私たちの誓いを新たにする

理想的な機会です。職場における良心、そして社員、顧客、専門職務に携わる同僚に対する清廉の

手本として振舞い、ロータリーを祝おうではありませんか。 

 

あなたの地域社会で、ロータリーを祝おう 

ロータリーの優れた達成事項の多くは、各クラブが識字率の向上、貧困および飢餓の緩和、若い

人々の指導と彼らを取り巻く環境の美化といった広範囲のプロジェクト―世界 31,000以上の地域

社会において実施されている活動のごく一部をあげましたが―に取り組む草の根レベルでのもの

です。2004-05年度には、あなたのクラブの100周年記念社会奉仕プロジェクト、その他の特別式

典を通して、100周年の祝賀に地域社会を参加させてください。クラブの奉仕の歴史を地域社会に

広報し、将来の野心的な計画に着手して、ロータリーを祝いましょう。 

 

私たちの世界で、ロータリーを祝おう 

ロータリーの国際性のおかげで、ロータリアンは国境を越え、地球を半周して、奉仕のパートナ

ーを形成し、文化交流を実施することができます。2004-05年度に双子クラブ・プログラムに参加

し、100周年記念の研究グループ交換やロータリー・ボランティアを支援し、青少年交換学生を派

遣しもしくは受入れて、ロータリーを祝いましょう。シカゴで開かれる国際ロータリー年次大会に

出席し、世界の沢山の国々から集うロータリアンに加わって、ロータリーとその100周年を祝う計

画を立てましょう。 
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  「ガバナー補佐就任にあたって」 

                          東第一分区 ガバナー補佐 
                         沢田 襛 （東北RC）          

 

ロータリー創立 100周年と言う記念すべき年度のガバナー補佐就任に当たっ

て、一言御挨拶を申し上げます。 

 さて当クラブは創立26周年になりますが、25名で設立、現在15名で創立

会員は3名しか残っていませんが、小クラブでも、皆さんそれなりにがんばっております。私は初

代幹事で会長、幹事それぞれ2回経験し、ロータリーのことはある程度、理解していると思ってい

ますが、ガバナー補佐という重責は私にも始めてのことなので不安がいっぱいです。 

 ガバナーを始めパストガバナー、東分区各クラブのご指導とご協力を得ながら、この100周年度

をがんばっていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 日本のロータリーも順調に発展をとげ、この5月大阪において国内での2回目の世界大会が開催

されましたが、ここ10数年来ロータリー活動そのものがいろいろと言われておりますが、100周年

を契機に原点にかえり見直すべきではないかと思っております。 

 最後になりましたが、ガバナー補佐として私のクラブが IMを担当されることになっております

ので、東分区各クラブ会員の皆様多数の参加よろしくお願い申し上げ挨拶と致します。 

 

             

東第二分区 ガバナー補佐 

                       溝口 政則（三沢RC） 

           

 「若い世代が何を考えているのか解らない」ファミコン世代、        

携帯電話世代、と移り変わり、現在のインターネット世代、「最近の子供達は

何を考えているのだろう」と思ってしまうことが、皆様間にもよくある事で

しょう。テレビで報じられる子供の事件は若年化し、凶暴化しているような気がします。その背景

には、IT機器との関わりが大きいように思います。 

 「自動車：事故」「テレビ：家庭学習の減少」かつて、私達は反省しつつも、これら文明の利器

を一度も手放した経験はありません。であれば、それら、文明の利器とは、上手につき合っていき

たいものだと思います。 

 縦社会、横社会の繋がりが世代間で、分断されている感があります。世代間格差といえば、我々

ロータリアンは30才代から、なかには90才代と、年代でとらえれば、大変幅広いつき合いがあり

ます。 

 会社という縦社会に精通したリーダーが集い横社会を形成するロータリークラブ。この年代を超

え友情、信頼、尊敬の念が沸いてくるロータリーのなかにこそ、現在の青少年問題を解く鍵が有り

ます。 

 今年度一年間、ガバナー補佐を担当するにあたり、皆さんと一緒に、ロータリーは何が出来るの

か、探して行ければと思っております。 
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                                   西第一分区 ガバナー補佐 

                        坂田 啓一（五所川原RC） 

 

「21世紀の世界は、高い理想を掲げた国家の大伽藍においてではなく、

見透かすこともむずかしい全地球的な競争が渦巻くバザールのような状

況になるだろう」と、元経済企画庁長官であった作家の堺屋太一氏がその

著書の中で書いておられます。 

 1905年にロータリークラブが誕生して以来、ロータリーは「高い理想を掲げた国家」が掬い上げ

ることができなかったことを課題とし、国家を支え、国家を超えてきました。 

 しかし、「見透かすこともむずかしい全地球的な競争が渦巻くバザール」のような新しい状況の

中でも、ロータリーがこれまでのような成果を挙げることができるのでしょうか？ 

 むしろ私には、ロータリーの昨今の状況は、機能体の共同化、環境への過剰適応、そして成功体

験への埋没という、巨大組織が罹る死に至る病の合併症にのた打ち回っているように思えてなりま

せん。 

 エステスRI会長は、「過去の自己満足ではなく、現在の困難への新たな危機感を持ってロータリ

ーを祝おう」と呼びかけました。 

 しかし、我々の困難さは、外部の新しい状況だけではなく、むしろ我々の内部にあることを肝に

銘じなければならないのではないのでしょうか。 

 100年という絶好の節目をまずこの100年の内省から始め、その上で、次の100年の大計を立て

る年にしたいものだと思います。そうしたロータリーこそ世に表したいものだと思います。 

 各分区で開催されるIMと、来年2月26日の地区のお祝いが、さらにシカゴでの世界大会に連な

ることになればどんなに素晴らしいことかと密かに考えております。 

 CELEBRATE ROTARY！ 

 

西第二分区 ガバナー補佐 

                    及川 一造（弘前西RC）  

 

ロータリー１００周年度、川口ガバナーの補佐をおおせつかりまし

た。RIテーマ「ロータリーを祝おう！」地区テーマ「ロータリーを世

に表そう！」 ロータリーの最終目標は世界平和です。 

混迷するイラク、DDRのアフガン、パレスチナ他 世界を考えると程遠い問題という気がします。

現実不可能にも思われます。しかしながら。微力でもできることからやらなければ少しずつ近づか

ないでしょう。大きな力にはならないでしょう。 

世界の飢餓、貧困、疾病、食料不足、地球環境悪化等、どのように考え何をするのか？ 

文盲の改善、識字率向上 のためなにが出来るのか？ 

Ｒ財団への全ロータリアン US$100の拠金、青少年育成、子供の虐待 ロータリー講師の派遣、

ロータリー家族、地域活動でのPR etc.  

RI、地区の目標がいろいろあります。目標を少しずつ成し遂げようとするために、地区・分区が
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考え、また実践しようとすることの橋渡しが役目と考えます。 

川口ガバナーの基、D2830、いいチームづくりの少しでもお役に立てればと思います。 

暗澹たる社会、デフレ、不況経済がつづく中、光明を探しつつ地域の自分たちの足元を直視し頑張

る所存です。 

この１年、何かと行き届かぬ事があるかと思いますが 皆さんのご指導ご協力を頂きながら努力

して参ります。あなたのクラブで、職場で、地域社会で、私たちの世界でロータリーを祝おう！ 

宜しくおつきあい下さい。 

 

                      中区 ガバナー補佐 

                       松木 敏昭（青森南RC） 

 

 ロータリーで知らないことがあったら、「手続要覧」をひもとけとの先輩

ロータリアンの言葉を思い出し、高橋会長から次期ガバナー補佐へ要請があ

ったとき、「ガバナー補佐の任務」「ガバナー補佐の選考基準」を一読した。

5項目の選考基準があるが果たして全ての項目を十分に満たす自信がない。 

日本全国 34地区中当地区は第 2540地区（秋田県）とクラブ数は同じ会員数は当地区が 22名多く

（04.03.現在）出席率は0.01低い。それは全国一低率な出席率であるということである。 

去る2月28日に開催された中分区ＩＭの報告書に特別寄稿された青森北東ＲＣ小畑忠一様は「出

席率が非常に悪い。2830地区の出席率は全国的に見て最低か、その辺をうろうろしている。」‥‥

その他6項目にわたる提言をされておられます。真に当を得たご提言でありますが、実現するには

困難な要件があるやに思考します。 

 ガバナー補佐としてはガバナーが推進すべく意図を会得し、分区内のクラブに浸透させることが

重要と考えております。 

 

                        南分区 ガバナー補佐 

                         柳谷 透（八戸） 

 

 八戸ロータリークラブに入会して満9年を迎えております。 

この間、クラブ委員長を3年、クラブ役員を2年経験しました。いつものこと

ながら、その立場になってから少し勉強させて貰いながら付け焼刃でお茶を濁

してきたのが実体で眞に頼りがいの無い危なっかしい青葉マーク運転をしてきたような感想を持

っております。 

 そして9年目のこの度はガバナー補佐ということになってしまいました。ロータリアンとしての

中身の伴わないうちにこのような大役を担うことについての戸惑いと精神的負担は小さなもので

はありません。 

 手続き要覧によれば、ガバナー補佐は少なくとも次の資格条件を満たしていなければなりません。 

少なくとも3年間、名誉会員以外の会員身分で地区内クラブに所属している瑕疵なき会員、クラ

ブ会長を全期務めたことのある者、ガバナー補佐の責務を受諾する意志と能力があること、地区レ

ベルで傑出した業績をあげていること、将来の地区指導者として有望であることとあります。 
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大甘に自己採点しますと1）と2）で辛うじて得点できそうですが、100点満点の40点となり、

立派な？落第点です。 

幸いにも、国際ロータリー日本事務局から「ガバナー補佐研修の手引き」が送付されてきました。

マニュアルの通りに出来るかどうか全く自信はありませんが、川口彰五郎ガバナーのご指導と南分

区の皆さんのご協力を得ながら微力を尽くしたいと思っております。 

どうか、ロータリーの要諦の一つである寛容の精神をことあるごとに発揮していただき、温かい

目をもって御支援、ご協力をいただけますよう御願いいたします。 

 

 

７月は識字率向上月間です  
                  識字率向上委員会 

委員長 富岡義勝（八戸 RC） 
 
ロータリーで識字率向上運動と言えば、ここ数年では 2001-02 年ビチャ
イ・ラタクル RI会長が、「識字の種を播きましょう」と呼びかけたのが記憶に新しい。それ以後も、
昨年度のマジィアベ会長、今年度のエステス会長も引き続きロータリーの重点事項に挙げている。 
このような流れの中、わが 2830地区においても川口ガバナーのご英断により、今年度識字率向上
委員会が新設される運びとなった訳であるが、識字率向上運動という言葉自体まだよく理解されて

いないような気がする。より一般的な言葉で言い換えるならば、「文盲率を減少させる運動」とい

う事になろうが、それならば当地区には必要ないとお考えになるロータリアンも多かろうと思われ

る。しかし、全世界の非識字者の実に約４分の３がこのアジアに集中しているという現実、そして

そこには当地区が 30 年近くも支援を続けてきたネパールも含まれているという事実がある。また
識字率向上運動は、ガバナーも折に触れて力説されているように、発展途上の地域における貧困の

軽減ならびに解消ばかりでなく、ひいては世界平和の実現にも寄与するという一面も持っている。

そしてこのことが、本委員会が当地区国際奉仕部門に設置されている理由でもある。 
今年度、本委員会は２つの目標を掲げたいと思う。１つ目は、地区内のロータリアンに識字率向上

運動の意義と必要性、ならびにこれまでの RI の取り組みについて理解と認識を深めて頂けるよう
セミナー等を開催し、識字率向上運動についての様々な情報を提供することである。２つ目は、当

地区としての識字率向上運動の実施に向けてネパールにおいて現地調査を行なうことである。 
新設委員会でもあるので、どの程度の活動ができるか自信はないものの、各クラブの国際奉仕委員

会および世界社会奉仕委員会との連携を大切にしながら、今年度の目標達成に向けて竹内委員（七

戸 RC）とともに努力していきたいと思う。 
 

識字率向上運動セミナー 開催のお知らせ 
日時： 平成 16年７月 18日（日）、午後２時～４時 30分 

＊セミナー終了後同会場にて茶話会（午後５時 30分まで） 
場所： アスパム５階―あすなろ（青森市、017-735-5311） 
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２００４年規定審議会に出席して 

第２８３０地区代議員 黒田正宏 

 

 ６月１３日から１８日までアメリカのシカゴ・マリオット・ダウンタウン・ホテルで規定審議会

が開催されました。世界の６５ヶ国に亘る、５２９名の地区代議員が討論と電子投票をおこないま

した。全体で４７５件近い制定案と決議案になるのですが、２日目までのハントレー議長（元ＲＩ

会長）とマロニー副議長による司会進行がおこなわれました。 

３日目からは開始時間が３０分早くなり、８時から始まり、昼時間は３０分短くなりました。さら

に、世界各国の代議員は同じような内容の案件を取り下げて協力してくれました。その結果、修正

案も加えても採択されたのは９９件に及びました。今後３年間のロータリーのあり方が決定されま

した。次に主な採択案件を列記します。 

 人頭分担金がこれから３年間続いて半期ごとに２ドルずつ値上げする。クラブは会員数が１０名

未満であっても、１０名分の人頭分担金を支払う。地区財務年次報告業務はすべての支出におよび、

第三者による審査も受けて、地区大会で討議されること。ＲＩでは事務総長が報酬を受ける唯一の

役員と定める。ＲＩの年次報告に会長、会長エレクト及び会長ノミニーならびに会長室に弁済され

た経費と各役職のかわりに支払った経費を記述すること。正当かつ十分な理由で会員が欠席した場

合は、クラブ例会出席率に算入しない。クラブの合併を認める。スポンサークラブの最低会員数は

２０名に変更する。クラブ数が３０未満または会員数が千名未満の地区には、ＲＩが他の地区との

合併を求める。地区大会は２日間以上であるが、ロータリーの内容とする本会議とグループ討論を

６時間以上当てること。地区大会へのＲＩ会長代理訪問の必要性についてＲＩ理事会に考慮しても

らう。相互参加型（インタラクティブ）のクラブのウェブサイト活動を３０分間行なった場合には

出席と認められる（サイバークラブ）。財団プログラムのための電子による資金提出および手続方

法の実施を考慮する。財団管理委員を１３名から１５名に増員する。ロータリー財団の推進計画「毎

年、すべてのロータリアンが」を正式に支持する。クラブ提出の立法案に地区の承諾を要請する。

ＲＩの試験的プログラムとしてロータリー・リーダーシップ研究会（一般会員のためのロータリー

研究）を提供することをＲＩ理事会に要請する。インターアクトクラブと同じようなクラブを８歳

から１４歳までの子どもを対象として作る（ロタキット・クラブ）。 

 ＲＩの目的に「ロータリー綱領を推進するなど」の文も加える。ＲＩ理事会が長期計画案を採択

する。ＲＩの第２標語にあるHeをTheyにする。Heで始まる標語はロータリーの歴史的、文献的な

事実として残す。 

 現在のポリオ・プラス完了後に対して、様々なプログラム案が提案されましたがほとんどが拒否

されました。全体としてロータリー運動の生き残りのための効率化が進められ、ＲＩによる管理化

も強められました。以上の採択された案件は、二ヶ月以内に全クラブにＲＩから送られます。世界

の１０%の反対がなければ７月１日から実施されます。 

 たまたま私は２回ガバナーを経験し、代議員も２回目でした。そこで英語や日本語で５回発言で

きました。同じロータリークラブといっても地理、国、文化、歴史、宗教などの多様性を知りまし

た。日本は恵まれており、発展途上国への理解と協力が必要です。「手続要覧」が１００年近くの

ロータリー運動の結実である事も改めて教えられました。 
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国際ロータリー第2830地区 

ロータリークラブ会長・幹事各位 

                  国際ロータリー第2830地区 ガバナー  川口 彰五郎 

ガバナー指名委員会 委員長  工藤 徹也                        

 

 地区内ロータリークラブには2006年～2007年度の国際ロータリー第2830地区ガバナー候補者と

して最適任の会員（RI細則第13条13.010～13.080参照）を、ガバナーノミニー候補者としてガバ

ナー指名委員会宛にご推薦をお願い申し上げます。 

 なお、クラブは、別のクラブの会員であっても、所属クラブの同意をあらかじめ得ておりますと、

この会員をガバナー・ノミニーに推薦できます。（RI細則第13条13.020.3参照）。 

 国際ロータリー第2830地区ガバナー指名委員会はRI細則および地区組織に関するガバナー指名

委員会協約により以上の件を告知します。 

 ご推薦に必要な書類は、（１）クラブ会長・幹事の署名のある提案書、（２）クラブ幹事によって

証明されたガバナー・ノミニーに推薦するというクラブの決議文、（３）候補者のロータリー活動

や、地域や職場上での奉仕活動などを中心とした履歴書、（４）別のクラブの会員である場合はそ

の所属するクラブの同意書です。 

 ご推薦の期日は8月31日といたします。なお、推薦先はガバナー事務所気付ガバナー指名委員

会（委員長 工藤 徹也）宛お願い申し上げます。 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 国際ロータリー第２８３０地区 地区大会のご案内  

２００４年１０月２日（土）・３日（日） 会場： 三沢市 古牧温泉 
三沢市ＨＰ http://www.net.pref.aomori.jp/misawa/ 

古牧温泉ＨＰ http://www.komaki-onsen.co.jp/main.htm 
プログラム（予定） 

１０月１日（金）  各種委員会、諮問委員会、ゴルフ大会（十和田国際Ｃ.Ｃ） 

１０月２日（土）  午前の部 会長・幹事会 午後の部 本会議 

           一般公開特別記念講演  

          『日本人と奉仕のこころ』 

           講師：鈴木 健二（元青森県立図書館長） 

          夜の部 ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎懇親会 

１０月３日（日）  午前の部 本会議・表彰 正午：閉会・点鐘 

 

ホストクラブ： 百石下田ＲＣ / ホストパートナークラブ： 三沢ＲＣ・三沢東ＲＣ 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

2006年～2007年度ガバナー候補者推薦のお願い 
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文庫通信(２０２号)   

「ロータリー文庫」は日本ロータリー50周年記念事業の一つとして 1970年に創立された皆様の資料
室です。 
ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、1万 9千余点を収集・整理し皆様の利用に備えてお
ります。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコ

ピーも賜わります。 
 クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。以下資料

のご紹介を致します。 
ロータリーに関するいろいろ 

◎「奉仕の一世紀 国際ロータリー物語」 ディビッド C．フォワード著； 
  日本語訳監修 菅野多利雄 2003 331P 
                〔申込み先：RI日本事務局 TEL (03)3903-3194〕 
◎「選ばれたる人」佐藤千壽  2003 37P 
                〔申込み先：呉 R.C. FAX (0823)21-5692〕 
◎「RIの方針とプログラム等について考える」  2004 8P 
   (第 32回ロータリー・ゾーン研究会報告書  オープン・フォーラム) 
◎「変えたいロータリー」  2004 13P 
   （D.2580地区大会 ガバナー補佐座談会） 
◎「ロータリーの魅力」 深川純一  2004 12P  

（D.2690地区大会 講演） 
◎「夢をかたちに…行動するロータリー」  2004 16P 
   （D.2730地区大会 シンポジウム） 
◎「21世紀の人間のニーズを満たすものとは」 今井鎮雄  2004 4P 
   （D.2730地区大会 RI会長代理挨拶） 
◎「あなたへのロータリーからの贈り物」 関場慶博  2004 6P 
   （D.2500地区大会 特別講演） 
◎「ロータリー財団の最新情報」 片岡暎子  2004 7P 
   （D.2500地区大会 講演） 
◎「ロータリーとボランティア」 相原次男  2004 19P 
   （D.2710地区大会 基調講演） 
                〔上記申込み先：ロータリー文庫（コピー）〕 

ロータリー文庫 
〒105-0011 
東京都港区芝公園 2-6-3 abc会館 7階 TEL(03)3433-6456 ・ FAX(03)3459-7506 

              http://www.rotary-bunko.gr.jp 
開館＝午前 10時～午後 5時     休館＝土・日・祝祭日 
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☆ガバナー事務所からのお願い☆ 

 ガバナー月信について 
  今年度も、ホームページに載せていきます。発行日に各クラブへ、メールでも通知いたします。 
  インターネットに接続していないクラブもあるので、ガバナー事務所から月信を、各クラブに

2部ずつ送付いたします。クラブにおいては、各会員に「月信」などのロータリー情報の周知、
徹底、伝達に努めてください。ガバナー月信は、地区内の各クラブの会長および幹事に対して毎

月ガバナーが発行する公式文書です。 
 
 月例報告について ・・・ ガバナー事務所へ 
 月例報告書式（出席報告・R財団・米山奨学会・アジア献金等送金報告）は、翌月１５日必着
でご送付願います。 
 会員増強報告書式（入会・退会者数・純増数・当月末会員数など）は、翌月１0日必着でご送
付願います。上記報告書式は、地区ホームページからも、ダウンロードできます。 
 

 人頭分担金・半期報告等について ・・・ 国際ロータリー日本事務局へ  
  送金・報告カレンダーを見て、所定の書式で速やかに処理してください。（人頭分担金送付

用紙のコピーをガバナー事務所へ） 
「新会員・退会者の報告」を必ずＲＩ日本事務局へ報告すること。（クラブ幹事要覧３７頁の会

員情報書式をコピーして） 
 

 会員の異動等について 
  会員の入会・退会および会員の弔事については、写真を添えてその都度、ご報告ください。 
  入会会員報告には、スポンサー名も記入をお願いいたします。（報告書式は、地区ホームペー 
 ジからダウンロード） 
 

 ポール・ハリスフェロー、ベネファクター、米山功労者のみなさん 
  いずれの場合も月信に掲載しますので、写真を添えてその都度、お知らせください。 
 

 ホームページ・月信原稿の依頼について 
  地区内のクラブの動き、会員に関する話題等、各クラブ、会員からの積極的な寄稿投稿をお願 
 いいたします。 
 

 ガバナー公式訪問  
  ガバナー公式訪問の日程表は、ホームページに載せてありますので、確認してください。  
 

 ロータリー・レート  
  ロータリー・レートは、7月１日現在、１ドル 112円です。ご送金後、送金明細書を FAXに 
てお送りください。 
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1 木  五所川原中央 RC 

2 金   

3 土   

4 日   

5 月   

6 火  平賀・尾上 RC 

7 水  弘前東 RC 

8 木  鯵ヶ沢 RC、黒石 RC 

9 金  弘前 RC 

10 土  インターアクト指導者講習会 

11 日   

12 月  つがる北西 RC 

13 火  金木 RC 

14 水  五所川原 RC 

15 木  青森モーニング RC 

16 金   

17 土   

18 日  識字率向上運動セミナー 

19 月   

20 火  板柳 RC 

21 水  青森北東 RC 

22 木  青森 RC 

23 金   

24 土  インターアクト年次大会 

25 日  インターアクト年次大会 

26 月  青森中央 RC 

27 火  むつ RC 

28 水  むつ中央 RC 

29 木  大畑 RC 

30 金   

地区カレンダー 7月 

□ガバナー事務所スタッフ□   

ガバナー  川口 彰五郎 百石下田ＲＣ 

    

幹事長   稲川 三津雄 三沢ＲＣ 

（公式訪問担当）   

副幹事長  杉山 茂夫  百石下田ＲＣ 

           （ＩＴ・月信担当） 

幹 事   杉本 重行  三沢ＲＣ 

（地区大会担当） 

幹 事   伊藤 睦   三沢東ＲＣ 

（地区大会担当）  

幹 事   白山 春男  十和田東ＲＣ 

           （地区協議会担当） 

幹 事   中野渡 勝孝 十和田東ＲＣ 

（地区協議会担当） 

幹 事   竹ケ原 實 十和田八甲ＲＣ 

（地区協議会担当） 

幹 事   和田 吉友  上北ＲＣ 

（渉外担当）    

幹 事   田中 常三郎 百石下田ＲＣ 

（渉外･PETS担当） 

財務委員長 黒川 賢三  百石下田ＲＣ 

           

会計長   濱田 廣司  三沢ＲＣ 

 

事務局員  森実 典博 

事務所所在地 
〒034-2151 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 
 Ｈ Ｐ http://www.rotary-aomori.org/ 


