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「会員増強及び拡大月間に思う」                               

 8月は会員増強月間です。 

 国際ロータリーは永年の間、常に会員増強と財団寄付の増大を世界のロータリアンに呼び掛けて

来ました。しかし、21世紀に入ってから先進国のロータリアンの数が伸び悩み、逆に下降線をたど

り始めました。しかも減少割合が年々増えています。「笛吹けど踊らず」の通りです。何故でしょ

うか？ 

 エステス会長が云う様に、RIは過去100年を振り返って見れば確かに素晴らしい発展と奉仕の実

績を残して来ました。卑近な例は、ポリオプラスの撲滅運動で信じられない程の成果を上げて来ま

した。確かに、全世界の120万人のロータリアンと財団の資金の協力による成果だと思います。数

を増すことがそれだけの成果を生むことは否定出来ません。 

しかし、よく考えてみると会員を増やして浄財を集めて奉仕をするのが、ロータリーの眞の目的だ

ったのでしょうか？もしそうであれば我々はライオンズクラブに入るべきではないでしょうか？

なぜならライオンズは団体での奉仕を目的としているからです。我々は何を求めてロータリークラ

ブに参加したのでしょうか？ 

 ポール･ハリスは｢あなたはどうしてロータリークラブを作ったのですか？｣の問いに対して、唯

一言「さびしかったからです」と答えたそうです。心の許せる眞の友人がほしかった。私はこれが

ロータリーの原点だと思っています。ロータリーは、ロータリアン同士の親睦を土台にして自己の

職業人としてのレベルアップを計ることで入会したのではなかったでしょうか？（ロータリーの綱

領第 1、第 2）しかし、友人が同一地区での同業者であれば、どうしても心を割っての話はしにく

い面があります。そこで一業種一会員制の原則が生まれたのは、ロータリアン誰もが知っているこ 
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とです。そしてそこから職業奉仕の概念が生まれたことも。その他の奉仕の概念は後から出来たこ

とも、皆さんご存知の通りです。(綱領第 3、第 4)奉仕が目的で生まれたクラブではないのです。

近年の RIはこの基本を忘れ奉仕の成果を上げることのみに集中して数の論理を追い続けてきた結

果が、会員減少につながったのではないでしょうか？ 

 今年 2月ＲＩ国際協議会（世界全国のガバナーエレクト研修会）に於いて、パスト RI会長ビチ

ャイ･ラタクル氏がロータリー史上未だかってなかった大胆な発言をしました。この発言内容につ

いて、第2580地区PG佐藤千壽氏（東京東RC）が独自に翻訳されたものが、ガバナー事務所に送ら

れてきました。そしてその概要は「ロータリーの友」7月号のスピーチ欄の⑦、⑧頁に載っていま

す。(2004年4月25日RI2670地区地区協議会講演要旨) 

「巡礼―ロータリー100年」佐藤千壽氏講演 

 近年のロータリーは、最も重要な課題である職業奉仕を無視してきた。そして我々の職業生活は、

このところずっと悪性伝染病で醜聞腐敗にまみれているではないか。これを認識することが大切

だ｣と指摘し、世界最大のエネルギー会社エンロン社の倒産例を上げて警鐘を鳴らしたのです。（数

を追うあまりのロータリアンの質の低下）私はロータリーの質の向上なくして会員増強はあり得な

いと思います。会員各自の、クラブの、レベルを上げることにより数がついてくるものと信じてい

ます。 

 ロータリーは職業人の道場ですが、特定の先生はいません。場（例会、協議会、大会、セミナー

etc）と組織（クラブ、地区、R.Ｉ）とノウハウがあり、それを自分の人生と職業のレベルアップ

に如何に有効に活用するかは本人次第です。 

 どうぞ向上心のある良質な人材に無限の可能性を秘めたロータリーの魅力を語り、新入会員の推

薦をされることをお願い致します。 

 

 

今年度の活動について ～「地区委員長就任にあたって」 

                 「ロータリーの友」委員長 吉川健一 

                             （青森ＲＣ） 

            

 この度、川口ガバナーより「ロータリーの友」委員長の委嘱を受けました青森ロータリークラブ

の吉川です。私は入会してから約20年程になりますが、地区の役目を仰せ付かったのは初めてで、

まして委員長ということで荷が重い気がしますが、一年間頑張ってまいりたいと思います。 

 さて、今年度当委員会の活動として３つ程目標を掲げました。 

 まず、１つ目は雑誌に対する会員の関心を高め読書率の更なる向上を目指すため、各クラブにロ

ータリー活動のテキストとして有効に活用してもらうよう働き掛けたいと思います。「ロータリー

の友」は R.Iの公式雑誌であり、講読することがロータリアンの義務の１つでもあります。「ロー

タリーの友」には一般教養、ロータリーの知識、会員の意見交換、世界のクラブ活動状況等々、会

員の人間形成に役立つ記事が満載されております。 

 ２つ目は「ロータリーの友」に対する意見及び記事の投稿を積極的に各クラブにお願いしたいと 
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思います。記事の扱い方や内容等について感じた事、俳壇等趣味のコーナーやロータリーに関する

活動で特色のあるもの、他地域他クラブの参考になるような記事、ユニークな事柄等何でも結構で

す。 

 ３つ目は川口ガバナーが地区テーマとして掲げた「ロータリーを世に表わそう！」に基づき、一

般の人々に雑誌を通じてロータリーを理解してもらう為に、多くの方々の目に触れる場所に置かせ

てもらえるよう各クラブに活動を促します。そのために委員会としては、各クラブに雑誌がロータ

リアン以外にどのような所に配布されているか、又、どのような所に配布すればよいかアンケート

を取り、各クラブの参考になるようにしたい。 

 以上今年度の抱負を述べましたが、計画が達成出来ますよう、各クラブ、各ロータリアンの特段

のご協力をお願い致します。 

 最後に、毎年４月はロータリー雑誌月間となっております。各クラブは「ロータリーの友」を再

認識するような行事を企画して戴くようお願い致します。 

 

 

クラブ拡大・会員増強委員長 差波 育子 

                              （八戸北ＲＣ） 

 

 この度、地区クラブ拡大・会員増強委員長を仰せ付かりました八戸北ロータリーク

ラブの差波と申します。私はこれまで「増強」に関わる活動は皆無と言ってもよく、

ロータリーそのものについても不勉強であり、果たしてこのような大役が務まるかどうか不安でし

たが、自分がこれまでロータリーの中で様々体験させて頂いた事や、学ばせて頂いたことの大きさ

を考えると、何がなんでも精いっぱいやらなければと思い、お引き受け致しました。 

 すでにガバナーエレクトより地区の方針が打ち出され、会員増強・退会防止を推し進める為には

ロータリーの質を高めることが急務であると示されました。これを受けて、新設されたロータリー

家族委員会や、ロータリー研修・広報委員会と連携をとりながら、実りある活動につなげて参りた

いと思います。 

 会員減少の実態は、世界的にみれば123万人が120万人に、日本においては12万人が10万6千

人と著しい減少をみせております。その背景には、社会情勢の様々な変化により、やむを得ず退会

なさる方も多いことや、近年のロータリーに魅力がなくなったことが大きな原因であるなどがあげ

られております。 

 しかしロータリーが誕生した時代もまた経済恐慌で、人心はすさみ犯罪は巷にあふれていたと言

われます。そんな中に生まれたたった一人の青年弁護士の熱い理想が100年と言う時代を脈々と生

きつづけ発展してきた事実は、人間の尊厳を重じるロータリー精神の不変性を物語るものであると

同時に、その精神を追求するロータリアン一人一人の存在こそが、ロータリーの歴史を作ってきた

のだと思います。国際ロータリー理事会の決定事項の中に 2004～2005年度をもって、ＲＩ会長が

新入会員に対して歓迎表明書簡の送付を開始するとありました。このことは会員増強がＲＩの強調

事項であることもさることながら、一人一人のロータリアンの存在の重さを表すものであると私は

解釈しております。  
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よって今何よりも大切なことは、私たち全てのロータリアン一人一人が、ロータリーにとって欠か

すことのできない歯車の一つであることをもっと強く認識すべきであり、その為の活動こそ最優先

すべきことではないかと考えます。 

 6月26日、東京に於いて第1・第2ゾーン地区会員増強委員長連絡会の開催が予定されておりま

す。地区内外の現状を把握しながら的確な活動が出来るよう務めて参りたいと思っておりますので、

ガバナーはじめ皆様方のご指導よろしくお願い致します。 

 

 

「新設された委員会」 

                  ロータリー家族委員長 松本 康子 

                           （青森中央ＲＣ） 

 

 ロータリー100年を祝い、さまざまな困難と時代の移り変りに対応しながら100年の道を歩み、

大いなる歴史を創り上げてきた多くのロータリアンに、深い敬意を表したいと思います。 

 2003～2004年度のジョナサンＢ.マジィアベ会長が「私たちのランクにある質の高い、熱意ある

男女を得て充実し、クラブはロータリー家族と呼ぶ概念に参加するよう奨励します。」との方針に

よりすでに3～4地区では委員会が発足しております。 

 ロータリー家族委員会とは何か。提案事項(エリア・コーディネーター)を明記します。 

①クラブロータリアンの情報を的確に把握する。②家族委員会の設置とロータリープログラムを熟

知している会員を委員に任命して、クラブ会員とロータリアン以外の人々を支援するクラブプロジ

ェクト及び活動を援助する。③例会における会員家族の最新情報の提供。④配偶者や物故会員の家

族に会報やロータリーの友を送り、さまざまな行事に参加を呼びかける。⑤物故会員や配偶者の追

悼行事を計画する。⑥会員増強委員会と連携して増強退会防止等の共通目標を立てる。⑦会員以外

の人のロータリー行事への参加を呼びかける。⑧配偶者や家族をロータリー特別行事に招待し、機

会を捉えて少なくとも数回クラブの親睦行事に参加を呼びかける。⑨ロータリアンの事業所で集会

や、ロータリー家族との集会を計画する。等々 

 以上のことから地区の各委員会とも連携をとりながら、一年間進めて行きたいと思います。クラ

ブや他クラブの成功例の報告もお知らせ頂き、ロータリー家族や親睦に関する問題点等もお申し出

下されば幸いです。ロータリー家族で参加出来る講演会も計画しております。 

 

      

ロータリー研修・広報委員長 佐藤 信彦 

（青森ＲＣ） 

 

今年度は《ロータリー創立100周年》という画期的な年度です。この100周年

に、地区の研修・広報委員長の任命を受けるとは、まさに汗顔の至りであります。しかも、グレン・

エステス会長は“ロータリーを祝おう”と、大変ダイレクトな表現でターゲットを掲げられました。 
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100周年の慶びをクラブで、職場で、地域社会で、そして世界で祝おうと私たちに呼びかけてお

ります。この呼びかけ方は、アメリカ人の持つ感性でしょうか、とても PRに満ちたものだと思い

ます。自分自身の喜びを、こんなに素直に表現することは日本人には出来ないことです。“謙譲の

美徳”を旨とする日本人との感性の違いを、このターゲットに感じておりましたら何と、川口ガバ

ナーのターゲットには驚かされました。 

“ロータリーを世に表そう”であります。R.I.会長ほどの直截的表現ではないにしても、まさにPR

手法が滲み出ているキャッチフレーズだったのです。研修・広報委員長という立場を担う私は、正

直に身震いを感じました。これまで、地区の役員を何度か体験しておりますが、こんなに責任を重

く感じさせられたのは初めてでしょう。 

確かにロータリー100周年は、ロータリーを内外にPRする絶好の機会です。ロータリーがこれま

で積み重ねてきた幾多の活動実績を、100周年という劇的なドラマとして表現し、さらに希望と期

待に満ちた今後の展開へと、ストーリーを進めなければなりません。 

一方、職業倫理、社会倫理の低下が云々され、ロータリーの質も問われる中での100周年であり

ます。この点について川口ガバナーの提言の一つは、新会員を中心とした若手ロータリアンの教育

です。「ロータリー塾（仮称）」を開講し、そこでトレーニングを行なおうというもので、当委員会

として必ずや実現しなければと意欲をかきたてている所です。 

ロータリー100周年を、真に有意義なものにするべく努力を傾注いたしましょう。 

 

                 

職業奉仕委員長 田中 正吉 

                          （三沢東ＲＣ） 

       

‘０４年 ～‘０５年度は、ロータリー１００周年、このような意義ある年

度にロータリーの原点でもある地区職業奉仕委員会に配属されましたこと、大いなる名誉を感じな

がらも重責に戸惑っているところです。 

さて、昨今の世相を見ますと、随所に職業倫理の欠如と思われるような不祥事が多数発生しており

ます。ロータリーに『職業奉仕』という正式名称ができたのは１９３１年、アメリカの恐慌期だと

言われていますが、現在の日本の現状と合わせてみて、興味深いものがあります。当時、アメリカ

の経済恐慌は史上最大のものといわれ、ロータリアンの中でも不心得者や偽善者達はバタバタ倒産

していったとき、ロータリーの根本原理を実践していた企業経営者達はその恐慌の難をまぬがれた

ばかりか、中には全国的に経済界救済に立上がる事ができたという歴史的事実があったと小堀憲助

氏の『ロータリー発生史』にあります。今、我々は、ロータリー１００周年を唯単に祝うのではな

く、一度、原点に戻り、あの入会当時のロータリーに対する期待と関心を再度高めて、確認し合わ

なければならないのではないか、そのワンステップとして、１１月７日（日）に地区職業奉仕委員

会顧問として３年間努められた杉浦パストガバナーを講師として職業奉仕セミナーを開催するこ

とにしました。テーマは『職業倫理の啓蒙』そして『若者の就職率の低迷と離職率の高さについて』

となります。この地域として最も関心のある問題を参加ロータリアン全員で討議しながらロータリ 
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ー１００周年を祝いたいものと思います。又、地区協議会では、簡単な職業奉仕活動アンケートを

実施しましたが、参加クラブ数等の制限もあり、思うような成果を上げることができませんでした

が、再度、各クラブの職業奉仕委員会に呼びかけ、活動状況を把握し、各クラブに対してどのよう

なお手伝いができるか模索していきたいと思います。 

 

「講演会“甦るサトウハチローの世界”開催」 

                       社会奉仕委員長 川口 毅 

                           （むつ中央ＲＣ） 

 

ロータリークラブは社会へどんな活動をしているかを自ら問い、ロータリーを祝

う100年の歩みに委員長の重責を感じています。活動に付きましてご教示を仰ぎ度、宜しくお願い

申し上げます。 

先ず取り組んでいきたいことは、大きな社会問題に発展し、深刻かつ陰湿な｢子供虐待｣「いじめ」

です。最近の事件に母親が子供に食事を与えない、子供に刃物を向けたニュースがあり、ますます

凶悪化しています。報じられた民間団体からのショッキングなニュースは母親からの調査で、母親

10人に1人は虐待しているというのです。 

公的機関が取り組んで被害者からの相談が減ってはいるものの、一向に無くならないのはなぜで

しょう。 

 私はクラブで取り組んできて最近感じていることは、強いはずの夫、父親の存在感が軽薄になっ

ていることに問題があると考えています。 

 9月25日青森市に於いて「甦るサトウハチローの世界」の講演会を開催します。子供の夢をはぐ

くむ童謡の世界ハチローの優しいおかあさん像、強い親爺像など失われていく“日本の心”を一般

の方々に聴いて頂き、小宅弘道パストガバナーご指導のもと啓発していきたいと考えています。 

 協賛委員会は次のとおりです。 

 環境保全委員会・青少年育成委員会・ロータリー家族委員会 

 地区委員には、工藤 義隆(八戸) 貝瀬 俊治(八戸東) です。 

何卒ご協力をお願い致します。                 

               

                      環境保全委員長 丸井  裕 

                             （十和田ＲＣ） 

 

 人類にとって、空気と共にかけがえのないもの、それは水。水は太古の地球を育

て、また太古の生物の進化を助けてきました。太古の地球は火山が広がり、どろどろの溶岩が流れ、

まさしく火の海でした。その後、長い年月をかけて溶岩から水蒸気が発生し、それが雲となり、た

くさんの雨を降らせ、太古の地球を冷却していったのです。その際にたまった水こそが生物の母で

あり、地球上の７０％をしめるといわれる海でした。海は多くの原始生物を育んでいきました。そ

して、進化を繰り返し、やがて人間が生まれたのです。もちろん、人間も例外ではありません。人 

間はたくさんの細胞の集合体であり、それを組織するおよそ７０％が水分であると言われています。 
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私たち人間も母親の胎内から生まれました。胎内には胎児を育む羊水があります。生物が海から生

まれたことはこの事で証明できると思います。生物が生きていく為には水が必要なのです。 

しかし、特に先進国の開発により森林が伐採され、空気や水が汚染され、環境が悲鳴をあげ、以

前には存在しなかったものが人間を襲う深刻な事態になっています。人類が環境を破壊した結果、

今まで人類が対峙した事がないものが正体を現してきました。それは環境からのシグナル＝警告と

いっていいと思います。 

環境を敬い、環境に優しく、環境と共存することが、人類にとって果たすべく義務です。 

１９９０年、国際ロータリーは環境保全プログラムを採択し、それには４つの目標があります。 

  １．環境保護、保全のために行動するようすべてのロータリアンの注意を喚起します。 

  ２．ロータリークラブが遂行する環境奉仕プロジェクトの数を増やします。 

  ３．環境問題について、ロータリアンやロータリークラブの認識を深めます。 

  ４．ロータリークラブが環境保全に献身しているというイメージを育成します。 

私は今年度、この４番目を取り上げてみたいと思っております。各クラブが、各ロータリアンが環

境保全、保護にいろいろと努めておられる事は、各々の事業者を見れば一目瞭然でよくわかります。

しかし、ロータリアンだけで出来る環境問題の改善は今のところ、環境破壊のスピードにはついて

行けないのが現状です。そこで、いかにしたら１人でも多くの人たちを取り込む事ができるのか、

１人でも多くの人々に知ってもらう事ができるのか、各クラブの取り組み、そして地域とのかかわ

り方を調べ直し、もっともっと大きな輪を広げることができればと望んでおります。 

  青森県は自然環境豊かな県です。しかし、空気も水も土壌も我々が年々悪化させているのは間違

いありません。今一度、自然とすばらしい環境資源に感謝し、次の世代に今よりも少しでもいい環

境を残せればと思っております。 

  どうかよろしくお願い致します。 

                

                   世界社会奉仕委員長 坂本 幸光 

（鶴田ＲＣ） 

今年度、地区の世界社会奉仕委員長を任命されました。 

この様な重要なポストにつくことになりましたが、私はロータリーとしての経験も

浅く、又、知識も不足していますので果たして1年間責務を全うすることが出来るのかとても不安

です。さらに何かしらの計画をたて1年間で達成することなど不可能に近いと考えているところで

す。 

 しかし、私自身ネパール親善委員を2年間務め、2度のネパール訪問をしましたのでその経験を

多少でも活かしながら識字率向上委員会、アジア親善委員会への協力をしていきたいと考えていま

すので、識字率向上プロジェクトのためにネパールへの訪問もぜひやってみたいと思っています。 

 又、地区各クラブへ世界社会奉仕についてのアンケート調査や、インターネットでの衣料支援に

関する情報収集、ネパールの危機下の児童の情報収集などもぜひやってみたいと思います。 

 1年間という短い期間ですが委員のみなさまのご協力と、担当パストガバナーの関場さん、そし 

て川口ガバナーのご協力のもとに楽しくやりたいと思いますので、1年間よろしくお願い申し上げ

ます。 
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                  アジア親善委員長 町田 容造 

（弘前西ＲＣ） 
 

全くの突然の委員長ご指名、何をしなければならないか、とまどっているのが現状です。 
とりあえず、委員の皆様より資料・情報を収集し、ようやく目標が決定しつつあります。 
日頃、ロータリー活動そのものにはあまり興味を持たなかったツケが今、巡って来たのを痛感し

て居ります。 
今回気がついたのは、部会の中で一番予算を使うであろうと思われるのに、記録が少なく、さら

に特定のクラブではかなり興味があるらしいのですが、ほとんど、「おおらかさ」からであろう無

頓着な会員が多く、もっと自分の出費に対して興味を持つ様にプレゼンテーションと記録を各クラ

ブに配付することを実行したいと思って居ります。 
現在、我々はアジア自体が激動とも云えるほど動いているのに、四方を海に囲まれて、安穏とし

た日常生活を送っているせいか、国際ロータリーの名とは少しかけ離れた認識すら感じられます。 
とりあえず、日本が今、アジアの中でどの辺の位置なのかを知る為に、出来る限りアジアの中の

ロータリークラブを訪問し、「我々に何ができるか」を改めて模索することが必要だと思われます。 
過日、大阪にて第３２７０地区ガバナーノミニー シャキル・アンサリ氏と話した際、「５５名ノ
ミネートしたのに、１０名しか日本のビザが突然取れなくなり、残念でしょうがない」とのことで

した。後で知ったことですが、何らかの理由で中東方面の旅客テロチェックに抵触し、調査が長引

いている状態で会期に間に合わなかったとのことでした。信頼される筈のロータリアンですらこの

調子であります。世界、特にアジアは大揺れに揺れています。世界平和を願うためには、まずアジ

ア各国を知ることが必要ではないでしょうか。この事について、委員共々活躍することを期待され

ていると伝えられて居ります。 
蛇足になりますが、小生の突然の御指名は、３年ほど前よりアフガン難民支援対策を模索し、調

査に出かけていたことより発したとのことでありました。「光栄の至り」と思って居る次第です。 
２００４～２００５年度 ＲＩ２８３０地区アジア親善委員活動計画書 

① ネパール国ドリュケルＲＣ、コテン地区との交流とこれからの支援の可能性について探りたい。 
② 新たに、第３２７０地区（パキスタン・アフガニスタン）カブールＲ．Ｃとの交流について模

索したい。 
③ アジア各地Ｒ．Ｃの交流をも模索し、活動して行きたい。 
④ ＵＮＨＣＲ（国連難民高等弁務官事務所）のプログラムに沿った募金及び協力活動を行いたい。 
ｅｘ．アフガニスタン／シェルター計画   ＵＮＨＣＲ難民教育基金 
宜しくご協力の程をお願い申し上げまして、新任委員長のご挨拶に代えさせていただきます。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
「新世代・ロータリー財団・米山記念奨学・インターネット推進部門」の各委員長の就任挨拶は 
月信９月号に掲載いたします。また地区ガバナー事務所ホームページにも掲載しております。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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「 ロータリーで変えて良いもの、悪いもの。 

どうあるべきかIMは 」 

                    パストガバナー 浅水 逸郎 

 

 ロータリークラブに於ける思考の発想は職業を通じて職業社会、地域社会、更に国際的に奉仕す

ると言う視点で意見の交換・調整が行われて来ました。クラブに於ける発想形態の一つがフォーラ

ム(Forum)でした。 

 一方、分区レベルのフォーラムとしては種々の歴史を経過してまいりました。 

 ご存知のように、ＩＧＦ“Intercity General Forum （近隣都市一般討論会）”は名称の如く近

隣のいくつかのクラブの会員全体が参加し、ロータリーの一般的性格や活動のプログラムを評価、

討論する会合です。これはロータリアン同士の親交を得るものとして1912年にサンフランシスコ・

クラブとオークランド・クラブの間の会合の成功を見て、1914年にロータリー・クラブ連合会（当

時の名称）より正式な認可を得ました。初期にはリーダーは連合会会長により任命され、分区レベ

ルのフォーラムとしては会議費、旅費等もＲＩから支弁されていました。日本では 1915年（昭和

26年）に開始されました。 

 更に、ＲＩ理事会より1955年（昭和30年）にＩＧＦに変って、地区主催の“1日講習会 One-day 

Institutes ; 別名一日地区特別研究会”が経費節減のために提起されました。日本でも施行され、

1964年（昭和39年）まで当時の第352地区でも福島、青森等の各都市の順に行われました。ガバ

ナーより分区代理、クラブ会長、ロータリー情報委員長、他の主要委員長の出席が要請されました

が 1964年で廃止されて、以後は地区協議会と合併して開催となりました。ＩＧＦも行われたとの

記載もありましたが、1968年にＲＩ理事会によりルールが改正されＩＧＦ（当時はICGF: Intercity 

and Club General Forum）は、ＲＩの財源的理由からプログラムより除外されました。外国ではこ

れを期にＩＧＦを開催しない国々が出ましたが、ＲＩ理事会指示の「ＩＣＧＦを開催するか否かは

ガバナーの裁量に委ねる。開催してもＲＩから経費は支弁しない」を日本ではこれを墨守して参り

ました。考え方が堅いとの批判もありますが、この順守は日本のロータリアンの良質性を失うこと

をプロテクトする良い結果をもたらしたと考えます。 

 そのＩＧＦがＩＭ“Inter-city Meeting（都市連合会）”と改称するような傾向になって来まし

た。ＲＩ理事会がこの改称に至った理由は明瞭さを欠くうらみを感じますが、当地区関係のガバナ

ー月信によると第254地区との分割前の1988～98年の生駒ＧはＩＧＦでしたが、89年伊藤Ｇより

はＩＭと変更され現在に至ります。ＩＭは文字通りの会合で、親睦、友情を主体とする意味があり

ますが、ＩＧＦに比してロータリアンに対する伝達・指導性の減少が私には感じるのです。このＩ

Ｍと改称の時期には国内に相当の批判的意見があり、その後、数年間従来のＩＧＦで押し通された

地区もあったようです。 

 しかし、本来ＩＭは、数地区の会長･幹事を招いて重点的にロータリー運動の督励と討議の充実

した大きな会合であったことは忘れてはいけないようです。（小堀） 

 さて、ＩＭの実態がForumであれば、名称はどちらでも良いという見解が成立するかも知れませ 
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んが、名は体を表すといわれるように名称が変われば、やがて実態は名称に見合ったものになって 

行くことは、経験上明らかなことかと思うのです。従って、分区レベルの貴重なる思考発想のＩＧ

Ｆから Forum の文字が消え去れば、いずれ Forumの実態もなくなる虞れなしとしないでしょう。

当時、ガバナーの私は、月信であまり安易なＩＭは当地区に問題があるのではないかと考え“ＩＭ

の名称の中にＩＧＦの雰囲気を維持して頂きたい”と記載しました。その後の 10余年を見て参り

ますと、やはりＩＭは幾つかの分区、あるいはクラブレベルでは、特に新会員に対してはロータリ

ー情報の不足、及び本質論の低下を見るように感じます。しかし、ＩＧＦは親睦が少なかったこと

は反省の要があったかと存じますし、ＩＭはこの点は改善されたものと思っております。 

 ＩＧＦでのロータリーの各奉仕部門の理解と実行の重要性を念頭に入れて、ＩＭに伴う親睦面に

努力すべきかと愚考致します。既に手続き要覧にはＩＧＦ、ＩＭに関しては削除されております。

前ＲＩ理事菅生氏によると、ＩＧＦとＩＭは現在のＲＩ内部では並存しており、親睦面を強調する

場合はＩＭ，情報面の強調にはＩＧＦとされたら良いのでないかと折衷説を記載されておられます

が、究極的にはＩＧＦの呼称に賛同されておられるようです。今後、ロータリーの善処されるべき

大きな問題点になるかと考える次第です。 

主要文献  小堀憲助 ロータリー･クラブ 重訂Ⅱ版   （Ｐ.134）平成10年 

菅生浩三 續・ロータリー随想 その周辺とともに（Ｐ.80） 1996年 

ロータリー日本五十年史       昭和46年 

深川純一 ガバナー月信       1990年   

笹部 誠 ロータリーあれこれ    平成8年 

 

 

 

「識字率向上セミナー」を終えて 

識字率向上委員長 富岡義勝 （八戸ＲＣ）                           

 

 ７月１８日（日）、アスパム５階「あすなろ」にて１００余名のロータリアン出席のもと、第１

回識字率向上セミナーを開催することができた。 

講演者の重田政信RI理事エレクトは、昨年度RIの識字および教育推進グループ、北アジア担当

エリア・コーディネーターであり、日本で最も良く RI識字運動を知るロータリアンである。経験

に裏打ちされた重田 PGの講話には説得力があり、出席ロータリアンも熱心に耳を傾けメモをとっ

ていた。途上国における婦女子の識字教育の必要性を、衛生問題、性教育（避妊法）、人口問題等

と関連づけられてお話になり、RIの識字「灯台作戦」の有効性についても十分にご説明頂いた。ま

た、日本では識字率が高いために、日本のロータリアンの運動への理解が十分でないものの、日本

のロータリー地区・クラブの貢献が強く求められているとの指摘もなされた。この点については、

重田 PGの地元の地区で、積極的にトルコのロータリー・クラブとの識字プロジェクトのマッチン

グ・グラントを成功させてきた経緯も説明があり、重田先生ご自身、今年６月にトルコに現地視察 

 



 ROTARY  INTERNATIONAL  DISTRICT 2830 ガバナー月信 No.2 

11 

 

に行かれ、その際に撮られた写真もパワー・ポイントで紹介された。 

セミナー後半では、RI識字運動の父とも言える豪州のリチャード・ウォーカー博士からの今回の 

セミナーへの「特別メッセージ」が紹介された後、博士のパワー・ポイントによるプレゼンテーシ

ョンが披露された。博士が強調されたのは、ロータリーのCLE法による識字教育の効果は実証済み

であるので、是非、この運動を理解するだけでなく「行動」に移して欲しいということであった。 

重田PGの講演とR.ウォーカー博士のプレゼンテーションの後、質疑応答をもってセミナーはい

ったん終了し、引き続き「重田 PGを囲んでの茶話会」が行なわれた。茶話会ではトルコの識字プ

ロジェクト支援のための具体的なマッチング・グラントの進め方などについての質問が出された。 

セミナーの翌日、重田PGからウォーカー博士への当地区セミナーについてのEメールが出され、

それが当地区にも送られてきた。内容をかいつまんで言うと、まずセミナーが大成功に終わったこ

と、そして 2830地区は、川口ガバナーの主導のもと識字率向上運動が熱心に行なわれているとい

う肯定的な評価であった。 

このように、一定の成果があがった「識字セミナー」であったが、識字率向上委員会以外の方々

のご協力なくしては準備・運営も大変だったように思われる。開催地地元の青森 RCの佐藤信彦さ

ん、アジア親善委員千葉忍さん（八戸東 RC）、重田ご夫妻のエイド役をして頂いた峯正一さん（八

戸RC）に深く感謝申し上げる次第である。 

最後に、出席ロータリアンの皆さんにも感謝申し上げるとともに、皆さんのクラブ会員に対する

識字率向上運動の啓蒙活動と実際の運動への参加をお願いして今年度の第１回識字率向上セミナ

ーの報告を終えたいと思う。   重田政信ＰＤＧ（高崎北）を講師に迎えて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ROTARY  INTERNATIONAL  DISTRICT 2830 ガバナー月信 No.2 

12 

 

「国際ロータリー第１．第２ゾーン地区会員増強委員長連絡会報告」 

（２００４～２００５年度） 

 

クラブ拡大・会員増強委員長 差波 育子 

  

２００４年６月２６日、ホテルパシフィック東京において、田中作次Ｒ１理事をはじめ２名の

ＲＩＭＣ（ＲＩ会員組織コーディネーター）と、２名のＲＩＭＺＣ（ＲＩ会員組織ゾーンコーディ

ネーター）そして各地区より２２名の会員増強委員長他、計２７名の参加により、第１．第２ゾー

ン地区会員増強委員長連絡会が開催されました。 

  小沢一彦ＲＩＭＣの司会のもと、午前中は田中作次ＲＩ理事よりご講話を頂きました。 

まず、１００周年は会員１５０万人を達成させて祝おう、というＲＩの目標は世界各国の格差は

あるが、それを乗り越えての目標であることを力説しておられました。そして世界中からあらゆる

問題が消えない限り、ロータリーの役割、必要性は大きいと説かれました。 

また人頭分担金やパイロットクラブなどについて、規定審議会で決議された内容にもふれ最後は

ＲＩ強調事項であり、本会の主題でもある会員増強、退会防止についてまとめられました。 

近年の会員減少の問題は不景気など社会情勢による原因もあるが、一番大きいのはロータリアン

がロータリーを理解していない、魅力を感じていないことにある。 

会員増強を成功させるには、併せて親睦を基本とした退会防止につとめることが大切である。 

退会防止を進めるには、①会員への十分な情報提供 ②委員会活動を活発にする ③プログラム

が内容のある楽しいものであること ④地域に密着した奉仕活動を手がけることなどをあげられ、

「成せば成る」の精神で実行することを期待していると述べられました。 

午後は渡邉 隆ＲＩＭＺＣの進行により、２６名全員が自己紹介、ロータリークラブへの入会理

由、なぜロータリーを退会しないのか、各地区やクラブの状況報告、などを発表しました。 

どちらのクラブも最盛期に比べると会員数は確実に減少の一途をたどり、それぞれ色んな問題を

抱えていることが理解できました。 

その中でも。毎月１回ゲストデーを設け、いろいろな方にロータリーを知ってもらう工夫をして

いるクラブや、１００周年は退会者は認めないという、退会ゼロ運動を掲げているユニークなクラ

ブもあり大変勉強になりました。 

またどこのクラブも女性会員の入会には大変意欲的でした。時間が足りず質疑応答はできません

でしたが、今回出席された方全員が、ロータリアンであることに誇りを持ち、愛着を感じていらっ

しゃることが伝わってきて大変嬉しく思いました。 

これを活かし、今度は地区においていかに有効な活動ができるのか、ガバナーはじめ皆様のご指

導を仰ぎながら進めて参りたいと思います。簡単ではございますが別紙資料を添えてご報告とさせ

て頂きます。 
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「地区クラブ拡大会員増強セミナー」開催のご案内 

 

  日  時： 2004年9月4日（土） 14：00～17：00（登録開始13：30） 

       「講演」 黒田正宏パストガバナー 

（04年RI研修リーダー、03－04年度RI会員組織コーディネーター） 

「ディスカッション」形式によるセミナー 

  場  所： カワヨグリーンロッジ 下田町向山3331 TEL 0178－56－4327 

  登 録 料： なし 

締め切り： 8月17日までにガバナー事務所へ FAX 0178－56－4461 

主  催： 地区クラブ拡大・会員増強委員会 

  出席義務： クラブ会長・クラブ奉仕委員長・会員増強委員長・ロータリー情報委員

長より2名以上の出席をお願いいたします。 

（一般会員の参加も大歓迎です） 

 

 

 

「地区社会奉仕セミナー」開催のご案内 
なぜ起きる「子供虐待」「いじめ」 

＝失われていく日本の心＝ 

 

  日  時： 2004年9月25日（土） 13：00～15：00 

        講演会 「よみがえれ サトウハチローの世界」 

        サトウハチローの父佐藤紅禄は弘前市の出身。佐藤愛子はハチローの妹。 

ハチローは、淡谷のり子、棟方志功、太田幸治と交流を深め、名久井農業高校校歌

を作詞するなど青森への愛着を強く感じていた。 

「おかあさん」（詩集）「叱られ坊主」（童謡集）「めんこい仔馬（童謡）「ちいさい

秋みつけた」（抒情歌）「長崎の鐘」「りんごの唄」（歌謡曲）など数々の名作を残した。 

 

講  師： 佐藤きむ氏（弘前市在住）元弘前大学助教授（サトウハチローのいとこ） 

場  所： 青森県総合社会教育センター（青森市） 

       ＊入場無料・予約制・300名で締め切ります。 

主  催： 地区社会奉仕委員会 

協  賛： 環境保全委員会、青少年育成委員会、ロータリー家族委員会 

問い合わせ先： むつ中央ロータリークラブ 川口まで 

（TEL・FAX 0175-22-2663） 
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会 員 動 静 

入会会員 （04．7.26現在）                   （SP：スポンサー名） 

十和田八甲ＲＣ 

 
福島 啓三郎さん
めがねの福島 

代表 

04年7月1日入会 

SP： 

十和田八甲ＲＣ 

 
酒井 孝宏さん 
㈱八甲田ﾋﾞｭｰｶﾝﾄﾘｰｸﾗ

ﾌﾞ 

常務取締役総支配人 

04年７月1日入会 

十和田八甲ＲＣ 

 
今 春淑さん 
㈱東溶重機工業 
代表取締役 
04年７月1日入会 

SP：石川 正憲会員 

五戸ＲＣ 

 
工藤 一夫さん 
レオンクドウ 
店主 
04年7月1日入会 

SP：金沢孝吉 

 

十和田八甲ＲＣ 

 
岡本 紀幸さん 
㈱ 岡 本 
代表取締役社長 
04年7月1日入会 

SP：松坂博義会員 

青森中央ＲＣ 

 
三浦 貴之さん 
青森グランドホテル 
代表取締役社長 
04年7月12日入会 
SP：夏原貞夫会員 

つがる北西ＲＣ 

 
古川 史統さん 
醸造業 

店主 

04年7月2日入会 

SP：坂田忠夫会員 

大畑ＲＣ 

 
酒井 義夫さん 
(有)下北ハイヤー 

代表取締役 

03年7月1日入会 

SP：松本 芳彦会員 

六ケ所ＲＣ 

 
岩月 昭雄さん 
原燃輸送㈱ 
所長 

04年7月1日入会 

SP：平田泰昭会員 

鶴田ＲＣ 

 
福士 善則さん 
農業 
自営 
04年7月1日入会 

SP：須郷 修会員 

 

青森東ＲＣ 

 
北川 順一さん 
㈱青森銀行 
常勤監査役 
04年７月16日入会 

SP：駒井修一会員 

六ケ所ＲＣ 

 
後藤 正紀さん 
むつ小川原原燃興産㈱ 

取締役 

04年7月1日入会 

SP：葛西勝尚会員 
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文庫通信(２０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。閲覧は無論、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。 
地区大会記念講演から 

◎「出来ることからボランティア」 福岡政行  2004 13P （D.2760） 
   
◎「スポーツが地球を救う!～21世紀のスポーツの役割」  

水野正人  2004 8P  （D.2620） 
◎「何のために事業をするのか― 人に愛を ―」  

岡田卓也  2004 10P （D.2630） 
◎「カビと環境」  宮治 誠  2004 2P  （D.2790） 
◎「人間再発見」  藤本儀一  2004 2P  （D.2790） 
◎「文化財赤十字構想について」 平山邦夫 2004 9P  （D.2580） 
◎「わが国の三大隣国―米･中・露―について考える」 古川 清  2004 13P   
◎「地球環境と経営調和―1秒でこんなに変化する世界に中で―」 

山本良一  2004 12P  （D.2560） 
◎「勝者の思考法」 二宮清純  2004 16P  （D.2690） 
◎「動物園で暮らしています」 小菅正夫  2004 4P  （D.2500） 
                   〔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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1 日   

2 月 階上 RC 12：30（G公式訪問） 

3 火 大鰐 RC 12：30 

4 水 五戸 RC 12：30 

5 木 弘前西 RC 12：30 

6 金   

7 土   

8 日   

9 月 名川 RC 17：00 

10 火 野辺地 RC 12：30 

11 水 東北 RC 12：30 

12 木   

13 金  

14 土  

15 日   

16 月   

17 火   

18 水 十和田八甲 RC 12：30 

19 木 六ヶ所 RC 12：00 八戸南 RC 18：30 

20 金 八戸東 RC 12：30 

21 土  

22 日  

23 月   

24 火 八戸北 RC 12：30 

25 水 八戸 RC 12：30 

26 木 三戸 RC 12：30 

27 金 八戸中央 RC 18：30 

28 土  

29 日  

30 月   

31 火 上北 RC 12：10 

地区カレンダー 8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/ 


