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RI テーマは 「超我の奉仕」
　　　地区に新しい風を吹かせよう！　　　　　ガバナー　笹　森　　剛

「さぁ～行くぞ！」。 第 2830 地区ロータリアンの皆さん、 新年度が始まりまし
た。 私と共に 「新しい風を吹かせよう！」。 この “風”は、“継続と引継ぎ”です。
これまで私達の地区はこの風が無かった事から、 支障をきたし問題を生じ、

悔いを残して来たように思うのです。 この現実を打開しなければ、 今後ますま
す他の地区から取り残され、 恥じる結果をもたらすことになるでしょう。
皆さん、 「継続は力なり」。 足腰を固め、 万年最下位から脱却しましょう。
この 21 世紀の始まりという記念すべき年度に、 カール ・ ヴィルヘルム ・ ス

テンハマー RI 会長がロータリアンにとって永遠の課題であり、 ロータリーの理
想を言い表している言葉 「超我の奉仕」 を、 しいて今年度 RI テーマとした勇
気ある決断に、 私は感謝しております。
また今年度ステンハマー RI 会長は、 世界平和のために次の四つを強調事

項として揚げました。 すなわち、 １. 識字率向上。 ２. 水保全。 ３. 理想を共有
する組織と協力し合う。 ４. 会員増強 （各クラブ純増 1名） です。
これらは全て 「継続なくして成果なし」 のプログラムです。 そして日常あまり

身近ではない、 関心の薄いものと思われがちですが、 広く世界を見渡すと、
実は無関心ではいられないことに気づかされます。
今年度当地区は、 微力ながらも世界に貢献すべきと考え ､来る 7月 3日～

13 日、 タイ国に総勢５名－アジア親善委員会町田委員長、 千葉委員 (青森南
RC)、 千葉委員 (八戸東 RC)、 坂本世界社会奉仕委員長、 富岡識字率向上委
員長－による世界社会奉仕予備調査団を派遣することと致しました。 素晴らし
い成果を期待しております。
　さて今月は ｢識字率向上月間 ｣ です。 識字率では日本を代表する富岡委
員長が、 今月号に詳しく説明されております。 参考にし理解に努めて下さい。
　今年度一年間、 以上のプログラムとクラブ ・ リーダーシッププランの意識づけ
実現のため、 皆様と共に努力して行きたいと考えておりますので、 何卒ご協
力のほどよろしくお願い申し上げます。
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ＲＩ会長メッセージ

2005-06 年度 RI 会長

カール･ヴィルヘルム･ステンハマー

朋友ロータリアンの皆さん

2005-06 年度、私たちは、確固たる基盤および

羅針盤となる過去の成功の数々、そして意欲を引

き出す豊かな歴史とともに、ロータリーの奉仕の

第 2世紀へと踏み出しました。私たちは過去の栄

光に閉じこもるべきではありませんが、そこから

学ぶことは、将来への確かな前進のエネルギーと

なるはずです。

このことを念頭に置きながら、私は、自分の重

要な使命を的確に表すテーマを選ぶべく、これま

での世紀にロータリアンが書き記してきた数々の

叡智に満ちた言葉に目を向けました。私たちの思

考を導き、行動を促すあらゆる感動的なメッセー

ジの中でも、ロータリーの標語「超我の奉仕」の

5 文字ほど、的確にロータリーとロータリアンの

精神を言い表している言葉はありませんでした。

私たちがロータリーの第 2の百年の第 1章を書き

始める今年度に、国際ロータリーの会長となるこ

とができ、大変光栄に思います。この重要な年度

のテーマとして「超我の奉仕」を選ぶことは、ロ

ータリアンを鼓舞する最も意義深い言葉を使いた

いという私の願望を反映しています。しかし、私

はまた、ロータリーでの日々を簡素に保つ努力、

すなわち、過去からの継続を維持しつつ、未来に

向けてまっすぐな道のりを据えることが必要であ

るとの思いからも、このテーマ提案いたします。

従って、私は、これまでに絶大な成果を上げてき

た、人類の基本的ニーズを表す諸分野に焦点を当

てたいと望んでいます。

　このような分野の一つに、識字率向上と教育が

あります。一対一の取り組みから大規模な識字率

向上プログラムに至るまで、ロータリー･クラブ

は、読み書きを学ぶ人々を助けるための数多くの

素晴らしいプロジェクトを実施してきました。学

校に教材を提供し、教師を教育し、子供たちに通

学に必要な衣服や本を提供してきました。そして

世界中の地域社会においては、ロータリアンが学

校を訪問し、子供たちに本を読んで聞かせ、その

逆に子供たちが本を読むのを聞いてあげてきまし

た。

　これら数多くの成功にもかかわらず、未だ無数

の成人が、簡単な文の読み書きができず、実用的

な識字能力を備えていません。つまり、通常の業

務や毎日の生活に必要な読み書きや計算を行うこ

とができないのです。この問題によって、自分を

はじめ家族を養う上で非常に多くの人々に制約が

課せられており、この問題への取り組みに、ロー

タリーの豊かな経験と継続的活動が必要とされて

いるのは明白です。

　2005‐06 年度を通じて、私は、世界各地でロ

ータリーアンが効果的に取り組んでいる問題、す

なわち水保全に関連する活動も継続するようロー

タリアンに奨励していきます。ロータリー･クラブ

による無数の水プロジェクトのおかげで、何十万

もの人々が今や水を手にいれることができ、飲用

水や適切な衛生環境による多くの保健上の恩恵を

受けています。

　しかし、未だ多くの課題が残されているのも事

実です。あまりに多くの人々が、安全な水の供給

を受けられず、適切な衛生環境に恵まれていませ

ん。その結果、予防できるはずの水を介在とした

感染症によって死ぬ必要のない多くの人々が死亡

しています。水保全問題はまた、食糧供給にも影

響を与えています。１人の人間が必要とする毎日

の食事を生産するためには、2,000 から 5,000 リ

ットルもの水が必要とされているからです。国連

は、この世界的な水の危機を「経済発展、貧困緩

和、環境、そして平和と安全への脅威」と表現し
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ています。飢餓を軽減し、この重要な資源が奪わ

れている人々の保健と福祉を改善するために、ロ

ータリアンの継続した活動が是非にも必要とされ

ているのです。

識字率向上と水保全が注目すべき二つの緊要な問

題であると私は確信していますが、その一方で、ロ

ータリー･クラブもまたこれに優るさまざまな重

要問題に取り組んでいることを承知しています。

ロータリーの素晴らしさは、奉仕の機会を数多く

提供してくれることにあります。クラブは地元地

域社会のニーズを見極め、それを叶えるためにい

かにしてその人材源や資源を生かすことができる

かを判断します。この草の根の参加がロータリー

の成功の特徴であり、私は、地元や海外の地域社

会にとって最も有益となる奉仕を引き続き行って

いただくよう、すべてのクラブに奨励したいと思

います。

しかしながら、これは一人で実行できることでは

ありません。多くの場合、私たちは同じ理想や目

標を共有する他団体と協力して活動することによ

って、地域社会のために多くを成し遂げることが

できます。年度の奉仕計画を立てられるにあたり、

他団体と協力関係を結ぶことによって、クラブの

活動をいかに広げることができるかを検討してみ

てください。

1911 年、ロータリアンは「超我の奉仕」という

標語を熱意をもって採択しました。それは、この

標語が、生まれたばかりの組織が発展の途上にあ

る中、その理想を巧みに言い表していたからです。

それから 95 年間、この標語は、私たちが人道的

奉仕を遂行し、高い道徳的水準を推進し、国際理

解と平和のために活動する上で、根底をなす動機

となってきました。私たちの生活に内在するあら

ゆる事象と同じように、この標語を私たちは自然

に受け入れることができます。来たる年度、すべ

てのロータリアンに「超我の奉仕」の真の意味を

じっくりと考えていただく機会が与えられます。

そして、この思いやりと寛容の精神に満ちた普遍

的メッセージに、新たな思いを抱かれることにな

ると思います。

国際ロータリー第 2830 地区の全ての会員を代表いたしまして、この 1 年間、地区ロータリー

活動の最先頭にたって私たちをご指導くださいました川口彰五郎直前ガバナーに、深甚なる敬意

と感謝の意を表させていただきたく存じます。

　川口年度はちょうどロータリー創立 100 周年にあたり、様々な 100 周年記念事業が展開された

年度でありました。川口直前ガバナーは、そのすべての事業に参加されたため、まさに八面六臂

の大活躍でございました。とりわけ 2月 26 日に開催されました、「ロータリー創立 100 周年を地

域で祝う会」はたいへん盛大に開催され、地元の地域の人々にロータリーを強く印象づけたと思

います。また、川口直前ガバナーが精魂を込めて実施された「美くし、うるわし青森県」キャン

ペーンは、まさにロータリーの環境保全運動そのものであり、今年度も 100 周年記念事業は美化

運動推進委員会が中心となり継続されていきます。

　今後はパスト地区ガバナーとして、当地区ロータリー活動の発展のために、ご尽力くださいま

すようによろしくお願い申し上げます。川口彰五郎直前ガバナー及びとく令夫人のご多幸を祈念

申し上げ、お礼の言葉とさせていただきます。

川口彰五郎直前ガバナーへの

感謝の言葉

ガバナー　笹　森　　剛　
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［ 資格基準と提出期限 ]

　貴クラブが RI 会長賞の資格を得るためには、2005 年 7 月 1 日から 2006 年 4 月 1 日までの間に、1

の会員増強目標を設定し、さらに 2～ 6の 5つの分野のうちの 4つから各１つずつ活動を実行して、

RI 会長賞申込書を地区ガバナーへご提出ください。地区ガバナーはこれに署名して 2006 年 4 月 15

日までに RI へ送付いたします。なお、申込書は PETS で会長エレクトの皆様へお渡してありますが、

再度ご必要な場合は 2005-2006 年ガバナー事務所へお問い合わせください。

１．会員目標（必須）

　□会員 1名かそれ以上の純増を達成するために、2006 年 4 月 1 日までに会員勧誘計画を立て実施

する。

２．公共的イメージ

　□ RI ウェブサイトにあるように、2005 － 06 年度公共的イメージ推進グループの推奨する活動の 1

つに参加する。

　□クラブ協議会および会合を実施し、地域社会内でロータリーを推進する計画を導入する。

　□少なくとも 2回、ロータリー・クラブの行事をマスコミに大々的に報道してもらう。

　□公共奉仕アナウンスメントを新聞に掲載したり、公共奉仕放送をラジオやテレビで放送してもら

う。

　□ＲＩ広報賞の推薦書を地区ガバナーに提出する。

３．クラブ奉仕

　□今年、クラブのすべてのロータリアンがクラブの活動に積極的に参加するよう、一人ひとりに呼

びかける。プロジェクト委員会の委員を務めたりクラブ奉仕のある面を担当するなど、参加の

形は問わない。

　□クラブのロータリアンで広範囲にわたる様々なクラブ・プロジェクトやプログラムに積極的に参

加した人を、四大奉仕部門功労者賞として表彰する。

　□今後 3年から 5年の長期計画目標について話し合うため、次期役員も含めたクラブの指導者を集

めて会合を開く。　

　□クラブ奉仕を支援する新しいプロジェクトを開発し、着手する。

４．職業奉仕

　□クラブ各会員に、国際ロータリーおよびクラブ活動に関する情報を職場や専門職業団体と共有す

るよう要請する。

　□職業奉仕は生活の質を向上させ、ロータリアンに高い倫理観と誠実さを支える大きな可能性を秘

めている。クラブ例会の少なくとも 2回をこのような職業奉仕に充て、話し合う。

　□国際レベルで、または地元の地域社会において、識字率向上やその他の教育プロジェクトを実施

2005-2006 年度 RI 会長賞
　



No.1

5

する。

　□職業奉仕を支援する新しいプロジェクトを開発し、着手する。

５．社会奉仕

　□地元の他団体と協力して、クラブ会員が立案と活動へ直接に参加できる共同プロジェクトを行う。

　□地元地域で水プロジェクトを実施する。

　□世界ポリオ撲滅推進計画におけるロータリーの役割を広報してもらうために、地元報道機関に連絡

を取る。

　□少なくともクラブ会員の半数が参加できる社会奉仕を支援する新しいプロジェクトを開発し、着手

する。

６．国際奉仕

　□一人当たり米貨 100 ドルかそれ以上を目標に揚げ、ロータリー財団年次プログラム基金への寄付を

増やす。

　□研究グループ交換、ロータリー友情交換、青少年交換といった国際交換プログラムに参加すること

によって、クラブの会員にロータリーの国際性を理解してもらうよう努める。

　□水保全や衛生に取り組む国際奉仕プロジェクトを実施する。

　□少なくともクラブ会員の半数が参加できる国際奉仕を支援する新しいプロジェクトを開発し、着手

する。

国際ロータリー会員増強・拡大賞
〔実施期間〕

年次ＲＩ会員増強・拡大賞プログラムの実施期間は 7月 1日から 5月 15 日までです。

□ガバナー・エレクトは 7月 1日までに地区の目標をＲＩに報告しなければなりません。

□各地区の基礎会員数は（1996 年 11 月の理事会決議第 160 号に従い）毎年 9月 30 日までにＲＩに提

出された、地区内のクラブの 7月半期報告に基づいた数です。

〔表　　彰〕

5 月 15 日以後、各地区ガバナーは、次の事項をＲＩに報告することになります。

□地区内で最も高い増強率（パーセンテージ）を示したクラブ

□地区内で最も多くの新会員を獲得したクラブ

□地区内で最も高い退会防止率（パーセンテージ）を上げたクラブ

□新クラブを提唱したクラブ

これらのクラブには、それぞれＲＩ会長が署名した表彰状が贈られます。加えて、5月 15 日までに会員

増強目標を達成、または突破した地区のガバナーには、ＲＩ会長から、特別地区会員増強賞が

贈られます。

〔推　　進〕

ＲＩは年次を通じ、本賞をロータリー・ワールド紙、ロータリアン誌、ロータリー・ニュース・バスケット、

ロータリー・ウェブ・サイトを含むＲＩ提出物に掲載し、推進します。地区ガバナーは、ガバナー月信

やクラブへの公式訪問を通じて本賞を推進します。
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　7月は識字率向上月間です。

　今年４月に行われたトルコでの RI 会長主催会

議の会議場に１台のバスが乗りつけられた。トル

コ東部第 2430 地区の“識字教育キャラバン・バス”

であった。ロータリー 100 周年の昨年度に導入さ

れた、外見的には豪華さすら感じさせるバスであ

る。しかし、ひとたび中に乗り込み、座席に座っ

て授業を受けるとなると話は別である。狭い座席、

小さいホワイト・ボード、前に座っている人の頭

など授業を受けるにしてはやや不向きな感じであ

った。

　しかし、ここで考えるべき問題は、なぜ、この

ような移動式の教育用バスが必要となったかであ

る。大きな理由の一つは、テロリズムである。ト

ルコ東部地域では、数年前までテロが横行し、学

校は破壊され、先生達にも危害が及んだそうであ

る。第３本会議の分科会でスピーチに立った同地

区の識字運動のコーディネーター、E. タンケイ

女史は「識字率向上運動は、間接的にテロとの戦

いである」と言い切ってスピーチを終えたのは、

誠に印象的であった。

　各地域で非識字者を生み出す背景は誠にさまざ

まである。戦争、自然災害、貧困、社会的差別、

移民・難民などであるが、トルコなどイスラム圏

では宗教的影響で成人女性の識字率が低く押さえ

込まれている。ここから派生する問題としてトル

コが直面しているのが、高い乳幼児の死亡率であ

る。文字を読めない母親が引き起こす薬の事故が

多いそうである。

　わが国では、ほぼ 100 パーセントの識字率を達

成している。したがって、身の回りで非識字を原因

とする問題もあまり起こらないのも事実である。

しかし、統計上、我々の住むアジア地域に非識字

者が集中していることも事実である。日本ではお

よそ考えることができないような状況の中で、地

元ロータリアンが汗水流して、時には危険を伴い

ながらも識字運動を展開していることを忘れるべ

きではないであろう。

　当地区の各クラブにあっては、ここ数年来、歴

代 RI 会長の強調事項として識字運動を掲げてい

ることに目を向けてもらいたいと思う。そして、

各クラブ単位でもできる識字 MG（マッチング・

グラント）プロジェクトにも是非積極的に参加し

ていただきたいと思う次第である。　

　国際奉仕部門

　

奉仕プロジェクトのターゲットを

タイ国に選定

世界奉仕プロジェクトへ向けて

予備調査団を派遣　　　　

　今年度国際奉仕部門のターゲットをタイ国に選

定し、世界奉仕プロジェクトのために予備調査を

実施することになりました。

　予備調査は下記日程で実施され、坂本世界社会

奉仕委員長、町田容造アジア親善委員長、富岡識

字率向上委員長、両・千葉アジア親善委員の 5名

が先遣隊として、7 月 3 日～ 9 日、タイ国に赴く

ことになっています。またその際、ビチャクル・

ラタクル元 RI 会長を表敬訪問する計画です。

　　
【日程】

識字率向上月間によせて

地区識字率向上委員長　

　　　富　岡　義　勝 (八戸 RC)

7 月は識字率向上月間です。

7月3日 青森出発、バンコク着

4日 大学・部落調査

5日 クンテ・パテニカ RC合同会議

６～９日 野犬保護施設・山岳部落予備調査

11日 ピチャクル・ラタクル元 RI 会長
表敬訪問

12日 クンテ・パテニカ RC合同会議・報告会
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2005 年 -2006 年度地区大会
ご案内

と　き：2005 年 10 月 1 日（土）・2日（日）

　ところ：弘前文化センター、ホテルニューキャッスル

◆

　大会記念講演　女性登山家　田部井淳子氏

◆

　パネルディスカッション「ロータリー、この素晴らしき世界」

〈 皆様のご来会をお待ち申し上げます 〉
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公式訪問に関するお願い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005 年～ 2006 年度　ガバナー　笹森　　剛

　ガバナーの重要な任務の一つに公式訪問があります。

　その目的は

１． 会長幹事面談・クラブ協議会を通じて、クラブの現状やクラブの抱える問題点等について協

議する。

２． 例会のガバナーの卓話を通じて、ＲＩのテーマとロータリー奉仕活動について語り、会員と

のコミュニケーションを深めることにあります。

　楽しく意義ある行事にしたいと思いますので、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

① 書類送付の件 

下記の書類を各 1 部、訪問の予定日の 2 週間前必着で 2005 ～ 2006 年度（笹森年度）ガバナー事

務所までお送りください。

　 Ａ： 04-05 年度クラブ活動報告書 及び 05-06 年度クラブ活動計画書

 Ｂ： クラブ週報最近の 2週間分

 Ｃ： 公式訪問場所見取図･最寄の駐車場地図

 Ｄ： 効果的なロータリー･クラブとなるための活動計画の指標

　　　 （クラブ会長要覧の P76 ～ P81 を使用）

 ・会長幹事懇談会、クラブアッセンブリー、例会場などの場所が異なる場合

　　にはそれぞれの会場名、所在地、電話番号、見取図をご送付下さい。

 ・上記書類を貴分区ガバナー補佐にも同様に 2週間前に各クラブより直接お送り下さい。

② 会長･幹事面談 

会議時間は約 1時間として、出席者はクラブ会長・幹事・会長エレクト・ガバナーです。

③ クラブ協議会 

約 1 時間とし、クラブ委員長の皆様の方針・活動状況について伺うと同時に、ロータリーに関す

る自由討議の場にしたいと存じます。

④ 公式訪問例会 

例会でのガバナーの卓話（30 分）をご予定くださるようにお願いいたします。
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新年度にあたり改めてご挨拶申し上げます。

本ロータリー文庫には、常々一方ならぬご協力、ご愛顧を賜り衷心から感謝致しております。今

更申し上げるまでもなく、［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 年に設立され、35 年の歴史を誇る全日本ロータリアンの資料室です。

ここにはロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、１万９千点余が収集・分類・整備され、

皆様のご利用に備えております。

ロータリーの研究や諸活動のため、ぜひご利用くださるようお待ち致しております。

☆　利　用　方　法　☆

文庫資料は自由に閲覧できますが、電話や書信によるお問い合せも承ります。

お問い合せは間接では要領を得ない場合がありますので、なるべくご本人から直接お願い致しま

す。

（文庫資料をご希望の場合には）

・発行元に在庫のある資料については、発行元をご紹介申し上げます。

・絶版のものは実費（１枚 20 円＋送料）でコピーサービスを致します。

・重複資料はご希望により無料進呈致します。

・ビデオテープは有料でダビングを致します。

（貸　出　し）

・視聴覚資料（スライド・フィルム）は予約制（申込み用紙等）で貸し出し致します。

（登録資料の紹介）

・「資料目録」をクラブ事務所に備付用としてお送りしてありますので、ご利用願います。「目録」

をご希望の場合はお申し込みください。

・「ガバナー月信」に「文庫通信」欄を設けさせて頂き、皆様のご参考になるような資料の紹介

を致しております。

・「ホームページ」を開設しております。分類別に検索可能です。

（ご　寄　贈）

・個人の著作、クラブ発行のもの、地区発行のもの等々、いずれも内外を問わずロータリーに関

する資料をご寄贈願います。文庫に保存して皆様のお役に立てさせていただきます。

（２１３号）
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セミナーのご案内

【 ロータリー財団セミナー 】

と　　き：2005 年 7 月 31 日（日）13:00

と こ ろ：弘前文化センター

基調講演：片岡信彦氏（R財団地域コーディネーター）

【 国際奉仕セミナー 】

　と　　き：2005 年 9 月 11 日（日）13:00

　と こ ろ：アスパム（青森市）

　基調講演：藤川享胤氏（識字率向上エリアコーディネーター）

下記のように、セミナーが計画され実施となります。皆様多数

のご参加をお待ちいたしております。

2005 ～ 2006 年度国際ロータリー第 2830 地区

ガバナー事務所役員

役　職　名 氏　　名 業務分担

ガ  バ  ナ  ー  笹
ささ

 森
もり

　   剛
つよし

地 区 幹 事 長  田
た

 中
なか

　　 尊
たかし

地 区 副 幹 事  田
た

 村
むら

  　 清
きよし

地  区  幹  事

　舘
たて

 山
やま

　彦
ひろ

 雄
お

地区大会

 高
たか

 橋
はし

　喜
よし

 孝
たか

地区大会

  秋
あき

 元
もと

　清
せい

 仁
じん

月信

  中
なか

 道
みち

　　 駿
たかし

表彰

 斎
さい

 藤
とう

　靖
やす

 彦
ひこ

ＩＴ

  葛
か さ い

 西　   敞
たかし

PETS・地区協議会

 鎌
かま

 田
た

　利
とし

 雄
お

PETS・地区協議会

地 区 会 計 長  平
ひらい

 井
い

　滉
こう

 二
じ

地区財務委員長 　赤
あか

 坂
さか

　洋
よう

 治
じ
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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
　

ガバナー月信は、ガバナーが地区内のクラブ会長と幹事宛てに、ガバナーの見解並びに国

際ロータリー、各地区委員会、各クラブの活動状況、その他必要なロータリー情報をお伝え

するために毎月発行する公式書簡です。

　本年度も各クラブにコピーをお届けしますので、ロータリー情報の徹底に努めていただく

ようお願いします。また、ホームページへも載せていきます。発行日に各クラブへ、メール

で通知いたします。

◆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ご報告ください。

◆ホームページ・月信への掲載について

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奇稿投稿を

お願いいたします。

◆提出物・送金について
　

報告カレンダー・送金カレンダーに重要事項を集約掲載してあります。締め切り日を厳

守して下さいますようお願いいたします。

◆質疑・応答について
　　

クラブ運営や他のお問い合わせの際は、特に緊急の場合を除き、すべて書面 (E-mail ま

たは FAX) でお願いいたします。

2005 ～ 2006 年度国際ロータリー第 2830 地区　

ガバナー事務所
　  
  専属事務局員 菅

すが

 原
わら

　早
さ

 代
よ

   〃  関
せき

 場
ば

　真
ま

 世
よ

　弘前 RC 事務局員・兼務 成
なり

 田
た

　　 緑
みどり

 

  事務所住所：〒 036-8035  青森県弘前市百石町 31-1　中村ビル 2F-B
    TEL：0172-32-8085　 FAX：0172-32-8086 
    E-mail：rid2830@abeam.ocn.ne.jp
 
  〔国際ロータリー第 2830 地区 ホームページ〕
    http://www.rotary-aomori.org
 
 事務所勤務時間午前 9時 00 分～午後 5時 00 分（土曜、日曜、祝日は休日）




