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超我の奉仕 

〈 ８ 月 〉 
会員増強および拡大月間 

ロータリーの 100 年の歴史の中で、 
会員数の減少が 2回ありました。 

経済恐慌のため 1930 年代初めに第 1
回目の会員数の減少がありました。

しかし、会員数は 1935 年から再び増
加し始め、1930 年代終わりには会員
数は 210,000 人になりました。 

 

２ 会員増強・拡大月間に寄せて 

 地区年次大会案内 

３ 新年度にあたって 

  各ガバナー補佐 

５ 新年度にあたって 

  各委員会委員長 

16 シカゴ国際年次大会報告 

17 文庫通信 

18 米山奨学会寄付 

会員動向 

 ガバナー事務所よりお知らせ 
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２回目の会員数減少が第二次世界大
戦中にありました。ロータリーが禁
止され、クラブの解散を余儀なくさ
れた国があったためです。 

その後会員数は増え続け、現在 168 の国と

地域にクラブは存在し、会員数は

1,208,362 人(2005 年 3月 31 日ＲＩ公式発

表)に達しています。 

《 今年度の Global Quest は、 

1 クラブ純増 1人です。 》
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会員増強および 

拡大月間によせて 
 

パストガバナー  

櫻 田  高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロータリー100 周年を迎え奉仕活動は第二世紀に入り、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ことが急務である。すべての組織は、自然に任せると衰退し

ていく。ロータリークラブも退会防止と新会員の加入に懸命の努力をしているが、減少の流れを

とめることができず悩んでいる。そこで各クラブが自分のクラブ内部に目を向けて、今一度棚卸

しをする必要があると考える。 

退会理由のひとつに、自分達のクラブに満足していなかったことが挙げられた。 

特に若い会員は、自分の時間を有意義に使うことの出来る経験を求めている。若い会員は社交

クラブを必要としていない。むしろ、地域社会にとって役立つ会員になることを望んでいる。親

睦はロータリークラブの目的だが、ロータリークラブの親睦はその親睦を達成する過程において

＜奉仕の理想＞を追及するという重要な要素が入っている。この強化された親睦はさらに強化さ

れた<奉仕の理想＞に通ずることになる。あくまで人々のためになろうとするアイディアを交換

する場としての親睦を目的とするのである。 

深川 PG は「ロータリークラブは、ロータリアンに奉仕の心を授け、倫理を提唱していく団体

で、ロータリアンの心の開発を第一主義とする団体である」と述べている。 

このことは前述した若い会員の心の琴線をゆるがすものであると考える。職業奉仕に裏打ちされ

たロータリアンの社会的信用がロータリーを支えてきたのである。地域の中の個々のロータリア

ンの奉仕活動こそ、退会防止の方法であり、新会員の加入を加速させる原動力になると考える。

今一度クラブの内容の見直しをしてみよう。 

 

 

 ようこそ皆様、感動の地区大会へ！
 
    ガバナー 笹 森  剛 
 
ロータリー、奉仕の第 2 世紀目に入

った記念すべき年度、2005 年－2006 年
度ロータリアンの祭典「地区大会」が、
歴史と伝統と文化の街・弘前市で開催
されますことは、私どもにとりまして
大きな喜びです。ロータリーファミリ
ーが年に一度一同に会する地区大会
で、大いに親睦を深め、そして明日の
ロータリー活動へのエネルギーを心に
注ぎ込んでいっていただきたいと存じ
ます。ホストクラブの弘前ＲＣを中心
に関係者一同が総力をあげて取り組ん
でまいりました。私たちが皆様にご用
意いたしました「感動」というお土産
をお持ちいただきたく、皆様のご参加
を心よりお待ち申し上げております。

日 時 2005 年 10 月 1 日(土)～2 日(日) 

場 所 弘前市 弘前市文化会館 

        ホテルニューキャッスル

記念講演 

 「世界の山々をめざして 

   ～世界自然遺産との共生」 

登山家 

田部井 淳 子氏 
 
略歴： 福島県生まれ。 
   昭和女子大 英米文学科卒業 
   1975 年、世界最高峰エベレスト女性世界初の登頂に成功 
   1992 年、女性で世界初の７大陸最高峰登頂者となる 
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新年度にあたって、ガバナー補佐・委員長抱負を語る

 

 2005～2006 年度がスタートしました。 

そこで、今年度のガバナー補佐、各委員会委員

長の方々に、抱負を語っていただきました。 

 
 
 
 
 
 

東第 1分区 
 

ガバナー補佐  

須藤  朗(野辺地 R.C) 

 

 今年度、東第一分区のガバナー補佐を務める

ことになりました須藤朗です。G補佐の役割は、

笹森ガバナーの方針、要望を分区内 7クラブに

伝達すると共に7クラブの状況を笹森ガバナー

に報告し、各クラブとガバナーとの間のコミュ

ニケーションをスムーズにすることが役目で

あると考えておりますが、浅学非才を顧みず、

その職責の重さを痛感し、身の引き締まる思い

です。 

ロータリーは現下、大きな曲がり角に差し掛か

っているように感じます。例えば会員数は軒並

み減少の一途をたどり、それに伴って RI 理事

会が考えた計画がクラブ・リーダーシップ・プ

ラン(CLP)であります。そして、CLP を実施する

ため新しいロータリークラブ細則が推奨され、

クラブの長期計画、委員会組織の大幅な見直し

等が必要になりました。 

しかし、ロータリーの原理・原則は何であるか

を忘れることなく、ロータリーが単なるボラン

ティア団体になってしまわないように注意を

払いながら、笹森ガバナーの地区活動方針を推

進していきたいと考えております。 

分区内クラブ会長、幹事はじめ会員の皆様のご

支援、ご協力をいただきまして、精一杯努める

覚悟でありますので、宜しくお願い申し上げま

す。 

 

東第 2分区 
 

ガバナー補佐  

ガバナー補佐 伊東  睦(三沢東 R.C) 

 

 ロータリーの 100 周年が過ぎ、奉仕の新しい

世紀の始まりとなる 2005～2006 年度の記念す

べき年度に、ガバナー補佐をさせて頂くことは、

身に余る光栄でありますとともに、責任の重大

さを痛感し、身の引き締まる思いです。 

RI のテーマ「超我の奉仕」や会長の強調事項、

地区活動方針を受けて、笹森ガバナーのもと魅

力あるロータリーを目指し、皆様のご指導をい

ただきながら、笹森ガバナーを始めとする第

2830 地区の、ロータリアンみなさまお一人お一

人の、補佐役をさせていただきたいと思います

ので、どうかよろしくお願いいたします。 

補佐としての私の役割は、東第 2分区の 7ク

ラブの管理運営について、ガバナーを援助させ

ていただきます。この重要な任務を遂行するこ

とで、クラブが効果的に機能するのを、支援す

ることができ、それにより、地区の効果も高ま

ることと思います。効果的なクラブ造りの為に、

以下の、支援のお手伝いをしたいと思います。 

会員基盤の維持、増強の支援をします。 

地域社会のニーズを取り上げた成果溢れるプ

ロジェクトを実施するように努力します。 

プログラムへの参加と、資金寄付の両面を通じ

てロータリー財団の支援をします。 

クラブレベルを超えて、ロータリーに於いて奉

仕できる指導者を、育てる努力をします。 

また、ガバナー補佐として、クラブと最も頻繁

に連絡を図るように努め、クラブと地区間の、

中継点の役割を果たしたいと思います。クラブ

や地区指導者と協力するにあたり、コミュニュ

ケーションは欠かすことの出来ない重要な要

素と考えております。地区ロータリアンの皆様

のご理解・ご協力を頂きながら、笹森ガバナー

のもと誠心誠意努めたいと思います。 
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西第 1分区 
 

ガバナー補佐 

尾崎 行雄(五所川原中央 R.C) 

 

 

 坂田ガバナー補佐と五所川原中央ロータリ

ークラブの大鷹会長の訪問を受け、次年度のガ

バナー補佐就任の依頼があり、固辞いたしまし

たが、両名のねばりに押し切られて引き受けて

しまいました。今年に入り数度の研修を受け、

改めて任務の重要さを感じています。地区協議

会では米山記念奨学部会のレポーターを指名

され、これもまた人生初めての経験であります。

年々年をとるごとに、何もしないで楽をしたい

という気持ちと、何か新たなものに挑戦しよう

という気持ちが交差しています。次年度は笹森

ガバナーの豪快さを見習って挑戦の年度とし

たいと思います。 

 さて、ガバナーという言葉は、私の生業の自

動車に付いている部品の中の一つにあり、エア

ガバナーといいます。その役割は空気圧を一定

の良好な状態に保つことです。圧力が低すぎる

と十分な性能が発揮できないし、高すぎると関

連部品が損傷します。笹森ガバナー年度の一員

として安定した状態の運営に協力する所存で

あります。また、私の愛車であるロータリーコ

スモと同様ロータリーも大事に致します。 

ロータリーについてはまだまだ薄学の私であ

りますが、皆様方のお力添えをいただき 1年間

をガバナー補佐として全うしたいと思います

のでご協力宜しくお願い申し上げます。 

 

 

西第 2分区 
 

 

ガバナー補佐   

佐藤 和治(大鰐 R.C) 

 

この度国際ロータリー第 2830 地区、西第２分

区ガバナー補佐を仰せ付かりました。微力では

ございますが１年間一生懸命努めさせていた

だきたいと思います。ＲＩのテーマ「Service・

Above・Self 超我の奉仕」のもと、笹森ガバナ

ーが掲げた“トップブリーダーとしての自己へ

のチャレンジ”を、地域活動方針の目標に向か

って皆様と歩んで行きたいと思っております。 

私はロータリーの原点が、「ロータリーの網領」

と「四つのテスト」の上に成立っていると認識

しております。その中で奉仕部門がございます

が、それについての実践は各ロータリアンの皆

様が日常生活において行動されていると思い

ます。 

各クラブには、いろんな悩み・問題点があると

思います。クラブの指導者とのコミュニケーシ

ョンは、欠かす事の出来ない重要な要素ではな

いでしょうか。私はその為に皆様と頻繁に連絡

を図り、クラブと地区・国際ロータリー間の中

間点としての役割を果たしたいと思います。 

当然ながらガバナー補佐としての役割・責務と

いう事が発生いたします。補佐としてクラブ運

営に関する重要な分野のカリキュラムを充分

理解し、ガバー方針の実現の為にも努力する所

存でございます。ご協力のほどよろしくお願い

いたします。 

 

 

中分区 
 

ガバナー補佐 

沖津 義男(青森東 RC) 

 

 この度、ガバナー補佐の使命を受けその重責

に恐縮至極に存じ微力乍らその責務を果たす

所存でございます。 

 さて、今期の地区活動方針は 

１．創意と工夫で楽しいロータリークラブを作

りましょう！（楽しい所には人が集まり、楽し

くないと思えば人は去る） 

２．会員増強（各クラブ年間純増 1名）と退会

防止に努めましょう！（各クラブが持っている

かけがえのない財産を大切にしながら、会員同

士が心通じ合うクラブにしましょう） 

３．各会員が出来る範囲で、全会員がロータリ

ー財団・米山記念奨学会への寄付へ協力しまし

ょう！（例会時でのより多くの情報と理解が寄

付金増進の鍵） 
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４．クラブレベル・地区レベルでの研修セミナ

ーの強化に努めましょう！（心の底からお互い

にロータリーを語り合う場を増やそう一人間

性豊かなロータリーを） 

笹森 剛ガバナーは以上の目標をかかげて張

り切っております。 

私は最近思うに、会員の減少にびっくりしてい

ます。全盛期より 500 名も減少しています。こ

の退会防止を何とかしたいものと考えており

ます。楽しい例会には人が集まるとは誠にその

通りであります。従いまして、例会の卓話にも

よる所が多いと思います。為になるお話、感動

的なお話、内容のよいお話、面白いお話等で例

会が楽しくなります。 

 次に、地区の出席率の向上を考えております。

いつもドン尻競争ばかりでは不名誉です。月 1

回に 100%を提案致します。是非実行して出席率

の向上をはかりましょう。出席は義務です。 

 又、ロータリー財団・米山財団の寄付はいつ

も最低です。ガバナーは、公式訪問時のニコニ

コは是非財団へと提案しています。私も同感で

す。ドン尻から少しでも順位を上げ不名誉をな

くする様、会員のご協力を切にお願いするしだ

いです。 

 

 

南分区 
 

ガバナー補佐 

北向 幸吉（八戸東 R.C） 

 

2005-06 年度南分区ガバナー補佐を仰せつかり

ました北向です。八戸東ロータリークラブ、そ

して笹森剛ガバナーエレクト(当時)の御推挙

を頂き光栄に存じながらもその責務の重さを

痛感致しております。 

 ロータリーは 2005 年に 100 年の歴史を刻み、

この間数々の奉仕活動を世界レベルでそして

地区の中で更にクラブとして取り組み大きな

成果を残し、高い評価を受けております。その

活動の中から私達に多くの学ぶものを与えて

くれました。 

 そして２世紀目に入り、新たな 100 年に向か

って奉仕の理想を更に求めスタートしました。

先般の地区協議会に於て、黒田研修リーダーよ

り説明がありましたように、今ロータリーは時

代に合わせ大きく変革しようとしております。

その一つは地区リーダーシップ・プランに基づ

き、その延長としてのクラブリーダーシップ・

プランによる機能別グループ、いわゆるクラブ

に合わせて常設委員会設置の推奨であります。

私自身この１年間をロータリーを更に知る機

会にしたいと思います。 

 2005-06 年度Ｒ１のテーマは「超我の奉仕」

であります。自分がロータリーに入会した当時

先輩からロータリアンは「超我の奉仕」に徹す

るべしと良く言われ、今でもその言葉が頭の中

に残っております。 

 さてガバナー補佐の任務として重要なのは

各クラブを定期的に訪問し、クラブの業務や利

用可能な情報源についてクラブ会長および他

の指導者と話し合い、又ガバナーの要請や推奨

事項をクラブに伝達し協力願うことでありま

す。このようなことで分区内各クラブをしばし

ば訪問致しますので色々なお話しをさせて頂

きたいと存じます。 

 ガバナー補佐としての任務を忘れずに１年

間努力致しますので、ロータリアンの皆様どう

ぞよろしくお願い致します。 
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地区委員会委員長 

 

クラブ拡大・ 
会員増強委員会 

 
 

委員長 

源真 育子(八戸北 R.C) 

 

2004～05 年は「ロータリー創立 100 周年」と

いう大きな節目にあたり、いろいろな場面で、

ロータリーが抱えている様々な問題点やこれ

から進むべき方向性について改めて考えさせ

られる一年となりました。特に会員増強という、

はっきりとその動向が数値化される立場から、

1996 年をピークに毎年会員が減りつづけてき

た現実は、どのように捉え、どのように解決し

ていかなければいけないのか。 

ここ２～３年、せっかく新会員勧誘や新クラ
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ブ拡大によって会員数が増加しても、それ以上

に退会者が続出し会員数が帳消しになってし

まっては、ほとんど増強の意味をなさない、ま

ずは退会防止をしっかりやることが先決であ

るとの見方が強まってきております。それは退

会者のほとんどが健康上の問題や加齢、そして

不況が原因と片付けてきた退会理由の中に、「ロ

ータリーがおもしろくない、魅力を感じない。」と

いう最も決定的で根深い理由を軽んじてきたこ

とに気づき始めたからに違いないと思います。 

ロータリーの本質は、ただ奉仕活動をするこ

とではありません。それぞれの生き方や職業を

通じ、社会にいろんな可能性を広げ貢献できる

ことにあります。それはロータリーが何より人

間の尊厳を重んじ、自ら自己研鑽に努め、普遍

の人生哲学を追求する場であるからこそ遭遇

できる、ロータリアンの特権でもあるのです。 

100 年というロータリーの歴史は、これから

の新しいロータリーの歩みにたくさんの課題

を残していることは間違いありませんが、それ

以上にロータリーの発展とこれまでの軌跡は、

私たちに大きなエネルギーとたくさんの解決

へのヒントを残しております。何事も一朝一夕

にはいかないと思いますが、ロータリアンとし

ての自覚と誇りを、すべてのロータリアンと共

に分かち合えるような活動を通してこそ、新た

なロータリー創造への一歩を踏み出すことが

出来るものと考えます。 

新しい年度を迎えるにあたり、まずはロータ

リーの「根っこ」である「クラブ奉仕」を充実

させ、勧誘の時点から、一人一人の会員の存在

が世界ロータリーの歯車の一つであることを

理解していただけるよう、また現会員がロータ

リーを好きになり、自発的に仲間を増やすこと

にも情熱を傾けられるよう、基本に立ち返り実

践していきたいと思います。皆様のご指導御協

力をよろしくお願い致します。 

 

 

ロータリー家族委員会 
 

委員長  

松本 康子(青森中央 R.C) 

 

 縄文時代に思いを描きながら、第 2830 地区

の「ロータリー家族の集い」を、三内丸山時遊

館で一日楽しく学び、物づくり体験した初回行

事を経て、2年目を迎えました委員会です。 

 ロータリアンとその家族、物故ロータリアン

の家族、退会者、ローターアクト、インターア

クト、交換留学生、米山奨学生等々、みなロー

タリアン家族です。各クラブにても同様で、ロ

ータリアンの情報を的確に把握し、例会におけ

る会員、家族の最新情報を提供し、ロータリー

行事には進んで参加し、親睦と会員相互の信頼

感を高め、クラブの活性化につとめ、会員増強

と、退会防止、出席率向上に結びつけて頂きた

いと思います。尚、12 月はロータリアンの家族

月間です。例年の家族例会に更なる一工夫をお

願いします。 

 地区委員会からは「当地区のロータリアン同

士の言葉かけ」を提唱したいと思います。青森

県人は初対面の方とお話する事が苦手の様で

すが。無言で擦れ違うことなくロータリーバッ

ジをつけている人は同士のロータリアンです。

一言二言，言葉をかけて下さい。ロータリアン

の心の交流を計る良い機会を、どうぞたくさん

つくって頂きたいと思います。 

 五所川原 RC 高瀬委員、六ヶ所 RC 坂本委員

共々、この一年間頑張ってまいりますのでどう

ぞよろしくご支援下さい。 

 主催行事：施設見学 

  月  日  9 月 25 日（日） 

  場  所  原燃、バイオ施設（六ヶ所） 

  参加対象  ロータリー家族 

 

 

職業奉仕委員会 
 

委員長 

今  俊一(平賀・尾上 R.C) 

 

この度職業奉仕委員長を拝命するに当たり、

ロータリー精神の根本にあたる委員会の長と

して、果たして自分が務まるのかと不安が先に

歩きだしたと言うのが正直な所です。 

 そもそもロータリーについて何一つ詳しく

勉強のしたことのない者が、人さまの前に立つ

など恐れ多くてとてもできるものではないと

考えたものでした。しかし、笹森ガバナーエレ
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クト（当時）から今回のお話を頂いたとき、よ

くよく考えてみれば「笹森さん」自体が、「私

は今までのガバナーとは異質なガバナー」だと

公言していらっしゃる事を伺い、ガバナーが異

質なら職業奉仕委員長も異質でなければ務ま

らないだろうと自分で勝手に考え、浅はかな思

考のもとに引き受けて、後悔と開き直りの毎日

であります。 

 と言う事で、後悔と開き直りの委員長と致し

ましては、「抱負」と言うものも特段ございま

せん。が、それらしきものと言えば、「人事天

命」と申し上げたい。つまり、最善を尽くして

結果は運に任せると言うことであります。自分

に何ができるのか、何をしたらいいのかよくよ

く考え、結果は後からついていらっしゃいとい

う何とも頼り無い事ではあるが、角張って考え

るのも自分らしくないのでお許し願いたい。只、

職業奉仕委員会は委員長が頼り無くても、他の

委員の方々がすばらしいので、それなりに活動

して行けるのではと、これも又他人任せの事で

申し訳ないが、意外と自分がしゃしゃり出て行

くよりいいのかもしれません。 

 何れにしましても、どうする事が最善か他の

委員の方々と相談をしながら職業奉仕委員会

の活動を行って行きますので、ご指導・ご厚情

何分宜しくお願い致します。 

 最後に、職業奉仕委員会に何か不都合でもご

ざいましたら、すべて「笹森ガバナー」の責任

においてという事でご理解願いたいのであり

ます。 

 

 

環境保全委員会 
 

委員長  

花田  仁（三沢東 R.C） 

 

 この度、環境保全委員長を仰せつかりました、

花田と申します。ロータリークラブを理解せず、

今日に至っておりました自分にこのような大

役を任命され、大変な後悔をしておりますが、

ゼロからのつもりで勉強致しますのでよろし

くお願い申し上げます。 

 さて、今年度の国際ロータリークラブ カー

ル・ヴィルヘルム・ステンハマー会長の強調事

項は「水保全」「識字率向上」となっており、

取り分け「水保全」については、今年度環境保

全委員会の取組む事項として考えております。

これは、社会奉仕委員会とのタイアップで推進

することと致しました。 

 今、まさに水不足は世界の深刻な問題となり

うるわけで、毎日乏しい水、また衛生設備の不

良で多くの人々が亡くなっております。我々の

今の環境は特にこの青森県に暮らす上で、その

「水」に関しての危機感は無いように思われま

す。しかし、世界に目を向けた場合、約１２億

の人々が、安全な水を手に入れることのできな

い事実、約２５億の人々が、適切な衛生設備を

持っていない事実、そして毎日６千人以上（毎

年２２０万人以上）の人々が、貧しい水状態及

び衛生環境に関する病が原因で死亡している、

この事実を深刻な問題として真正面に捉えな

くてはなりません。 

 青森県では、17 年度「生活創造推進プラン」

に基づき、山・川・海をつなぐ「水循環システ

ム」の再生・保全の取組を打ち出しております。

これは、水資源の保全について、「森林の整備」、

「春の小川」のような水辺空間を創造するため

の地域住民と一体となった取組を推進すると

のことです。この取組は、これまでも各クラブ

で活動しているテーマです。これを各ロータリ

アンが今一度自覚を強くして戴き、取組むこと

でさらなる強力なものになって行くことと思

います。 

 活動は単年度で成就することは出来ません。

継続的な問題として、長期に渡る取組が必要か

と思われます。そのためにも皆様と第一歩を踏

み出そうと思いますので、ご指導、ご協力を賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

世界社会奉仕委員会 
 

委員長 

坂本 幸光(鶴田 R.C) 

 

 今年度 RI 会長のカール・ヴィルヘルム・ス

テンハマー氏は、今年度の強調事項に識字率向

上と教育・水保全活動という２つの大きなテー

マを中心に『超我の奉仕』という、壮大なメッ
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セージを私たちに送られました。 

 今年度世界社会奉仕委員会は、タイ国におけ

る「識字率向上」「野犬対策」「水の調査』など

の予備調査と事前の情報収集のため、7月に 10

人位のメンバーでタイ国を訪問する計画を立

てています。 

 現在世界では、私達日本人では想像もつかな

い悲しいことがたくさん起きています。一例で

すが、1 億 3 千万人の小学生（ほとんど女子）

が学校に通うことが出来ないでいます。 

 そして、読み書きの出来ない非識字率人口が、

20 億人近くもいるといわれています。それは、

世界の人口の 3人に 1人という非識字率人口で

す。水の汚染が原因の病気で子供達が 8 秒に 1

人づつ死亡しています。この他にも世界では貧

困・飢餓・戦争など数多くの問題があります。 

 そしてこれらの問題は、短期間で解決出来る

ものは何ひとつありません。又、成果もなかな

か表れて来ません。 

世界社会奉仕は「継続する事」が重要です。当

地区ではネパールの農業支援を 25 年以上続け

た実績があります。これらを参考にしながら、

今年度はタイ国での調査を中心に、アジア親善

委員会、識字率向上委員会に協力しながら、次

年度につながる活動をしていきたいと思いま

すので、地区のロータリアンの皆様のご協力と

笹森ガバナーへの支援をお願い致します。 

 

 

アジア親善委員会 
 

委員長  

町田 容造(弘前西 R.C) 

 

 アジア親善委員長を拝命して、もう一年経ち

ますか。早いもんです。 

関場パストガバナーより「好きな様にやって

いいよ」「ハイヨ」と気軽に引き受けたまでは

良かったのですが、難行苦行の連続で、それな

りに活動予定は消化し終えたことをご報告申

し上げます。活動の中で、大部分の時間を国際

弁護士との接触で費やし、肝心の現地活動が少

しさびしくなり、この一年何をやって来たのだ

ろうと反省しきりであります。 

今年度より、当委員会は委員選考基準を従来

の上意下達方式とせず、地区会員の中より公募

形式を取る作戦を立てました。理由は多種多様

ですが、新規目標を定める作業は十分な経験を

積んだ人間組織でないと、時間と資金の浪費に

なってしまうからです。 

今回の公募作戦は大当たり。千葉正男氏（青

森南）が名乗りをあげてくれました。タイ渡航

歴３０年、タイの住人みたいな人物で、温厚な

中にも修羅場をくぐり抜けてきた風格があり、

「タイ支援をやってみましょう」と云う。「渡

りに船」とばかり、地区研修会の席上、タイ支

援を打ち出した訳であります。 

今年度の委員会は建築士、設計士、獣医、薬

剤師など色とりどりで、全く、海外派遣ＮＧＯ

支援部隊そのものの陣容であります。今期は予

備調査が主だった仕事になるのですが、予算内

でどんどん前に進み、次委員長に手渡したいと

思っております。 

友好及び支援にあたり、やはりＭｒ．ピチャ

イに一度拝謁しようと云うことになり、千葉正

男氏（青森南）にお願いしましたら、見事にク

ラブミーティングのアポイントを取って下さ

いました。幸先の良いスタートです。 

自分の職業同様、「背丈ほどの仕事」をして

いきたいと思っております。年度初めの７月２

日より動きます。唯一気掛かりなのは、小生が

在籍する弘前西クラブのクラブ会長と地区委

員長を兼任することになりますので、海外活動

をすることにより、クラブ例会に迷惑をかける

こととなりますが、寛大なる弘前西クラブの幹

事をはじめとするメンバーの方々には、地区委

員長としての活動もバックアップしてくれる

ことを心よりお願いする次第です。 

（活動調査および実働予定） 

１．野犬対策。２．山岳部落の無電気生活の改

善対策、衛生改善対策。３．識字率向上。４．

姉妹クラブまたは姉妹地区の可能性について 

 

識字率向上委員会 
「識字運動へ 

クラブでの参加を！」 

委員長 

富岡 義勝(八戸 R.C) 

 

 当地区に識字率向上委員会が設置されて１
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年が過ぎた。初年度となった昨年は、とにかく

RI 識字運動に対する知識と理解を深め、広く情

報を得る事に重点を置いた。識字率向上月間で

あった７月には、日本におけるロータリーの識

字運動の第一人者である重田政信 PDG（現 RI 理

事）をお迎えしてセミナーを開催し、９月には、

フィリピンで開催された「CLE 指導者講習セミ

ナー」にも参加してきた。今年４月にトルコで

行われた識字をテーマにした RI 会長会議では、

トルコ東部で実際に識字運動を先導している

ロータリアンから直接お話をお伺いすること

ができた。 

昨年度は、お陰様で十分に勉強させていただ

いた。そこで今年は、まず第一にその知識を皆

さんと分かち合う年にしたいと思っている。セ

ミナー等へのご参加を強く呼びかけると同時

に、例会卓話などにもお呼び頂ければ、可能な

限りクラブを訪問してお話させて頂きたいと

思う。 

 ところで、昨年度の活動の中で特にうれしか

ったのは、五戸 RC および地区・八戸 RC 合同の

２つの識字マッチング・グラント・プロジェク

トが R財団によって正式に承認され、実施にこ

ぎつける事ができたことである。各クラブの関

係者のご尽力には深く敬意を払いたいと思う。 

 ご存知のように、R財団（TRF）も以前ほど資

金が潤沢ではないので、大規模事業が減少して

おり、識字運動の分野では、ますますマッチン

グ・グラント（MG）・プロジェクトの重要性が

認識されている。MG プロジェクトはクラブ単位

でも可能な小口の資金で参加できるところに

特色がある。五戸 RC も八戸 RC も昨年度拠出し

た額は各々$1000 である。トルコの場合、$600

で参加できる MG プロジェクトもあったし、ロ

ータリー・クラブが複数合同して$1000 でプロ

ジェクトに参加することも可能である。 

 世界社会奉仕の場合、大事なことは、資金提

供だけで済まさないことである。現地に行けれ

ばそれに越したことはないが、行けない場合で

も相手側の RC と連絡を取り合い、友情を深め

ることも重要であると思われる。また、それが

出来ない場合でも、各クラブがそのプロジェク

トについて、あるいは国際奉仕について話し合

いの機会をもつことは、ロータリアンがロータ

リー活動を続けていく上で重要な契機となる

であろうと思う。 

 今こそ、各クラブがそれぞれに国際奉仕の実

践を試みることを切に願う次第であり、それが

識字の分野であるならば、当委員会は出来るだ

けのサポートを提供したいと考えている。 

 

 

青少年育成委員会 
 

委員長  

三浦 祐一（青森 R.C） 

 

2004 年に青少年育成委員長を拝命し、今年度

で 2年目を迎えます。今年度の活動は昨年度に

引き続き、 

・地域の中学校の総合学習に講師を派遣する。 

・生徒の職場訪問・職場体験を会員企業が受け

入れる。 

以上の 2点をロータリアンと企業の協力で進め

てまいります。 

さて、現在、文部科学省ではキャリア教育に

取り組んでおります。 

キャリア教育とは、児童・生徒一人一人の勤労

観、職業観を育てる教育です。 

① 経歴、特に実地体験 

 Career   ② 職 業 

③ 公務員の中で上級公務員に昇

進できる有資格者  

キャリア教育が求められる背景として、 

・フリーターと呼ばれる若年者の増加 

・若者の勤労観、職業観や社会人、職業人とし

ての基礎的、基本的な資質をめぐる課題。 

産業・経済の構造的変化や雇用の多様化による

職業、就業をめぐる環境変化。 

・精神的・社会的自立が遅れ、人間関係をうま

く築けない。自分で意思決定できない。将来に

希望を持つことができないなど、子供たちの意

識の変容。 

・高学歴社会におけるモラトリアム傾向が強く

なり、進学も就職もしなかったり、進路意識が

ないまま「とりあえず」進学、「とりあえず」

就職する若者の増加。 

以上の点があげられます。 

このようなことから、文部科学省では職場体

験の充実を通じて、小・中学校の段階からキャ

リア教育の強化に取り組むという事です。  
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 また、平成 17 年度より、各都道府県、指定

都市において中学校を中心とした職場体験、イ

ンターンシップの実施など、地域の教育力を最

大限に活用し、キャリア教育の更なる推進を図

るための調査、研究を新たに実施するという方

針を出しております。 

すでに青森県の各市において、研究指定校が決

まり、今後職場体験を教育課程に適切に位置付

けて学校教育活動の一環として、実施されると

いうことです。 

〔研究指定校〕 

青森市（油川小、西田沢小、油川中）、むつ市

（関根小、関根中）、八戸市（湊小、青潮小、

湊中）、つがる市、大鰐町、横浜町、大間町の

小・中学校 

 2005 年 2 月 24 日第 3 回ガバナー会議におい

て、文部科学省初等中等教育局計画のキャリア

教育の展開に協力、支援することになり、その

ため、各地区内の派遣講師、職場体験事業所の

数を調査し、その結果を文部科学省に報告した

ということです。 

 5 月 25 日研究指定校の油川中学校を訪問し、

校長先生とお会いしてまいりました。ロータリ

ーの職場体験協力事業所一覧を今後利用させ

ていただくということでした。 

 以上のことから「職場訪問、職場体験協力事

業所一覧」は必ずキャリア教育のお役に立つも

のと考えます。登録事業所の充実のためさらに

各クラブに登録をお願いしてまいります。 

 また 可能であれば、ガバナー会青少年育成

委員長・前川昭一様（東京 RC）に 9 月・10 月・

11 月のいずれかに講演をお願いする予定です。 

 

 

青少年交換委員会 
 

委員長  

小山内 幹浩(大鰐 R.C) 

 

本年度の交換学生は派遣学生４名以上６名

以下を予定し、確定地区は西・東オーストラリ

ア（9460・9680 地区）、合衆国またはカナダ

（5580・ESSEX 東部多合同地区）となっており

ます。来訪学生も同地区から 8月にカナダより

2名（5580 地区 Ontario より Ko Oyakawa 君・

弘前 RC 受入れ、ESSEX 内の 7790 地区 Quebec よ

り Caroline Major さん・弘前西 RC 受入れ）、

2005 年 1 月に来訪した青森 RC ホストの Eleni 

Psaltis さん、八戸北 RC ホストの Natasha 

Reynolds さんに代わり 2006 年 1 月にはオース

トラリア 2名が来訪されます。帰国学生は、横

町みなみさん（聖ウルスラ高校・八戸北 RC ス

ポンサー 9460 地区派遣）、藤田 茜さん（弘

前中央高校・弘前 RC 9680）、洞内みな子さん

（八戸高校・八戸南 RC ESSEX）、川村 望さん

（三本木農業高校・十和田東RC 5580）の4名、

派遣学生は石川奈央さん（弘前南高校・弘前 RC

スポンサー）金 弥里さん（明の星高校・青森

RC）篠崎 恵さん（弘前高校・弘前西 RC）野村

亜矢さん（ウルスラ高校・八戸北 RC）が決定し

ています。 

2006-2007 年の派遣学生の募集はすでに各ク

ラブに配布したとおりで、9月 10 日の選考試験

で派遣候補学生が決定されます。どしどし応募

してください。1 年間の準備期間を経ての派遣

となるため、募集年齢は中学 3年から高校 2年

までということになります。 意欲のある健全

な若者が一人でも多くこのプログラムに参加

し、その経験を生かして、すばらしい国際人と

して育ってもらいたい―――この一念です。 

青少年交換委員会の活動は来訪学生、派遣候

補学生を中心に展開されます。年 6回のオリエ

ンテーション組み込まれるクリスマスパーテ

ィー、ウインターキャンプ、スプリングツアー、

修了式などが予定し、その他、クラブ・スクー

ルカウンセラー会議、全国青少年交換委員長会

議、全国会議など年間活動計画は盛りだくさん

となっております。 

近年の当地区の青少年交換プログラムへの

積極的な参加は少々稀薄になっているように

思います。現在の派遣 4名、来訪 4名を各分区

に一人、つまりあと 2人づつぐらいは増やした

いところです。また、大きな問題はホストファ

ミリーの確保ができない、募集が閉鎖的、学生

の質の向上が望まれる、などです。そこで理想

を言えば、受入れクラブを連番性にして各高校

から広く募集する公平なかたちが優秀な派遣

学生を輩出させ、これによって来訪学生の質の

向上につながるというしくみを形作りたいと

ころです。このプログラムの新規一転の必要性

を切に感じます。 
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笹森 剛ガバナーはじめ、各ロータリアンの

皆様のご理解、ご協力のほど何卒よろしく御願

い致します。 

 

 

ローテックス委員会 
 

 

村中 一文(むつ R.C) 

 

 次期ローテックス委員長を仰せつかりまし

たが、まだローテックス委員の仕事の詳細につ

いて十分に把握しておりませんので、まずはそ

の勉強から始めたいと思っております。 

ローテックスの一人一人が青少年交換プロ

グラムを通じて経験し、学んだことをどのよう

に生かしていくかということは基本的に大事

なことですが、現役の来訪学生、派遣学生のサ

ポートを行うこともそれ以上に重要な役割で

す。そのローテックスのメンバーが十分に力を

発揮できるように補佐をするのが、委員および

委員長の役割であると考えます。青少年交換委

員会とも密接に連携を取りながら、活動してい

きたいと考えております。 

ローテックスの活動そのものではないので

すが、次期ガバナーや事務局にお願いしたいこ

とがあります。それは、交換学生やローテック

スを、ロータリーの行事に招いた時の会場の禁

煙です。交換学生は当然未成年であり、参加し

てくれるローテックスの殆どは未婚の女性で

す。健康増進法が施行され、受動喫煙の防止が

求められている今、ロータリアンは率先してこ

れに取り組むべきと考えます。昨年の地区大会

の懇親会場を、何とか禁煙もしくは分煙にして

頂けないか、青少年委員としてガバナーにお願

いしたのですが、残念ながら実現しませんでし

た。今年は、完全禁煙が無理であれば、せめて

子供達の座るテーブル周囲の一定区画だけで

も、禁煙にして頂きたいと思います。 

対外的に「美し うるわし 青森県」の運動

をすすめながら、内部で次世代を担う若者に有

害な煙を吸わせるようなことは是非やめて頂

きたいと考えます。 

 

 

 

インターアクト委員会 
 

委員長 

田中 常浩(むつ R.C) 

 

何分初めての地区委員長ですので、皆様方の

ご指導御協力を切にお願い致します。 

インターアクトクラブは、年間３つの大きな行

事がございますので、始めにそれらの行事を紹

介致します。 

◆インターアクト指導者講習会 

期 日 ７月１６日～１７日 

場 所 下北少年自然の家（むつ市大畑町） 

ホスト校  田名部高校 

提唱クラブ むつロータリークラブ・ 

むつ中央ロータリークラブ 

◆インターアクト年次大会 

期 日 ８月２７日～２８日 

場 所 つがる地球村（つがる市森田町） 

ホスト校  木造高校 

提唱クラブ 木造ロータリークラブ 

◆インターアクトの翼 

期 日 ２００６年１月５日～８日 

場 所 台湾 

◆青少年指導者養成プログラムへの積極的な

参加 

 以上の行事を、今年度地区としては実施した

いと考えております。そして、地区内 20 のク

ラブがそれぞれの活動を理解しながら、良い所

は積極的に真似し、個々のクラブのより一層の

発展につながればと思っております。 

 インターアクトクラブと提唱クラブは奉仕

のパートナーであり、共同奉仕活動をしなけれ

ばなりません。目的の一つに、学校や地域社会

に奉仕する事、もう一つは世界平和と国際理解

を増進する事です。この二つの大きなプロジェ

クトを実践すべく、各クラブは日々努力してお

りますが、学業や部活動との両立の難しさを感

じている学校もあると思います。 

提唱クラブは是非、月一度インターアクトク

ラブの例会に参加し、指導やお手伝いをしても

らえれば、アクター達の励みにもなると思いま

すので宜しくお願い致します。 

 最後に、インターアクトの翼を実施するにあた
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り、チャーター機を予定しておりますが、ロータ

リアンが40名～50名参加しなければ実現しませ

ん。何かとご多忙の時期とは存じ上げますが、一

人でも多くの方々の参加をお願い致します。 

 

ライラ委員会 
 

委員長  

高村 和雄(十和田東 R.C)  

 

 ロータリー青少年指導者養成プログラム

(RYLA：Rotary Youth Leadership Awards)とは、

地区内の青少年とロータリアンが同時に参加

する地区プロジェクトであり、これからの将来

を担う若者たちの指導力、および善良な市民と

しての資質を伸ばすことを目的としています。 

 それにはロータリアンが青少年へ身をもっ

て示すことであり、青少年を将来の指導者とし

て養成することだと思います。 

 今年度第 12 回 RYLA は、10 月に、１泊２日の

日程で、下田町カワヨグリーンロッジにおいて

実施したいと予定しております。 

 緑の芝生の上でペタンクなどのゲームを楽

しみ、さらに若い頃の貴重な体験談を、パスト

ガバナーに講話して頂き、さらに来訪留学生に

日本語によるスピーチをしてもらいます。そし

て、自分達で夕食を作り、手作りの晩ご飯とし

たいと考えています。ワイワイ手作りをしても

らって、あたかも合宿のような宿泊研修を考え

ています。  

 RYLA 委員長になったのは初めてですから、

RYLA ホストクラブをお願いした百石下田 RC の

皆様や、ガバナー、パストガバナーの皆様に教

えを請いながら、これから細部を詰めて参りた

いと考えています。皆様方のご指導ご協力をよ

ろしくお願い致します。 

 

 

ロータリー財団委員会 
 

委員長 

珍田  眞(青森北東 R.C) 

 

2005-06 年度、地区の財団委員長を務めさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

ロータリー財団管理委員会は、すべてのロー

タリアンに財団への年次寄付を行うよう奨励

いたしました。財団史上初であり、世界各地の

ロータリークラブは 2004 年 7 月 1 日をもって

開始の準備にあたり、2004-05 年度に年次プロ

グラム基金の目標を設定するように要請され

ました。 

推進活動の目標は、毎年一人あたり寄付 100

ドルであり、2001 年規定新議会において全会一

致で推奨されました。米国イリノイ州のシカゴ

において催された2004年規定審議会において、

「毎年あなたも 100 ドルを」再確認する決議が

採択され、計画を推進します。 

 １人あたり 100ドルの寄付目標を達成するこ

とによって、財団は、クラブや地区が特定した

人道的および教育的プログラムに対するニー

ズに応えることができるようになります。 

“一年の計は元旦にあり”と申しますが、ロー

タリー年度の元旦は７月 1日であります。この

次期に活動の基準を合わせて頂くよう、皆様に

は今から心の準備をお願いしたいと思ってお

ります。 

 さて、ロータリー財団の使命とは、地域レベ

ル・全国レベル。国際レベルの人道的・教育的・

分化交流プログラムを通じてロータリーの綱

領と使命を遂行し、世界理解と平和を達成しよ

うとする国際ロータリーの努力を支援するこ

とであります。1917 年、アーチ･クランフ RI 会

長のアイディアからうまれ『世界で良いことを

しようよ』という明確な目的をもってロータリ

ーファンドを提唱・設立致しました。 

 その財団のプログラムは、『渇きには水』を、

『空腹には食糧』を『病気には薬』を『ホーム

レスには簡易住宅』を、そして、他国の教育期

間で勉学させることによる国際理解と有効関

係の増進による奨学金制度など、世界の多くの

人々を感動させて参りました。今また、平和及

び国際紛争解決の分野でロータリー世界平和

奨学生を育成し、人類へ平和の奉仕をしている

ところであります。 

 また今日まで、財団最大の業績はポリオ・プ

ラスであると存じます。ポリオの症例は 1998

年以来、99%は無くなりましたが､最後の１％が

私達ロータリアンにとっての最大の挑戦であ

ります。これらの資金はロータリアンの寄付に
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よって賄われます。年次寄付の目標は１人年間

100 ドルであります。今年度の RI のテーマであ

る「超我の奉仕」に基づき、各クラブに合った

方法で、ぜひ奉仕をしていただきたいと思いま

す。 

 各クラブの会長・幹事、そしてロータリアン

の皆様に年次寄付をいま一度お願い申し上げ

挨拶とさせていただきます。 

 

 

ロータリー財団委員会 
補助金小委員会 
 

地区補助金を 

もっと活用しましょう！ 

 

委員長 

関場 慶博(弘前 R.C) 

 

 2000年2月のロータリー財団管理委員会にお

いて、ロータリー財団の使命が改正され、「ロ

ータリー財団の使命は、地域レベル、全国レベ

ル、国際レベルの人道的、教育的、文化交流プ

ログラムを通じて、ロータリーの綱領とロータ

リーの使命を遂行し、かつ世界理解と平和を達

成しようとする国際ロータリーの努力を支援

すること」となりました。 

そして、2000 年 4 月、3年間の試験的プログ

ラムとして CAP（Community Assistance Program）

が誕生しました。国内または地区内の社会奉仕

プロジェクトにロータリー財団が補助金を出

すという、これまでにはない画期的なものでし

た。この CAP は、日本のみならず世界の多くの

地区でたいへん好評に迎え入れられ、そのため

2003 年から地区補助金という本プログラムと

してスタートしました。 

 このように世界的に人気がある地区補助金

プログラムですが、わが地区では逆に申し込み

が少ないのです。その原因は、各クラブが地区

補助金プログラムを良く知らないためだと思

われます。そこで当小委員会としては、地区補

助金の意義を各クラブへ十分にお伝えし、次年

度は地区補助金の申請クラブが多すぎて困る、

という状況を生み出したいと思っております。 

各クラブから上がってきた申請書をよく吟

味し、地区補助金の意義に合致しているかを検

討して、地区補助金を適正に配分するのが当小

委員会の役目です。 

 地区補助金について今後、地区ホームページ

を通して各クラブへ情報をお伝えしていきま

すので、各クラブにおかれましては、最低月一

回は地区ホームページをチェックしてくださ

るようにお願いいたします。 

 

 

ロータリー財団奨学生 
・GSE・学友委員会 
 

委員長 

安田 弘美(板柳 R.C) 

 

 2005～2006 年度委員長の打診を受け、ロータ

リー歴の浅い私にその責務が果たせるか不安

のうちにお受けする事になってしまいました。

2830 地区各ロータリークラブ始め、各委員会の

ご協力をお願いする次第でございます。 

 当委員会は、多くの優秀な若者に外国での勉

強や生活をすることと共に、友好親善大使や国

際的感覚を身につけるチャンスを与え、それが

国際人として、国内はもとより、世界的な奉仕

の精神を身につけるプロセスとしても、大事な

役目を荷なっております。 

奨学生に対するオリエンテーションの開催

や、留学を希望する奨学生を一人でも多く選考

できるためにも、ロータリー財団部門の中に位

置する当委員会として、やはり R財団への確実

なご寄付を、各ロータリークラブはじめロータ

リアンの皆様にご協力をお願いしながら、私の

抱負に代えさせていただきます。宜しくお願い

いたします。 
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第 96 回国際ロータリー年次大会報告 

－ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ Chief Sergeant-at-Arms 大会副ＳＡＡ委員長 として参加して － 

  

パストガバナー 関 場 慶 博（弘前 R.C） 

 

 ロータリー100 周年を記念する国際大会が、6 月 19 日より 22 日まで、シカゴのマコーミックセ

ンターで行われました。全世界 161 の国と地域から、41,849 名の参

加者がありました。私は、大会の副ＳＡＡ委員長に任命されました

ので、妻と共に 6月 16 日に成田を発ちシカゴへと向いました。とに

かく広い会場でしたが、19 日の開会式ではその広い会場が狭く感じ

られるほどのロータリアンで埋め尽くされました。 

 大会初日は、開会式が 3回に分けて行われました。国旗入場では、

日の丸が登場するとやはり胸が熱くなりました。グレン・エステス・

シニアＲＩ会長の挨拶のあと、アナン国連事務局長とジョージ・ブッシュ大統領のビデオメッセー

ジがありました。 

 大会 2日目の目玉は、何と言

の名誉会員でもあるターナーは、ロータリーが行って

き

ってもあのテッド・ターナーの基調講演でした。私はＳＡＡの役目が

ら、朝から晩までほとんど会場入り口付近に立っての会場の案内係

でしたので、本会議へ入る時間が無かったのですが、このテッド・

ターナーの基調講演だけはどうしても聞きたく、同僚に代わりをお

願いして本会議場へもぐりこんで聞きました。 

ロータリー

た奉仕活動、とりわけポリオ･プラス・プログラムを 「人類に勝

利をもたらすものだ」と賞賛し、また、最近の大企業のスキャンダ

ルにも触れ、世界の企業人はロータリーの高い職業倫理を学ぶべきであり、自らも学んでいる、と

語りました。 

 大会 3日目は、やはり昨日と同様に少しの時間だけ本会議場に潜り込んで、大統領特別顧問であ

るエリック・モトリー博士の「優美と報恩の冒険」と題しての講

演を一部聞くことができました。まだ 40 歳くらいにしか見えない

若い方でした。「小さい頃から祖父にこういわれて育ってきました。

おまえは黒人だから差別を受けるであろう。だから絶えず微笑ん

でいなさい。そして教育が一番大事だから何としても最高の教育

を受けなさい」そして、彼はロータリーから奨学金を得て、大学・

大学院へと進みました。「ロータリーは私に未来を与えてくれたの

です」スピーチが終わったとき、皆が立ち上がって拍手をおくり、

しばらく鳴り止む事はありませんでした。 

 大会最終日には、2004 年ノーベル平和賞受賞者ワンガリ・マータイ教授の話を聞きたかったので

すが、なんと予定の時間よりも早く進行して、本会議場に行ったときにはすでに講演は終わってい

ました。残念！ 

 そして大会の最後のイベントである閉会式を迎えました。閉会式は毎年のことですが、なんとい

っても感動的です。最後の蛍の光の全員が立ち上がっての合唱のときには、涙がこぼれます。ロー

タリーをやっていて良かった、と思える瞬間です。1 年後の再会を約束して、それぞれが帰途へつ

きました。私たちＳＡＡが出口でお見送りをしましたが、「ＳＡＡありがとう」「貴方たちのおかげで

良い大会だったよ」「ハードワークご苦労様」と口々にお礼をいって手を振ってくれました。また

また目頭が熱くなりました。 
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 シカゴ 100 周年記念大会が終わりました。ロータリーは、奉仕の 2 世紀目と入っていきました。

ロータリーがこれからも国際理解と世界平和へ向って歩む、その速度を速めることに躊躇してはな

りません。何故なら、テロが世界に横行している今こそ、宗教・人種・文化に多様性を持っている

ロータリーだからこそ出来ることがあるからです。 

そのためには、ロータリアン同士がお互いの友愛を深め、真に心の友となることが最も大切なこ

とだと信じます。だからこそ、国際大会に皆で参加しようではありませんか。来年は、ロータリー

史上初めてデンマークとスウェーデンの 2 ヶ国が共催する国際大会です。美しいコペンハーゲン、

素晴らしいマルメで来年はお会いしましょう！ 

 

（２１４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（貸出可）

など、1万 9 千余点を収集・整備し、皆様のご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サービスも承りま

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。 

 

ロータリー創立 100 周年に寄せて 
◎「巡礼―ロータリー百年」 佐藤千壽  D.2670・D.2620  2005  63p   

［申込先：ロータリー文庫（コピー）］

◎「ロータリーの新しい流れ－基本に戻ろう」 板橋敏雄（D.2710 地区大会基調講演） 

  2005  9p                    ［申込先：ロータリー文庫（コピー）］

◎「ロータリー100 周年に寄せて」 天野 肇 （D.2690 地区大会基調講演）  2005  11p 

［申込先：ロータリー文庫（コピー）］

◎「ロータリー100 年の歴史に学ぶ」 佐藤千壽（コーディネーター） （D.2580 地区大会シ

ンポジウム）  2005  17p             ［申込先：ロータリー文庫（コピー）］

◎「100 年後の青少年に向けて－新世代について考える」 古木圭介（コーディネーター）

（D.2730 地区大会シンポジウム）  2005  7p     ［申込先：ロータリー文庫（コピー）］

◎『「温故創新」ロータリーの心を尋ねて』 松岡通夫   （D.2680 月信）   2005  5p  

［申込先：ロータリー文庫（コピー）］

◎「RI  100 年の意義」 黒田正宏 （D.2830 IM 記念講演）  2005  4p   

［申込先：ロータリー文庫（コピー）］

◎「101 年目からのロータリーを考える」 中島治一郎（コーディネーター） （D.2640 地区

大会パネルディスカッション）  2004  19p     ［申込先：ロータリー文庫（コピー）］

◎「ロータリーの森を歩く」 佐古亮尊 大村北 R.C.   2005  345p   

［申込先：長崎新聞社出版部 TEL(095)844-5469］

 

ロータリー文庫 
 

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 abc 会館 7F 

TEL(03)3433-6456 FAX(03)3459-7506 http://www.rotary-bunko.gr.jp 

会館＝午前 10 時～午後 5時  休館＝土・日・祝祭日 
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No.2 

米 山 だ よ り（「ハイライトよねやま」より） 

１．2004-2005 年度 寄付金結果発表 ～１年間

ありがとうございました！  

2004 -2005 年度の寄付金は約 14億４千万円。

前年度と比べ 3.9％減、約５千８百万円の減少

となりました。普通寄付金が 1.7％減、特別寄

付金が 4.8％ 減です。15 億円の目標は到達で

きませんでしたが、依然として厳しい経済情勢

である上に会員数も減少するなか、寄付増進に

ご尽力賜りまして、深く御礼申し 上げます。 

 今年度も引き続きご支援ご協力の程、よろし

くお願い申し上げます。 

２．2004 年度第 2回理事会・評議員会開催報告  

6 月 30 日、東京・新高輪プリンスホテルで理

事会・評議員会が開催され、全国から 33 名の

理事・監事と 61 名の評議員、4名の陪席者が出

席しました。 

 今回の理事会・評議員会は、いわば“制度改

革会議”というべきもので、2 年の歳月をかけ

て協議を重ねてきた米山奨学事業制度改編の

骨子が決定されました。 

2006 学年度（4月～3月）からの新奨学金制度 

ロータリー米山奨学金一覧 月 額 期間 募集システム 人数 

1.学部課程（ＹＵ） 10 万円 最長 2年 指定校・学校推薦制度 798 名枠

2.修士課程（ＹＭ） 14 万円    

3.博士課程（ＹＤ） 14 万円    

4.地区奨励 7 万円 1年   

5.2006 学年度（4月～3月）からの 

新奨学金制度 
14 万円 6カ月か 1年 世話クラブ推薦  

6.海外学友会推薦 14 万円 1年 海外学友会推薦 2 名 

7.現地採用 7 万円 博士課程 3年 指定校・学校推薦制度 来期2名

 

新奨学金制度の決定（下表参照） 

優秀だが自費では留学できない学生を海外

から招聘する、米山奨学金の原点に帰った奨学

金（下表 7）や、短大・高専・専修学校在籍留

学生を採用できる地域密着の奨学金（下表 4）

といった新プログラムが決定。 

 そのほか、現役奨学生の奨学期間延長の審

査・選考が地区選考委員会に任されるようにな

ったり、他地区の大学や学校から留学生を採用

できたりするなど、地区が自由に裁量できる範

囲が増えました。 

 新制度は、2006 年 4 月採用者（2005 年 10 月

応募締切）から適用されます。  

2006 学年度採用数 800 名 

2006 学年度奨学生採用は、奨学資金特別積立金

の取り崩しを行わないことを基本方針とし、寄

付金収入に見合った数として800名採用が決定

しました。

★2005年7月下旬に新制度概要冊子 『新生！

ロータリー米山奨学事業（仮称）』を地区役

員・委員およびロータリークラブあてに 1部

ずつ送付いたします。ご活用ください。追加

ご希望は米山奨学会までお知らせください。 

３．『米山学友の群像』が発行されました！ 

『米山学友の群像』が

6 月末に発行されました。

巣立った米山奨学生た

ちが、現在どのような活

躍をしているのか、ロー

タリーで体験したこと

が、その後の人生にどの

ような影響を与えたの

か……。学友の“軌跡”

を集約しました。 

日本のロータリーが、米山奨学事業を通じて

追究する国際奉仕の本質と成果を実感できる

一冊として、地区における研修や米山奨学事業

の理解促進にお役立てください。 

 本冊子は 7月初旬に全クラブへ 1冊ずつ送付

しておりますが、ご希望があれば米山事務局ま

でご連絡ください。（TEL：03-3434-8681） 
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