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第100回国際ロータリー年次大会
（英国バーミンガム）

プログラム
　記念すべき第100回目の国際ロータリー年
次大会が、イングランドの第２の都市で、産
業革命の起こった工業都市バーミンガムで開
催されました。
　公式プログラムは2009年６月17日からス
タートしておりましたが、本会議は６月21日
～ 24日。李東建氏の RI 会長として最後の大
舞台を、母国の韓国と地元イングランドの著
名なアーティストの演奏演技で親睦友好ムー
ドを盛り上げ、2008-09年度の RI 奉仕活動
の集大成に繋げました。尚、このバーミンガ
ム国際大会委員長は日本の田中作次パストガ
バナーでした。
　本会議のほか、ロータリー財団、水・衛生、
識字、ポリオ、アフリカ支援等々の分科会や
研究会が46も本会議場以外の会場で開催され
ました。
　また、親睦・友好・コンサート・ショッピ
ング等の各国・クラブのブースが無数に出展
されている「友愛の家」も多国籍・多民族・
多言語のゴッタマゼ交流に大規模且つこまめ
に貢献しておりました。
　　
講演者
　潘基文（パン・ギムン）国連事務総長、米
国女優でユニセフ親善大使のミア・ファロー、
野生動物研究保護者（ゴリラ研究）で国連平
和大使のジェーン・グドール博士等の高名な
奉仕活動家による、印象深く且つ感動的な講

バーミンガム国際大会と
洒落たいなか

国際ロータリー第₂₈₃₀地区

ガバナー　村　井　　　達

演が行われました。
　内容については、紙面制約上、「ロータリー
の友」にお楽しみを委ねます。

国際ロータリー会長・理事
　次年度RI会長はスコットランドのジョン・
ケニー氏ですが、この大会で2010-11年度 RI
会長（この時点での RI 会長ノミニー）の選
任が行われ、米国のレイ・クリンギンスミス
氏に決定しました。
　また日本から選出されている RI 理事も、
2590地区パスト・ガバナー小沢一彦氏から当
地区パスト・ガバナー黒田正宏氏（八戸南
RC）に引き継がれました。

ホスピタリティー
　公式プログラムでのお楽しみ行事として
は、中世探訪（中世の城　ワーウィック城）、
地元の歓迎行事としてバーミンガム・ダウン
タウンでのバレー・コンサート・バラエティー
ショー、そして対象者別の日本人朝食会、理
事・ガバナーエレクト昼食会、会長主催昼食
会、ポールハリス朝食会等々。

イギリス？
　ところで「イギリス」という国は日本人が
創った名称なのだそうで、国際的な場で表現
する場合は、「UK」または「ユナイテッド・
キングダム」（連合王国：正式には United 
Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland）と称した方が適切であると実感し
ました。
　また、Great Britain は、イングランド、
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スコットランド、ウェールズの３カ国から成
り立っております。サッカーやラグビーでは
お馴染みの通りです。
　ちなみに、エリザベス女王の正式称号は　
Her Majesty The Queen of United Kingdom 
of Great Britain, Northern Ireland and 
British Commonwealth。舌を噛みました。

大会への登録者（非公式数値）
　登録者数は、当初20,000人超が予定されて
いましたが、新型インフルエンザの影響、昨
今の経済状況、及び英国（UK）入国ビザ発
給遅れ問題も絡んで、約5,000人減の16,375名。
　RI 国際大会としては比較的小規模（2004
年大阪大会は43,381名）。
　　国別では　１位　米国 3,705名
　　　　　　　２位　英国（UK）  2,234名
　　　　　　　３位　日本 1,587名
　　　　　　　４位　インド 704名
　　　　　　　５位　カナダ 507名
　　　　　　　６位　ナイジュリア 485名
　　その他　　８位　韓国 402名
　　　　　　　９位　台湾 349名
　　英国内訳　イングランド 945名
　　　　　　　スコットランド 213名
　　　　　　　ウェールズ 57名
　　　　　　　北アイルランド 19名
　　2830地区（青森県） 20名

非公式プラン
　研究会から小旅行に至るまで、これも無数
に組まれておりました。
　内緒……にしておきたいものは殆どありま
せんので、次に記します。

バーミンガム近郊の
「洒落たいなか」

コッツウォルズ　Cotswolds
　バーミンガムとロンドンの中間、イングラ
ンド中央部に位置する南北約160㎞にわたる
丘陵農作牧畜地帯。道路も狭く、曲がりく
ねって、遠くまで見渡せるのにバスの運転手
も迷ってしまう本当に「じゃいご」。愛すべ
き瀟洒な町や村が、16 ～ 17世紀のまま時間
が止まった様な、古き英国のたたずまいのま
ま、楽しく散在している。微笑ましくなるよ
うな「洒落たいなか」なのであります。
　尚、ノーベル賞受賞者はじめ多くの著名人
を輩出している英国最古の大学のあるオック
スフォードもこの近くに位置しており、アカ
デミックな荘厳さも併せ持っております。

ストラトフォード・アポン・エイヴォン
Stratford-upon-Avon

　ご存知、ウィリアム・シェイクスピアの生
家のある、エイヴォﾝ川（小さな川である）
を街なかに取り込んだ、テューダー様式の木
造の家並みが残る小さな素敵な町です。近く
の村には夫人 アン・ハザウェイの茅葺屋根
の生家がこれまた素敵に佇んでいるのであり
ます。
　大劇作家・芸術家を育んだ、なんともハイ
センスな薫りのする「洒落たいなか」の典型
なのであります。ここには世界的な芸術家や
作家、オペラ歌手等が居住したり、足しげく
訪問したりしている様子が覗えます。

愛と英知で、洒落たいなかの創造を！
　小生の地区運営方針が持つ意味を、小生自
らが、たくまずしてバーミンガムの地で視聴
覚的に実感できたと思っております。ロータ
リーが人に与える何かを、また経験できたと
いうことは、100年の歴史を創っている年次
国際大会に参加できた大きなメリットであっ
たと、感謝している次第です。
　温故知新（小生の愚息は「温故創新」とい
う言葉を是としております）の素晴らしさを
体験できたことに乾杯！
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地区ロータリー米山記念奨学会フォーラム

日　時:2009年7月20日㈪　13:00～16:00
場　所:青森市文化会館　中会議室
参加者:ガバナー、米山担当理事、米山記念奨学会選考副委員長、ガバナー

補佐、指定校指導教官、カウンセラー、奨学生、米山学友、ガバナー
ノミニー、米山委員会　24名 ╱ 18クラブ　32名 ╱ 計　56名

米山記念奨学委員会

委員長　松　本　康　子

　最初に村井達ガバナーより挨拶があり、続
いて㈶米山記念奨学会理事の鐘ヶ江義光パス
トガバナーが米山記念奨学事業について米山
梅吉氏の遺徳をしのび偉業を年代順に解説さ
れました。
　これからのロータリーと米山記念奨学会に
ついては㈶米山記念奨学会選考副委員長の関
場慶博パストガバナーより、先ずは国際ロー
タリーのテーマにかけて「米山奨学事業は今
日お集りの方々の手の中に」との第一声でした。
　ロータリアンと奨学生による意見交換では
関場パストガバナーの司会進行で行われまし
た。出席クラブからは寄付金の事がでました。

米山への寄付金の集め方の様式は、年会費に
組み込む、各自の意志での寄付、特別寄付金
と様々のようですが、先ずは理解度を深める
事が第一と認識してもらえました。
　指定校の大学指導者の方々からは、経済支
援はありがたく交流の役割の大事さを知りま
した。卒業後の就職もよろしくお願いしたい
とも言われました。
　最後にガバナーの講評として「洒落たいな
か」には米山事業が地区内の交流・親睦の土
台になる唯一のものであるとされ、米山の
フォーラム参加の皆様に労をねぎらうお言葉
をいただき閉会致しました。

　コーディネーターを務める関場PGの質問に答える
アイン・ティさん

昨年度の米山奨学生の「陶　念蘊」さん
今日は、学友としてお手伝いに来ていました

2Report 
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文庫通信文庫通信

263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、２万余点を収集・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。また、一部資料はホームページ
で PDF もご利用いただけます。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。

ガバナー月信より
◎「ロータリーの綱領について」 豊田　章二［2009／２p（D.2670）］　　

◎「『奉仕の理想』に関する一考察」 岩渕　　均［2009／３p（D.2770）］　　

◎「なぜ決議23－34が重要なのか」 山崎　淳一［2009／２p（D.2830）］　　

◎「ゴール無きロータリーの行方（年表的考察）」
 諏訪　昭登［2009／４p（D.2710）］　　

◎「日本における正三の“職業倫理観”とロータリーの“職業奉仕”」
 綱木　保利［2009／２p（D.2510）］　　

◎「ロータリアンの誇りと自覚（責任）」 伊藤　政一［2009／２p（D.2800）］　　

◎「DLP（District Leadership Plan）に関して」
 服部　芳樹［2009／２p（D.2630）］　　

［上記申込先:ロータリー文庫（コピー／ PDF）］

〒 105⊖0011 東京都港区芝公園 2⊖6⊖15 黒龍芝公園ビル 3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

ロータリー文庫ロータリー文庫ロータリー文庫問い合わせ
申し込み先

お
せら知 2009年8月のロータリーレートは､

1ドル94円です。
ＲＩウェブサイト上で毎月のロータリー
為替レートを確認できます。

ロータリーレート
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2009 年 7 月 13 日発行 [月刊] 
（財）ロータリー米山記念奨学会 

2008-09 年度の寄付金は約 14 億 9,400 万円でした。第 2760 地区の

坂本精志氏（名古屋名東ＲＣ）からの 1 億円のご寄付などにより、

前年度と比べて 2.91％増（普通寄付金 1.06％減、特別寄付金 4.57％

増）、約 4,200 万円のプラスとなりました。ロータリアン皆様のご努

力により予算を達成することができましたことを、心より厚く御礼

申し上げます。 

世界的な不況の中、会員一人当たりの平均寄付額が昨年度実績よ

り増加した地区は 15 地区でした。特に、2760・2520・2790・2680・2580・2540 の 6 地区は 1,000

円以上プラスとなっています。また、上位 6 地区は昨年と同様、2 万円以上のご寄付をいただきま

した。新年度も引き続きご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

渋川みどりロータリークラブでは、今年 4 月の創立 15 周年記念事業の一環として、全会員が米

山功労者となる目標を 2 年前に設定。計画は順調に進み、2008 年 12 月に 37 人（現会員 36 人と昨

年 5月に逝去された会員 1人）全員が累計 10 万円以上の米山功労者となりました。 

2007-08 年度クラブ米山委員長としてこの計画を発起した木村幸雄・現クラブ会長は、2 年がか

りの“全員功労者”達成について、「会員みんな

で功労者を目指す中で、米山の意義をあらため

て皆が再確認できたことが大きな成果。結果だ

けでなく過程も大切で、理解を深めるために、

事業について勉強する機会も増えたし、寄付を

積み立てていると実感することで、継続して支

援するという意識も会員に根付いたと思う」と

語ってくれました。 

ロータリアンになったと報告のあった学友数がついに 100 人に達しました。台湾のロータリーク

ラブ入会者が 53 人と最も多く、次いで日本（18 人）、韓国（18 人）、ネパール（3人）、バングラデ

シュ（3人）、インド（2人）、マレーシア（2人）、スリランカ（1人）の順となっています。 

今年 5 月に台湾の新竹東北ＲＣに入会した張家銘さん（台湾／1997-99／浜松西ＲＣ）は、次の

ように報告してくれました。 
 

 

 

 

 

 

 

1 2760 地区 33,447 円

2 2590 地区 28,683 円

3 2770 地区 24,406 円

4 2650 地区 21,415 円

5 2780 地区 21,069 円

6 2820 地区 20,980 円

ロータリアンと過ごした 2 年間は本当にいい思い出になりました。今年は私に

とって米山奨学生ＯＢ10 年目であり、満 40 歳の年です。その記念として 5 月

2 日にロータリークラブに入会しました。例会ではロータリー米山記念奨学会

のことを 40 分ほど紹介しました。皆はすごく興味を持ちました。機会が 

あれば、新竹東北ＲＣの皆を連れて米山梅吉記念館を見学に行きたいです。 

2008-09 年度寄付金結果 ―予算達成ありがとうございました ― � 

クラブの全員が米山功労者に！― 渋川みどりＲＣ（第2840 地区） ―� 

200��09 年������� 地区

ロータリアンになった学友が 100 人に！ � 
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元米山奨学生による学友会は、海外では 1980 年代に台湾と韓国で設立されましたが、長年、学

友数の多い中国での学友会設立が待たれていました。今年 3月、ついに中国学友会が北京で設立さ

れたことは既に「ハイライトよねやま 110 号」、「ロータリーの友」6 月号で報告しておりますが、

実はさかのぼること 2002 年、第 2630 地区中津川ＲＣの支援を受けて上海米山学友会が発足し、同

ＲＣの「友の会」を通して多額の経済的支援を受けながら、さまざまな活動をしていました。 

一方、中国学友の増加に伴い、ネットワークをより強化したいという板橋理事長の考えを踏まえ、

2008 年 12 月に北京にて華北学友会が設立されました。上海・華北の両学友会は、中国全土をカバ

ーする中国学友会を設立する必要があることで合意し、今年 3月の設立大会を迎えました。学友会

の会長は、華北と上海で交互に選出することとなり、初代は華北の姫軍
ジジュン

さん（1995-97／東京臨海

ＲＣ）が就任し、来年は上海の張
ちょう

晋岩
しんがん

さん（1993-95／鈴鹿西ＲＣ）が就任予定です。 

姫 初代会長は、設立大会の席上で、日本のロータリアンならびに上海学友会を支援してきた中

津川ＲＣへ感謝の意を表しました。日中友好に懸ける上海、そして華北学友たちの熱い思いによっ

て設立された学友会が自主的に運営される中で、日本のロータリアンとの連携を強めて行くことを

願っています。（事務局長 坂下博康） 

7 月 2 日、横浜国立大学（横浜市）にて、第 2590 地区（横浜市・

川崎市）の長年にわたる支援への感謝状贈呈式が行われ、鈴木邦雄

学長より同地区米山記念奨学委員長・鈴木憲治氏へ感謝状が手渡さ

れました。 

同地区ではこれまで 691 人の米山奨学生を支援しており、うち 241

人が同大学の留学生です。当日、学内の外国人留学生・研究者の交

流親睦会も兼ねた会場には、留学生のほか、大学教員・職員が約 400

人集まりました。鈴木学長は、「当大学には 67 カ国から 804 人の留

学生がいる。多額多数の支援をしてくれた米山奨学会と国際ロータ

リー第 2590 地区に感謝したい」と、謝辞を述べました。 
 
 

 
活躍する米山学友（元米山奨学生）を招待し、地区内のロータリアンへ活躍ぶりを披露していただ

く「ホーム��ン�制度」。昨年度は 13 地区が本制度を利用し、里帰りした学友たちが地区大会

や学友総会等で現在の活躍を自ら報告することにより、奨学事業の“成果”を広く認識してもらう

ことができました。＜参考記事：『ロータリーの友』6 月号横組み p16-17＞ 

今年度からは、海外在住の学友に限定せず、日本国内の学友も対象となったほか、他地区出身の学

友も招待することができるようになりました。招待にかかる費用は米山記念奨学会から補助されま

す（上限あり）。実施地区からは大変好評です。ぜひご活用ください！ 

詳細は、当会ホームページの案内をご覧ください。http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 

 

 
 
（財)ロータリー米山記念奨学会 
〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 
 黒龍芝公園ビル 3F 

Tel：03-3434-8681 Fax：03-3578-8281 
E-mail：highlight@rotary-yoneyama.or.jp
URL：http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 
編集担当：野津

の づ

・峯
みね

 

                ぜひご活用ください！ 

上海学友会を支えてきた中津川ＲＣ � 

第 2590 地区が横浜国立大学から表彰 � 

ロータリー米山記念奨学会の最新ニュース「ハイライトよねやま」は、当会ホームページにも掲載しています。月信等にご活用ください。

ご希望があれば E メールで配信します。担当者までご相談ください。 HP はこちら→http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 



Governor’s Monthly Letter 9

（2009.6.30現在）

ポールハリスフェロー

マルチプル・ポールハリスフェロー

米 山 功 労 者

大中　謙治さん
青森RC

稲川三津雄さん
三沢RC
1回目

関場　慶博さん
弘前RC
８回目

村上　壽治さん
八戸RC
７回目

髙橋　　將さん
八戸RC

村上　隆三さん
八戸RC
２回目

青野　正宣さん
八戸RC
６回目

村上　隆三さん
八戸RC
４回目

笹垣　正弘さん
八戸RC
２回目

金入　忠清さん
八戸RC
７回目

笹垣　正弘さん
八戸RC
８回目

村上　壽治さん
八戸RC
５回目

峯　正一さん
八戸RC
４回目

寄付状況
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（2009.7.31現在 ）

入会会員　（SP=スポンサー）　

会員動静

福岡　明博さん
09年6月1日入会
SP:小田桐隆夫会員

むつRC

萩　　直之さん
09年6月9日入会

SP:小比類巻雅祥会員

三沢RC

酒井　信幸さん
09年7月13日入会
SP:野呂　潤会員

青森中央RC

杉浦　邦彦さん
09年6月11日入会
SP:蝦名文昭会員

青森RC

武輪　武一さん
09年7月3日入会
SP:鐘ヶ江義光会員

八戸東RC

山口　浩司さん
09年7月7日入会
SP:小田桐隆夫会員

むつRC

大塔　容弘さん
09年7月6日入会
SP:沼山浩幸会員

東北RC

高橋　勢治さん
09年7月3日入会
SP:菅原章夫会員

八戸東RC

泉　　　情さん
09年7月14日入会
SP:吉崎達志会員

むつRC

佐藤　和哉さん
09年7月1日入会

SP:今　俊一、伴博文、
佐藤昌宏会員

平賀・尾上RC

伊藤　　斉さん
09年7月2日入会
SP:三浦　晃会員

八戸南RC

林　　　亨さん
09年6月2日入会
SP:須藤　朗会員

野辺地RC

田中　清一さん
09年7月2日入会
SP:高田眞一会員

七戸RC

川村　和夫さん
09年6月8日入会
SP:田村　清会員

弘前RC

三上美和子さん
09年7月1日入会
SP:西村昭紘会員

弘前東RC

荒瀬　　潔さん
09年7月1日入会
SP:松原弘吉会員

八戸RC
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退会会員

物故会員　謹んでご冥福をお祈りいたします

むつ	 蝦名　一憲	 2009.６.30
むつ	 宮澤　秀雄	 2009.６.30
むつ	 笠原　哲治	 2009.６.30
むつ	 北城　　均	 2009.６.30
野辺地	 熊谷　サチ	 2009.６.30
野辺地	 佐藤　行洋	 2009.６.30
七戸	 盛田　卓次	 2009.６.30
七戸	 蛯名　博幸	 2009.６.30
東北	 米田　守宏	 2009.６.30
むつ中央	 清水　勝利	 2009.６.30
六ヶ所	 市毛　俊行	 2009.６.30
六ヶ所	 山木　淳司	 2009.６.30
六ヶ所	 山本　　昇	 2009.６.30
六ヶ所	 入江　弘光	 2009.６.30
六ヶ所	 増田　　宏	 2009.６.30
三沢	 種市　　薫	 2009.６.30
三沢	 太田　博之	 2009.６.30
十和田	 山形　勝美	 2009.６.30
十和田	 小山内秀喜	 2009.６.30
十和田	 米田　洋次	 2009.６.30
十和田	 四橋　善春	 2009.６.30
おいらせ	 長谷　則光	 2009.６.24
十和田八甲	 馬場　　博	 2009.６.30
十和田八甲	 福島啓三郎	 2009.６.30
五所川原	 山川美夜子	 2009.６.30
五所川原	 下山　保則	 2009.６.30
鯵ヶ沢	 神　　俊樹	 2009.６.30
鶴田	 相馬　　均	 2009.６.30
鶴田	 齋藤　守夫	 2009.６.30
つがる北西	 鳴海　義昭	 2009.６.17
つがる北西	 長利　新一	 2009.６.15
つがる北西	 成田　辰雄	 2009.６.29
弘前	 山内　哲幸	 2009.６.1
弘前	 小坂　　淳	 2009.６.30

弘前	 深津　幸次	 2009.６.30
弘前東	 小宅　弘道	 2009.６.30
弘前東	 一戸　　敏	 2009.６.30
弘前東	 中村信三郎	 2009.６.30
板柳	 根反　勝利	 2009.６.30
黒石	 船水　信行	 2009.６.11
平賀・尾上	 小野　一治	 2009.６.30
青森	 山内　　勉	 2009.６.30
青森	 田代　正昭	 2009.６.30
青森	 高橋　誠治	 2009.６.30
青森	 遠原　秀基	 2009.６.30
青森	 野里　　久	 2009.６.５
青森	 三浦　祐一	 2009.６.30
青森	 井上　　茂	 2009.６.30
青森	 石岡　幸雄	 2009.６.５
青森東	 山谷　清文	 2009.６.30
青森東	 船水　　匡	 2009.６.30
青森北東	 渡辺　誠三	 2009.６.30
青森北東	 薄木　　浩	 2009.６.30
青森北東	 佐々木清美	 2009.６.30
青森中央	 升田　大樹	 2009.６.30
青森モーニング	 白川　幸夫	 2009.６.30
八戸	 毛利　邦彦	 2009.６.30
八戸	 米澤　　浩	 2009.６.30
八戸	 依田　　清	 2009.６.30
八戸	 正部家敏浩	 2009.６.30
八戸	 長谷川孝裕	 2009.６.30
八戸	 中野　　仁	 2009.６.30
八戸	 亀山　　明	 2009.６.30
八戸	 小野寺泰博	 2009.６.30
八戸東	 石川　信一	 2009.６.30
三戸	 角濱真喜子	 2009.６.30
八戸北	 大黒　裕明	 2009.６.30
八戸中央	 木村　保直	 2009.６.30

外崎　英暉さん
青森モーニングRC
09年6月26日ご逝去

葛形　正剛さん
八戸東RC

09年6月25日ご逝去
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2009年8月　行事予定表



Governor’s Monthly Letter 13

2008-2009年度　６月出席報告


