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　昨年秋、過度な米国式拝金競争型経済が、
金融工学崩壊という形で、地球規模の同時大
量失業・企業倒産という恐慌状態を生み出し
てしまった。世界は今、「もの」を「社会財」
として大切にせず、そして「心・倫理」を尊
重しないようになっていたアメリカ型金融資
本主義から、100年に一度の新たな21世紀型
経済・社会の仕組み創造への大転換点に立っ
ていると思われます。
　ガバナー公式訪問も、お陰様で８月末に27
クラブに達します。公式訪問で、殆ど例外な
く、強烈に目の当たりにしたことは、経済恐
慌が、出席率低下、退会という形で、予想以
上に急激かつ深刻に各クラブに影響を与えて
いるということでした。相当数のクラブが、
会員増強への大きな壁に直面しているだけで
なく、存続の危機にさえ曝されております。
　この事に対するロータリーの在り方につき
ましては、後続の月信で触れさせて頂きます
が、９月号では、身近な問題としてのメーク
アップを採り上げたいと思います。
　公式訪問を重ねるうちに、特にメークアッ
プが大幅に減少している実態が明らかになっ
てまいりました。老舗名門クラブでさえ、全
くビジターがいない例会も月半分以上あるよ
うです。このことはすなわち、欠席の補填が
なされておらず、出席率が低下し、会員増強
どころか、退会防止が精一杯になっている、
と言うことに他なりません。
　メークアップ期間が１週間の時代は、それ
なりに緊張感があって、出席意識も高かった
様に思われます。私の所属する八戸クラブで
は、50年前は周辺に青森、弘前、盛岡ぐらい

メークアップは楽しい

国際ロータリー第2830地区

ガバナー　村　井　　　達

しかクラブが無く、会議所会頭クラスの超多
忙な会員でも、昼飯を喰いに（メークアップ
のために）仙台や東京にまで行ったそうです。
私のスポンサーであった福地義男パストガバ
ナーは、私が入会した日、「命懸けで出席し
なさい」とのたまわれたものです。
　出席補填期間が２週間に伸びたのは出席率
向上を意図したのではなかったのかと思いま
すが、逆に切迫感が欠如して、メークアップ
に対する意識が薄らいでしまったと言えない
でしょうか？　
　田舎のクラブでは大都市では馬鹿にされる
のではないか？　と心配される方もいるので
はないかと思います。しかしこれは全く杞憂
なことで、特に遠くからのビジターは大変歓
迎されます。それでこそロータリアンなので
す。
　いずれにしても、私に言わせれば「メーク
アップは楽しんでするものだ」ということで、
メークアップを推奨したいのであります。い
やいやながら他クラブに行くという、過度な
義務感を持つ必要はないのです。

巻頭言
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メークアップは楽しい
　私は、日本国内でのメークアップは、33年
超の無欠席ロータリアン生活の中で何百回と
なくしてきており、また、海外でのメークアッ
プも50回前後になると記憶しております。こ
れらのメークアップで、素晴らしい友人をつ
くり、会社の取引先やお客様開拓にも大いに
役立てることができました。そして楽しみま
した。
　国内でも特筆すべきメークアップも多くあ
りましたが、海外での珍しい経験を挙げてみ
ます。

自動小銃護衛付きゴルフ
グァテマラＲＣ

　八戸商工会議所事業としてグァテマラを訪
問した際、グァテマラ商工会議所会頭がグァ
テマラ最大のロータリークラブの会長で、例
会日ではなかったのですが、メークアップと
しての扱いをして下さり、翌日、八戸出身の
原富士男駐グァテマラ日本大使との自動小銃
の護衛付きのゴルフにつながりました。中南
米各国の国情が安定しておらず、ゴルフコー
スを囲むジャングルにゲリラが出没するとの
事からの自動小銃護衛ゴルフとなったもので
超 VIP 感覚でした。その代り、ジャングル
に飛び込んだボールは現在でもそこにあるか
も？

ロータリー型職業結合・
事業結合の発想源 ボルドーＲＣ

　業務で訪れたフランスのボルドーでは、ボ
ルドー・ロータリークラブでメークアップ。
彼等が例会時間の30分程度前（昼）に、三々
五々集まって来て、ワインを飲みながら他国
での事業に仲間の会員の会社と合弁で取り組
もうと話し合っておりました。何故解った
か？　私がフランス語は駄目だが英語は話せ
ると解ったら、彼等が会話を英語に切り替え
てくれたからなのです。ロータリーでなけれ
ば有り得ない奉仕の一環でありましょう。
　ビジネスマンとしてのアポイントを必要と

しない、週一回のロータリーの例会を活用し
たビジネスであります。このメークアップの
経験が、現在私が提言している「ロータリー
型職業結合・事業結合」の発想源となったと
思います。

「飛んでも」ないメークアップ
アムステルダム

　私の先輩ロータリアン（仙台）が、「オラ
ンダ・アムステルダムで団体旅行中、チョッ
ト抜け出してメークアップに行ったところ、
隣の席にいた同国の某航空会社の会長と意気
投合し、誘われて会長の邸宅でディナーをご
馳走になり、とうとうその邸宅に泊まってし
まい、翌日、会長の計らいで、同航空のファー
ストクラスで（無料で）ストックホルムに
飛んで団体に追いついた」、という、とんで
もないラッキーな経験をしたそうであります。
「ロータリーに感謝々々！」との事でした。

メークアップの勧め　
　上述のように、私自身の経験からしても
メークアップは決して苦しいものではありま
せん。過大な期待はできませんが、ロータリ
アンの他人への思いやり、高邁に表現すれば
「最大利他、すなわち奉仕の理想」を体感で
きる機会であり、またビジターにそうしてさ
し上げるチャンスでもある訳です。
　故に「メークアップは楽しい」のでありま
す。ひいてはそれがクラブの出席率を高め、
会員増強にも役立ち、知り合いと親睦を拡げ、
多様性、高潔性、相互理解、世界平和へ、と
連鎖して行く訳ですからたまりません。
　日常の簡単にできる奉仕活動の一つとして、
また特に若い会員、新会員にお勧め致します。
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1Report 地区ロータリー財団セミナー
日　時:2009年７月㆒㆒日㈯　　　　　　
会　場:青森県観光物産館「アスパム」

地区ロータリー財団委員会
委員長　北　向　幸　吉

　2009年７月11日㈯青森県観光物産館「アス
パム」に於いて地区ロータリー財団セミナー
を開催致しました。
　例年ロータリー財団地域セミナーハンド
ブックを配布し、その内容等についても説明
を加えるのですが、今回は「パイロット地区」
の指定に伴い大幅な変更等もありハンドブッ
クの作成が遅れ、セミナーに間に合わず内容
を一部変更し、吉川健一地区ロータリー財団
委員の司会により、開会されました。
　村井達ガバナーの点鐘で始まり、ガバナー
より地区の方針、そしてロータリー財団の地
区目標 年次寄付100＄、ポリオプラス60＄の
説明とお願いがありました。
　続いて「ロータリー財団の寄付について」、
ロータリー財団地域コーディネーター補佐、
島村吉三久パストガバナーより説明がなされ、
その中で財団への寄付の仕方、認証ポイント
の有効活用、そしてロータリーカードへの加
入について詳しく説明を頂きました。
　当地区は2010 ～ 11年度から「パイロット
地区」として財団の取り組みが始まります。
その「パイロット地区」とは、今までとどう
変わるのか、どんなプログラムになるのか、

このことについて地区ロータリー財団担当相
談役、関場慶博パストガバナーよりプロジェ
クターを用いて詳しく説明を頂き、参加者の
皆様は基本について理解されたと存じます。
　休憩後、2009 ～ 10年度地区補助金を利用
しての事業についての報告書の提出について
地区ロータリー財団委員長が説明をいたし、
その後４グループに分かれて各クラブがロー
タリー財団委員会として取り組んでいること、
どうしたら会員に理解されるか、様々な問題
点等についてディスカッションを行いました。
　各グループの発表では、認証ポイントの有
効活用、ロータリー財団の寄付について使い
道の説明を、クラブ内のロータリー財団委員
長の引き継ぎをしっかりと、年会費より一部
を負担しては、等々多くの意見が出され、有
意義なグループディスカッションであったと
思います。
　最後に村井達ガバナーより講評を頂き、閉
会後点鐘し予定通り終了することが出来まし
た。参加されました28クラブ、56名の方々に
感謝をいたし、今後共ロータリー財団の事業
にご理解とご協力を賜わりますようお願い申
し上げます。
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第1回地区社会奉仕委員会セミナー 及び

友好地区第2760地区交流会
日　時:2009年８月４日㈫
場　所:青森グランドホテル

社会奉仕委員会

委員長　伊　東　　　睦

　先般８月４日㈫に、ねぶたの熱気が溢れる
青森の地に於いて地区社会奉仕委員会主催に
よる第１回の社会奉仕セミナーと、友好地区
第2760地区との交流会が青森グランドホテル
で開催されました。友好地区からは、豊田
ＲＣの斉藤パストガバナーを始め、名古屋栄
ＲＣ、名古屋東ＲＣ、ロータリー財団関係の
方々やご夫人を含め総勢40名の方々が来県さ
れました。当地区第2830地区からは、村井ガ
バナーを始め、当委員会担当相談役の川口パ
ストガバナー、令夫人。大柳パストガバナー、
鐘ヶ江パストガバナー、令夫人。小林パスト
ガバナー、板垣地区幹事長、各ガバナー補佐、
地区内各クラブより多くのロータリアンが、
友好を深める為に総勢約60名にお集まり頂き
全体で100名ほどが集いました。
　冒頭に、村井ガバナーより大歓迎の挨拶が
あり、続いて第2760地区の斉藤パストガバ
ナーより今日の日を皆が楽しみにして参りま
した。あたたかい歓迎をして頂きありがとう
ございます。青森の自然に触れ、歴史に触れ、
文化に触れ、良い思い出を作りたいと思いま
す。とご挨拶を頂き感銘を受けました。バナー
の交換などをしながら、大いに友情を深めま
した。当地区の皆様にもお礼を申し上げます。
　続いて青森県庁へ会場を移しまして、青森
県知事の表敬訪問、セミナーへと移っていき
ました。セミナーでは県の中村環境生活部次
長より、冒頭に歓迎のご挨拶を頂き、続いて
環境政策課の方より、県の地球温暖化に向け
た取り組みと、一般廃棄物の減量・リサイク
ルに向けた取り組みについてお話を頂き、次

に県境不法投棄対策課の方より県境不法投棄
廃棄事案の概要についてのお話を頂き、最後
に自然保護課の方より、世界自然遺産「白神
山地」の概要についてお話を頂きました。な
にしろ第2760地区地区環境保全委員会の鈴木
委員長は白神山地に大変興味をもっておられ
て、セミナーが終わった後も熱心に県庁の担
当の方に質問されていました。当地区も環境
に関する奉仕活動が各クラブとても多く今後
の社会奉仕活動の参考になりました。青森県
の温室効果ガス排出量の現状から、それを減
らす為の取り組みについて具体例を学びまし
た。また、再生可能エネルギー導入促進の取
り組み状況について、全国１位の風力発電や
地中熱利用、太陽エネルギー活用など実に多
くの取り組みを行っていることを学びました。
また、もったいない・あおもり県民運動と称
して、リデュース（ごみの発生を減らすこと）
リュース（ものを繰り返し使うこと）リサイ
クル（ごみを資源として再生利用すること）
この３つを繰り返すリデュース・リュース・
リサイクル（ごみの排出量を減らすのに欠か
せない、３つの行動の総称です！）を実践し
よう！ということで、県内各市町村のごみの
排出量・リサイクル率・最終処分量の現状を
目の当たりにしました。この３Ｒを実践する
為に、県民１人が簡単に取り組める具体的方
法を教えてもらいました。これは、大変参考
になりました。県民一人ひとりがその気に
なって実践することの大切さを教えてもらい
ました。また、自分たちの職場で出来る３Ｒ
の具体的方法まで教えてもらいました。うー
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ん！なっとく！また、取り戻そうふるさとの
豊かなみどりと称して、青森・岩手県境不法
投棄事案に関する取り組み状況についてかな
り、現状回復が進んでいることを知りました。
　最後に、白神山地のお話を頂きました。白
神山地は、青森県と秋田県にまたがっており、
その４分の３が青森県側にあります。白神山
地の地質は、およそ9,000万年前頃に出来た
岩盤が基礎になっている。地形の特徴は深い
谷が入り組んでおり、谷壁が急傾斜をなすた
め、落差の大きな滝も多く、景観にもすぐれ
ている。白神山地の特徴は人為の影響をほと
んど受けていない原生的なブナ天然林が世界
最大級の規模で分布していることにある。高
緯度に係わらず、ツキノワグマ、ニホンザル、

クマゲラ、イヌワシ等をはじめ非常に多くの
動物が生息し、白神山地全体が森林博物館的
景観を呈している。特に世界遺産地域は、最
も良く原生状態が保たれており、その価値は、
地球的に見ても極めて重要であると評価さ
れていることを知りました。このように、今回
のセミナー及び友好地区交流会を通して大変貴
重な勉強をさせて頂きました。ここで学んだこ
とを糧に今後地区の社会奉仕委員会では、第
2760地区の方 と々情報交換をしながら、当地区
の方 と々色々な方面から検討しながら、活動を
進めていきたいと思っておりますので、皆様方
のご理解・ご協力をお願いしたいと思います。
　ロータリーの未来はあなたの手の中にある
のだから。ありがとうございました。
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第₄₄回 インターアクト年次大会
日　　時:2009年８月８日㈯・９日㈰
会　　場:種差少年自然の家
ホスト校:八戸工業大学第二高等学校ＩＡＣ
提唱ＲＣ:八戸ロータリークラブ

地区新世代委員会
インターアクト担当

　成　田　秀　治

　去る８月８日㈯・９日㈰の２日間、好天の
もと「種差少年自然の家」にて、第44回イン
ターアクト年次大会を開催いたしました。八
戸工業大学第二高等学校ＩＡＣをホストクラ
ブとし、提唱ＲＣである八戸ＲＣの全面的な
協力のもと、地区内インターアクトクラブ16
校77名、顧問教師15名、ローターアクター９
名、ロータリアン75名、総勢176名が参加し
て下さいました。
　開会式では、ホスト校を代表して長尾捺美
会長より開式の言葉・点鐘、歓迎の言葉そし
て大島光子校長より、ご来賓の挨拶を頂きま
した。次に村井達ガバナーより前年度年次大
会ホストクラブの弘前学院聖愛中学高等学校
ＩＡＣに感謝状が贈呈され開会式が終了しま
した。
　その後、山崎淳一直前ガバ
ナーによる「未来を担う青少年
のために」と題しての基調講演、
各インターアクトクラブの活動報
告が行われ、盛り上がる熱気の
まま、正部家種康氏（八戸ＲＣ）
による「青森県の民話とその
心」と題しての講演、そしてい
よいよ夕食会です。インターア
クターは同会場での食事、顧問
教諭とロータリアンは、八戸プ
ラザホテルに移動しての食事会
となり、和やかな雰囲気で親睦
が深められました。

　大会２日目、朝食後屋外での集合写真撮影、
そしてインターアクター・顧問教師・ロータ
リアンも一緒になり、とてもユニークな“ビ
ンゴゲーム”と“自然散策”を合体させたレ
クリエーションが行われ、ゴール地点では数
多くの景品が用意されました。その後、八戸
工業大学第二高等学校ＩＡＣ顧問、坂本直之
先生によるマジックパフォーマンス、今大会
の感想発表そして閉会式が行われ楽しい年次
大会を終了することが出来ました。
　最後に、この大会を開催するにあたり、八
戸工業大学第二高等学校ＩＡＣそして八戸Ｒ
Ｃの企画運営につきましては心より感謝申し
上げます。また、多くの皆様より多大なご支
援ご協力を頂き誠にありがとうございました。
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文庫通信文庫通信

264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。

ロータリー情報　ー地区大会の講演からー

◎「永遠の課題・職業倫理」 深川　純一［2009／12ｐ（D.2670)］

◎「永遠の課題・職業倫理」 深川　純一［2009／15ｐ（D.2710)］

◎「職業奉仕の原理と実践」 深川　純一［2009／14ｐ（D.2720)］

◎「ロータリーの原点・基本に返ろう」 廣畑　富雄［2009／２ｐ（D.2530)］

◎「『決議23-34』への熱き思い―終章」 渡辺　好政［2009／９ｐ（D.2580)］

◎「RIの難問の一つは会員増強と会員維持」 渡辺　好政［2009／６ｐ（D.2580)］

◎「『ロータリーとは？』―ロータリアンであることの意義」

 成川　守彦［2009／15ｐ（D.2760)］

［上記申込先:ロータリー文庫（コピー／ PDF）］

〒㆒0⓹⊖00㆒㆒ 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
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2009 年 8 月 13 日発行 [月刊] 
（財）ロータリー米山記念奨学会 

2009-10 年度の最初の月である 7月の寄付金は、約 2億 900 万円でした。前年度に比べて 6.2％

減、約 1,400 万円の減少です。普通寄付金が 3.2％減、特別寄付金が 15.2％減と、特別寄付金が

特に厳しい滑り出しとなりました。この数字は、過去 10 年間では 2004-05 年度に次いで 2 番目

に低い金額です。今年度の予算目標額は前年度と同じ 14 億 5,000 万円ですので、今後、より一

層のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

2010 学年度の指定校が 8 月 10 日、当会ホームページ（ＨＰ）で発表され、いよいよ来年 4 月

採用の新奨学生募集が始まりました。 

地区米山記念奨学委員会からの報告により決定した指定校は、全国で 465 校（前年度 432 校）。

被推薦者数は 1,702 人で、この中から地区の選考を経て新規採用者約 619 人が選ばれます。 

今回の募集より、公平性の

観点から中国・韓国籍の学部

生に応募資格が認められ、多

くの学校で有資格者（米山奨

学金の対象となる留学生）が

増加したことから、今年初め

て指定校となったり、指定校

に復帰したケースが多くみら

れました。また、大学・大学

院以外を対象とする「地区奨

励奨学金」を導入したのは 5

地区 9 校で、昨年度の 7 地区

11 校からやや減少しました。 

指定校に対し、推薦者を選ぶ際の「選考の目安」を提示した地区は 26 地区で、その多くが「国

籍が偏らないこと」（21 地区）、「日本語運用能力」（19 地区）を希望しています。 

募集要項・申込書はＨＰからダウンロードできるほか、8 月 15 日付で当会から指定校へ送付さ

れます。 

“よねやま”を理解するための基本情報がすべて掲載され

ている『豆辞典』を今年も発行します。 

ポケットサイズの小冊子の中に、米山記念奨学事業の特長、

財政、寄付金の使途、表彰制度や米山学友の情報などが網羅

されています。この『豆辞典』は、10 月の米山月間資料と

して、全クラブに会員数分送付します。ぜひ手にとってご覧

ください。 

地区奨励奨学金 

導入（5 地区） 

2550 地区 アジア学院 

2650 地区 敦賀短期大学 

2660 地区 JASSO 大阪日本語教育センター 

大阪ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱｰﾄ専門学校 

大阪ハイテクノロジー専門学校 

2680 地区 神戸 YMCA 学院専門学校 

PHD 協会 

2710 地区 広島 YMCA 国際ビジネス専門学校

福山 YMCA 国際ビジネス専門学校

高専専攻科指定 

（2 年ぶり 3 地区）

2530 地区 福島工業高専専攻科 

2740 地区 佐世保工業高専専攻科 

2800 地区 鶴岡工業高専専攻科 

地区を越えた指定 2570 地区、2580 地区、2750 地区 

寄付金速報 ― 2009-10 年度の予算、14 億 5 千万円を目指して ―� 

奨学生の募集が始まりました！ � 

今年も『豆辞典』を発行します！ � 
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顕著な活躍を遂げる 5 人の学友を紹介する新 DVD「心つないで、世界へ」（15 分）。事業の成果を実

感できる映像資料の決定版です。お申し込みいただければ、クラブ・会員に無料で送付しています。 

【申し込み方法】 

7 月 1 日付でクラブに送付した「申込書」を FAX（FAX：03-3578-8281）するか、広報担当ま

でお電話ください（TEL：03-3434-8681） 

米山記念奨学会のホームページが 8 月 10 日に新しくなりました。大好評の事業紹介ＤＶＤ2 種、

「すばらしい贈り物」（22 分を 3 分割で配信）、「心つないで、世界へ」（15 分）も、動画で視聴

できます。皆さまにとって最も関心の高い、奨学生や学友に関するニュースは更新頻度・情報量と

もに高め、寄付の成果をより実感していただけるよう工夫しています。ぜひご活用ください！ 

ＵＲＬ：http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 

中部名古屋みらいＲＣは、第 2760 地区【愛知県】と第 2630 地区【岐阜県・

三重県】の財団学友や新世代プログラムＯＢなどが中心となって発足した新

しいクラブ。カンボジア出身の米山学友のコン・テイリさん（2000-02 年／

名古屋大学大学院／岡崎東ＲＣ）は、その創立会員の一人です。 

名古屋大学法政国際教育協力研究センターの准教授であるテイリさんは、

カンボジアやベトナムの大学での日本法教育研究センターの開設に尽力し

てきたほか、この 3月にはカンボジアで比較法学会を設立するなど、精力的

に活動しています。学友としては、第 2760 地区米山学友会の監事を長年務め、ロータリーとの

交流を続けてきました。世話クラブの岡崎東ＲＣとも連携し、同クラブのカンボジア小学校支援

プロジェクトにも協力しています。 

「これまでも母国の力になりたいといろいろな取り組みをしてきたが、これから中部名古屋み

らいＲＣの仲間と一緒に何ができるかを考えていきたい。米山奨学生としてロータリークラブで

学んだことを、ロータリークラブの一員として、皆と力を合わせて実践していくのが楽しみです」

と、入会の抱負を語ってくれました。 

テイリさんは、米国のハーバード・イェンチン研究所の Visiting Scholar（客員研究員）とし

て招へいを受け、今夏アメリカのボストンに渡ります。11 ヶ月の滞在期間中、アメリカ国内のロ

ータリークラブにもメークアップに訪れて、米山記念奨学事業のことや日本のロータリーの活動

について紹介してくる予定です。 

8 月 11 日明け方に発生した駿河湾を震源とする最大震度 6弱の地震、台風 9号による豪雨被害

など、各地で大規模な自然災害が発生しています。被災地の皆さまに心よりお見舞い申し上げま

す。こうした災害時、外国人は情報から取り残され、孤立してしまいがちです。皆さまの周囲に

米山奨学生・学友がいましたら、ぜひ声をかけて下さいますようお願いいたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

（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

 

（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 
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学友版新ＤＶＤ 好評受付中！ 

米山学友が中部名古屋みらいＲＣの創立会員に � 

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/ 

NEW2 

相次ぐ災害へのお見舞い � 

ホームページが新しくなりました！ NEW1 
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（2009.7.31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

中村　善教さん
青森RC

小林　孝雄さん
青森東RC
３回目

北山　公章さん
弘前西RC
３回目

成田　俊介さん
弘前西RC
３回目

松本　康子さん
青森中央RC
８回目

寄 付 状 況
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入会会員　（SP=スポンサー）　

会 員 動 静

工藤　拓二さん
09年７月７日入会
SP:小嶋泰彦会員

十和田RC

柏田　雅俊さん
09年７月22日入会
SP:金沢五郎会員

五戸RC

上西　祐司さん
09年8月20日入会
SP:吉村聡一郎会員

青森RC

石倉　光夫さん
09年8月21日入会
SP:平川賢悦会員

青森モーニングRC

鹿子木　満さん
09年8月20日入会
SP:大野清隆会員

青森RC

加藤　博志さん
09年７月10日入会
SP:下池重義会員

青森東RC

加藤　公樹さん
09年７月30日入会
SP:鈴木輝顕会員

青森RC

沼田　　廣さん
09年７月23日入会
SP:大柳繁造会員

青森RC

退会会員

青森北東	 石井　　靖さん	 2009.８.５
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2009年9月　行事予定表
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2009-2010年度　７月出席報告


