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₂₀₀₉︲₂₀₁₀年度 地区大会　ご支援・ご協力ありがとうございました。



　「愛と英知で未来を！」という大会コン
セプト、「洒落たいなか」を大会テーマと
して、10月９－11日、八戸にて開催致しま
した地区大会は、坂本俊夫国際ロータリー
会長代理ご夫妻、黒田正宏国際ロータリー
理事ご夫妻をお迎えし、来賓として三村申
吾青森県知事、小林眞八戸市長及び奈良岡
修一副市長、橋本昭一八戸商工会議所会頭
のご臨席を賜りました。さらには姉妹地区
の第3660地区（韓国釡山）蒋萬榮ガバナー
ご夫妻、友好地区第2760地区（愛知県）大
澤輝秀ガバナーご夫妻及び同地区パスト・
ガバナーご夫妻方、そして坂本会長代理と
同期のガバナー（当地区小林孝雄パスト・
ガバナーと同期）、村井達と同期のガバナー
の皆様、ホストクラブ八戸の姉妹クラブで
ある基隆ロータリークラブ（台湾）の26名
等、地区内ロータリアンを含めた登録者は、
御陰様にて、経済状況からの当初予測を上
回る数となりました。さらには小泉武夫博
士の特別講演を期待して列をなした一般市
民の方々を加え、盛大にそして成功裡に終
えることができたのではないかと考えてお
ります。誠に有り難く、衷心より御礼申し
上げます。

　プログラムは、９日のゴルフ大会、会長
代理歓迎晩餐会からスタートし、10―11日
の一連の本会議等へと進行した地区大会は、
台風一過の錦秋の高い空のもと、坂本ＲＩ
会長代理ご夫妻はじめ登壇者による素晴ら

感 謝 と 御 礼

国際ロータリー第₂₈₃₀地区

ガバナー　村　井　　　達

しい祝辞・挨拶・講演・報告、そして、縁
の下の力持ちになって下さった佐々木克郎
委員長率いる実行委員会の凄まじいまでの
組織力で、質・量ともに充実したものにし
て頂けたと感じております。
　内容につきましては後日報告書にまとめ
ます。

　特別記念講演は、著名な食と醸造学の権
威、小泉武夫東京農業大学名誉教授に「洒
落たいなかの食風景」と題し、一般公開で
お願いを致しました。青森県の未来構築
には、「食」が最大の眼目です。小泉教授
は、その青森県の食の魅力を紹介し、三度
三度の食事に地元食材を取り込むこと自体
が「洒落たいなか創り、地域起こし、日本
の自給力を高めることに繋がる」と指摘さ
れました。ごく身近な文字通りの日常茶飯
事について、意識変換するだけで大きな効
果を生み出す、という自信を私どもに与え
てくれました。東方海上に逃げた台風と本
物の地震もこの自信をバックアップしてく
れたのであります。

　ホストの八戸ロータリークラブ、コ・ホ
ストの八戸東、三戸、五戸、名川、八戸北、
八戸南、八戸中央の各ロータリークラブの
皆様には、今年の春から始まった地区チー
ム研修セミナー、会長エレクト研修セミ
ナー、地区協議会、インターアクトとロー
ターアクト年次大会という、一連の地区重
要行事全てをこなして頂きました。一人多
役の重複人事をものともせず、上述通りの
凄まじい組織力を持続的に発揮し、遂に最
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地区大会



大イベントの地区大会でその実力を遺憾な
く発揮、開花させました。
　ステージの上から観ていては到底解ら
ない大変な苦労があったはずであります。
多々あったでありましょうガバナーの至ら
ぬ点、ご寛容願いたく存じます。

　深く深く感謝申し上げます。

　７月８日五所川原RCからスタートした
公式訪問も、９月30日の八戸RCで㆕0クラ
ブ全てを終了致しました。
　「無難に…」という言葉は、積極性が感
じられなくてあまり好きではありませんが、
計画通り順調に公式訪問を乗り切ることが
できましたのも、全てのクラブで会員の皆
様に暖かく且つ真摯なロータリアン精神で
迎えて下さったことによる結果であります。
素晴らしい経験と勉強をさせて頂きました。
厚く感謝申し上げる次第です。

　ガバナー冥利に尽きることにも遭遇致し
ました。訪問当日全会員100％出席を記録
したケース、さらに新会員を迎えてガバ
ナーからのロータリー・バッジ贈呈佩用と
いう名誉（私の）を賜ったケース等も、両
手の指で数えるほどとなりました。
　初回訪問が直前ガバナーのクラブという
意地悪、最後が自クラブで緊張が解けて
「ご苦労さん…やれやれ疲れた」、という妙
な慣行が全国的にあるようですが、これも
義務感に押し潰されそうな新米ガバナーに
対するパスト・ガバナー方のチョットした
遊び心といたわりのご配慮か？

　今年度は「世界経済恐慌とロータリアン
の職業・事業との戦いの年」、といっても
全然過言ではありません。「こんな事態で
奉仕なんかやっていられるか！」と会員が
激減しているクラブも少なくありませんで

した。
　従って私も、段々声高に、「それでこそ
職業奉仕のロータリーの出番だ。社会の役
に立つ仕事をしている者同士で手を結び、
ロータリー型職業連結・ロータリー型事業
連結で乗り切りましょう」と呼び掛けるよ
うになりました。
　ここ数年会員が半数近くになってしまっ
たクラブがあるのも事実です。しかし、自
分達の職業・事業が波浪に翻弄されながら
も、会社もロータリーの船も沈めない、と
頑張っております。その結果、会員増強や
事業につきましても、各クラブが微速度な
がら前に進んでいる、ということが実態と
して顕れ出しました。でありますが故に、
どうかロータリーとご自分の職業に自信を
強めて頂きたいと存じます。

　公式訪問とは、通常のクラブ活動では得
られない、クラブ対地区、クラブリーダー・
会員対ガバナーの、双方向コミュニケー
ションによる相互勉強の貴重な機会、であ
ることを実感しました。訪問したクラブの
数が増えるに従って、この知識、情報が双
方に正比例して高まるからであります。こ
のことは、各クラブが、普遍的なことのみ
ならず、特色的・独創的なことなど、それ
ぞれを毎週積み上げて、歴史に刻みながら
進んでいることの実証であると思量します。
　「社会財」を築き続けている我々の職業
と、「経済・社会の倫理、人間の心」、すな
わちロータリーの考え方が、社会経済の仕
組み変換に向って強く求められています。
　共に前進しましょう。

　公式訪問へのご協力とその際のお励ましに
対し、各クラブの皆様に、再度、厚く感謝を
申し上げ、ご報告と致します。有り難うござ
いました。

完　
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1Report 
2009︲2010年度 国際ロータリー第2830地区

地区 大 会を終えて
日　時:2009年10月9日㈮～㆒㆒日㈰
会　場:八戸市公会堂・八戸グランドホテル・八戸プラザ	アーバンホール

大会実行委員会
委員長　佐々木　克　郎

　10月９日から３日間にわたって八戸市で開
催された、村井ガバナー年度の地区大会は、
各クラブのご参加とご協力のお陰をもちまし
て、盛会裡に終了することができました。厚
く御礼申し上げます。
　海外からは、姉妹である韓国・第3660地区
の蔣ガバナーご夫妻、ホストクラブ八戸 RC
の姉妹である台湾・キールンRC一行なんと
26名が来訪し、国際色豊かとなりました。
　また国内の他地区から、RI 会長代理坂本
ご夫妻を別格として、多数のガバナー、パス
トガバナー等がおいでになり、華やかさを加
えました。八戸南RCの黒田パストガバナー
が RI 理事に就任されたことに、市制施行80
周年と合わせて、八戸のロータリアン、八戸
の「まち」を祝ってあげようというお気持ち
も働いて、多くのご参加を得られたものか、

と考えます。
　楽屋裏の親方から言わせますと、例年並み
の大会でもホストクラブは大変なのに、今回
は近い日程の中に組まれたインターアクト、
ローターアクトの地区大会でも「ホストの親」
を務め、併せてキールンご一行も手厚くお迎
えしようと、八戸RC会員は１人二役、三役
をこなしてがんばりました。その家族の協力
も見逃せません。色々な面でご支援頂いた南
分区の各コ・ホストクラブに感謝を申し上げ
ます。
　嵐の去ったあとの静けさをまだ取り戻して
おりませんので、大会を総括するのは少し先
になります。何かと至らぬ点もあったものと
存じますが、ご寛容のほどお願い申し上げ、
各クラブとパストガバナー各位に対し、とり
あえずのご報告並びに御礼とさせて頂きます。

小泉武夫氏による特別記念講演会姉妹地区に記念品贈呈

ＲＩ会長代理　坂本俊雄・晴子ご夫妻黒田正宏ＲＩ理事による講演
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2Report 姉妹クラブ交流
八戸南RC・南浦項RC 再調印式

日　時:2009年９月４日㈮

会　場:Grand	Hyatt	Seoul　　　　　　　　

国際ロータリー韓日親善会議場で再調印式

　姉妹クラブの韓国第3630地区・南浦項 RC 金　萬守会長と Grand 
Hyatt Seoul で、韓日親善会議の会場で会議に先立ち、第2830地区・
八戸南 RC 三浦　晃会長以下７名は、同会場に於いて８回目の調印
式を黒田正宏ＲＩ理事夫妻同席の元に、韓国 李　東均 PDGの粋な
計らいで会議直前に、厳粛に挙行させていただき、南浦項RCの皆様
の温かい歓迎を受け、心に残る交流をしてまいりました。
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ガバナーノミニー紹介ガバナーノミニー紹介ガバナーノミニー紹介

小
お さ
山内

ない
　康

やす
　晴

はる
（弘前ロータリークラブ）

▪ガバナー就任年度▪	 2011⊖12年度
▪職　　　　業▪	 角長（仕出し業）
▪学　　　　歴▪	 1954年8月31日 青森県弘前市生まれ
	 青森県立弘前高等学校卒業
	 日本大学商学部卒業
▪職　　　　歴▪	 ㈲中央マネージメントサービス
	 ㈲角長仕出し店勤務
	 ㈱角長代表取締役
	 弘前料理飲食業組合理事長
	 ㈳弘前法人会青年部会会長
	 弘前市連合父母と教師の会会長
	 青森県 PTA連合会副会長等歴任
▪ロータリー歴▪	 1995年4月28日
	 弘前ロータリークラブ入会
	 199７⊖98年度　クラブ幹事
	 200７-08年度　クラブ会長
	 米山功労者
▪趣　　　　味▪	 音楽鑑賞・古レコード蒐集

ごあいさつ
ガバナーノミニー　小山内　康　晴

　当地区1/1000人として、ロータリークラブ（ＲＣ）の末席にひっそりと名を
連ねさせて頂いておりましたが、この度、ガバナーノミニーのご指名を承り、
その重圧に押しつぶされそうで非常に不安定な日々を過ごしています。　
　ガバナーの器でないことは、自らはもちろん、衆目の認めるところではござ
います。しかし、私が所属している弘前ＲＣを含め西第二分区の各ＲＣの皆様
から、心温まる励ましを頂き、先人各位のようなすばらしい活動はもうとうで
きませんが（はなから期待していない！）、地区ＲＣの継続のため、次代へ繋
げることも役目と解釈し決意した所存です。
　村井ガバナーはじめ、中村エレクトやパストガバナーの皆様、そして、地区
内ロータリアンの皆様、私のためではなく、国際ロータリー第2830地区のため
と思い、ご指導ご鞭撻賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

Profile



8 Governor’s Monthly Letter

   
文庫通信文庫通信

266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。

地区大会講演から

◎「ロボットと共生する未来」 古田　貴之［2009／６ｐ（D.2790)］

◎「違うから面白い、違わないから素晴らしい」
 宮本　亜門［2009／12ｐ（D.2670)］

◎「日本に喝を入れる」 上坂　冬子［2009／２ｐ（D.2580)］

◎「日本の進路」 小泉純一郎［2009／10ｐ（D.2760)

◎「琵琶湖は地球規模への小さな窓」 嘉田由紀子［2009／６ｐ（D.2650）

◎「歴史に根ざしたまちづくり」 森谷　尅久［2009／12ｐ（D.2650）  

◎「アフリカの子どもたち」 田沼　武能［2009／８ｐ（D.2820）  

［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 10 月 13 日発行 [月刊] 
（財）ロータリー米山記念奨学会 

9 月までの寄付金は、前年同期と比べて 6.3％減、約 2,340 万円の減少となりました。普通寄

付金が 0.4％増、特別寄付金が 15.0％減と、今年度に入ってから厳しい状況が続いています。 

10 月は米山月間です。10 月から 12 月までの 3 カ月は、1 年間の特別寄付金の約半分をご送金

いただいている重要な時期です。卓話の際は、当事業に対するロータリアンの理解を深めていた

だくツールとして、新ＤＶＤ「心つないで、世界へ」をご利用いただくなど、広報活動へのご協

力をよろしくお願い申し上げます。 

9 月 11 日に開かれたガバナーエレクト研修セミナー（ＧＥＴＳ）で、当会の板橋敏雄理事長と

坂下事務局長が各 20 分間、事業の現況説明を行いました。ＧＥＴＳの本プログラムで米山記念

奨学事業についての時間が設けられるのは今年で 3年目。また、配偶者プログラムでは、米山学

友のワンマニ・チャンニャケムさん（ラオス／2006-08／東京府中ＲＣ）と張
ちょう

沁瑩
ち え

さん（中国／

2007-09／茅ケ崎中央ＲＣ）が卓話を行いました。 

国費奨学生として来日したワンマニさんは、国費にはな

い米山独自の世話クラブ・カウンセラー制度の魅力に触れ、

「学業だけでは得られない知識、感動、勇気を与えていた

だきました」と述べました。また、張さんは、昨年 5月に

2 度にわたって第 2780 地区米山学友会が行った四川省大

地震・ミャンマーサイクロン被災者への募金活動と支援内

容についての報告をしました。 

第 2800 地区【山形県】で 8月 22 日、米山学友会設立総会が開催され、佐藤豊彦ガバナーをは

じめとするロータリアン、奨学生・学友、合わせて約 45 人が参加しました。 

同学友会の設立をもって国内全地区に米山学友会が網羅されるため、同席した板橋敏雄理事長

は「残りものには福がある」と笑いを誘いつつ、「活動内容ではトップになって欲しい」と、期

待を込めて祝辞を述べました。 

初代会長となった尤銘煌
ユウミンホァン

さん（2003-04／津島ＲＣ）は、「恩返しの気持ちで会長を引き受けま

した。山形県は、面積は広いけれども学友数がとても少ないの

です。日本文化の体験（着付け・茶道など）や、ロータリアン

との交流を積極的に進め、少人数の中で密度を濃くやっていき

たい。学友会として何か誇れるもの、続けられるもの、ロータ

リアンと交流を深めるものを探していきたい」と、抱負を語っ

てくれました。 

11 月に開催予定の学務・学友委員会による正式承認を経て、

米山記念奨学会の学友会は、国内に 30（34 地区をカバー）、海

外（台湾・韓国・中国）を含めると合計 33 となります。 

寄付金速報 ― 10 月は米山月間― � 

ＧＥＴＳで米山記念奨学事業を紹介 � 

������（��）����（��） 

第 2800 地区で学友会設立 ― 全地区に学友会がそろう ― � 
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台湾米山学友会が設立した「日本人若手研究者奨学金」は、留学中に支援を受けた日本のロー

タリーへの恩返しに、台湾の大学・大学院で学ぶ日本の若者へ奨学金を支給し、日台の絆を深め

る人材を育てようとするもの（ハイライトよねやま 109 号

参照）。学友からの寄付金を原資に、毎月 25,000 台湾ドル

を 1 年間支給するほか、カウンセラー制度も備えて、台湾

での留学生活を物心両面で支えます。その第 1 号奨学生に

選ばれたのが、国立政治大学大学院へ留学する山
やま

下
した

世
せ

莉
り

さ

んです。9 月に渡台すると、台湾学友会では、空港への出

迎えや宿舎への案内、歓迎会の開催など、万全の態勢で山

下さんを迎えました。 

山下さんは「空港で学友会の方が横断幕を広げて温かく

迎えてくださり、それまでの緊張が一気に解けました。その後も、多くの元米山奨学生の方々と

お会いする機会があり、留学時代のお話や、アドバイスを聞くことができました。阮理事長はじ

め皆さんが、“私たちを台湾の家族だと思って、いつでも頼ってください”と言ってくださり、

これほど心強いことはありません。米山学友会の奨学生になれたおかげで、毎日充実した生活を

送ることができていると実感しています」と、感想を寄せてくれました。 

■『ロータリーの友』“よねやまだより”で特集記事を掲載 

『ロータリーの友』10 月号の“よねやまだより”では、米山月間特集として、5ページにわた

って学友の寄稿、現在の活躍などの記事を掲載しています。地区別寄付額などのデータも掲載

していますので、ぜひご一読ください。（『ロータリーの友』10 月号 横組み p17～21） 

■ご利用いただける米山の資料 

 豆辞典：これを読めば米山奨学事業がひと通りわかる小冊子。全クラブに会員数分 

送付済みです。説明用のパワーポイントは、当会 HP からダウンロードできます。 

 新ＤＶＤ「心つないで、世界へ」（15 分）：元奨学生の活躍に焦点を当てた作品。 

中国学友会設立総会も収められています。無料。 *当会 HP にて視聴可 

 ポスター（2 枚組）：離れた場所からの視認性を考え昨年よりもサイズを拡大。 

B1 サイズ(タテ約 1m×ヨコ約 73cm)の 2 枚組です。無料。 

 バナー：地区大会などの大きな会場に映えるバナー。吊して使用するタイプです。 

サイズはタテ 1m80cm×ヨコ 1m20cm の 3 枚組です。貸し出し無料。 

 

 

 

 

 

 

 

資料はこのほかにもございます。 

10 月の米山月間以外にも、ぜひご利用ください！  

（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
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10 月は米山月間です！ � 

台湾学友会による日本人対象奨学金がいよいよスタート � 

バナー 

新ポスター 
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2009年11月のロータリーレートは､

1ドル90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

　2009年８月８日

2010年規定審議会第145号
取り下げの件について

　ＲＩ2830地区は2008 ～ 09年度の地区大会で決議案（第145号）を採決

し、ＲＩに提出しましたが諸般の事情により取り下げることと地区とし

て決定致しました。

　よって、取り下げ手続き方をＲＩ日本事務局奉仕室 大木光男様、規定

審議会業務課 モニカ・ワナット様に通知致しました。

ＲＩ2830地区2009年～10年度
　　ガバナー　村　井　　　達

ＲＩ2830地区2010年規定審議会
　　代議員　　川　口　彰五郎

お
せら知

お
せら知
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　2009-10年度よりポール・ハリス・フェローのメダルが有料（＄15）になりました。
ご購入を希望される方は別途お申し込みが必要となりましたが、その購入方法について
お知らせします。
　先月、「ポール・ハリス・フェロー　メダル注文書」にご記入の上、財団室へご注
文いただくようご案内いたしましたが、今後は他の資料と同様に前払いにて資料室
（Tel：03-3903-3194、Fax：03-3903-3781）よりお求め下さい。
　ご注文の流れは下記の通りです。

　至急のご入用の際には、ご注文の際にお知らせいただければ幸甚です。
　以上、よろしくお願いいたします。

国際ロータリー　日本事務局
財団室　長　渕　孝　久

Tel.03-3903-3192  Fax.03-3903-3781

₁ 電話、FAX等、ご都合の良い方法でご注文下さい。
₂ 在庫確認後、折り返し、請求額と振込口座をご連絡申し上げます。
₃ 入金確認後、領収書を同封して、発送させて頂きます。

ポール・ハリス・フェローメダル購入方法について

炉辺会議に参加しませんか ?

ファイヤーサイドと言うよりも  昔懐かし炉辺会議！

RI 2520地区直前ガバナー 西郷典安氏（盛岡西）をお迎えし　　
深秋の夜長、暖炉を囲みながらロータリー等のよもやま話……を

日　時：2009年11月26日㈭ 18：40～

場　所：レストランカワヨグリーンロッヂ

食事代：2,000円（但し飲み物は別、1コイン）

世話人：岡田　雄道
協　賛：おいらせロータリークラブ

申込･連絡先：0178-56-4111（事務局：庭田）

限定15名

お
せら知

お
せら知
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（2009.9.30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

上野　実穂さん
八戸中央RC

新田　淳也さん
八戸中央RC

故 沼館　慶昭さん
八戸中央RC

向井田貞雄さん
八戸中央RC

５回目

稲塚　良一さん
八戸中央RC

佐藤　泰治さん
八戸中央RC

中村　　勉さん
八戸中央RC

田村　嘉三さん
八戸中央RC

小西　弘晃さん
八戸中央RC

田名部誠悦さん
八戸中央RC

寄付状況
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（2009.10.31現在 ）

入会会員　（SP=スポンサー）　

会員動静

原　　　徹さん
09年9月28日入会
SP:笹森　剛会員

弘前RC

大下内浩之さん
09年9月9日入会

SP:小山田守和会員

十和田八甲RC

高木　　弘さん
09年9月30日入会
SP:渡部　忍会員

板柳RC

宮坂　明博さん
09年10月2日入会
SP:下池重義会員

青森東RC

乙供　　悟さん
09年9月14日入会
SP:沼山浩幸会員

東北RC

今　　謙知さん
09年７月3日入会
SP:古川　均会員

金木RC

退会会員

金木RC	 細越　貞幸さん	 2009.６.30
金木RC	 荒木　文則さん	 2009.６.30
板柳RC	 根反　勝利さん	 2009.９.30

物故会員　謹んでご冥福をお祈りいたします

浅水　逸郎さん
八戸RC

09年10月６日ご逝去

沼館　慶昭さん
八戸中央RC

09年9月8日ご逝去

館山　進一さん
弘前RC

09年9月18日ご逝去

弘前西RC	 中村　好昭さん	 2009.９.30
青森モーニングRC	百束　則雄さん	 2009.９.５
五戸RC	 北上孝一郎さん	 2009.９.30
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2009年11月　行事予定表
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2009-2010年度　９月出席報告


