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　新春を寿ぎ、お慶び申し上げます。
　本ロータリー年度も折り返し点となりまし
た。我々の手の中にある未来をより良きもの
にする年にしたいと念じております。そこで
楽しい年頭言にしてみました。

国民総幸福量
　この言葉をご存知でしょうか？　ある有
力誌によると、ヒマラヤの小王国ブータン
のシグメ・シンゲ・ワンチュク第４代国王
が、30年前に、「国民総幸福量は国民総生産
よりも重要である（Gross national happiness 
is more important than gross national 
product）」と表現したことに由来するものだ
そうです。経済力、すなわち国民総生産では
世界最貧国に位置付けられるブータンですが、
2005年の国勢調査で、なんと国民の97％が「私
は幸福」と答えたという「世界で最も幸福な
国」なのだそうです。仏教的道徳観を主幹と
して環境保護、文化保護等の改革を行ってき
た成果だという。
　世界１位と２位の経済大国は、銃乱射事件
が頻発したり、毎年３万人を超える自殺者を
出したりております。世界第158位（2007年
IMF 発表）のブータンは自殺者が年間５人
にも満たないようです。

心、愛のディジタル化
　世界同時不況は、金融工学崩壊、強欲拝金
資本主義の崩壊、と言われております。しか
し金融工学は英知の成果の一つであり、その
ものが悪いのではない。その工学を用いた人
達が強欲拝金で、倫理、他人に対する配慮や
思いやり、つまり「心」「愛」が欠落していた。
これが善くなかったのでありましょう。人類
進歩の為の分子物理学の発展が、逆に人類を
不幸にするような核爆弾を生み出したような
ものではないでしょうか？
　ブータンの仏教的道徳観とは、仏教国にお
ける倫理に基づいた観念でしょうが、要は愛
や心の持ち方、その量、方向が問題であろう

国民総幸福

国際ロータリー第₂₈₃₀地区

ガバナー　村　井　　　達

と思います。
　精神医学や心理学、バイオ等の分野では、
善い意味で、研究が進んでいるでしょうが、
もし、愛や心の数値化、ディジタル化ができ
るとすれば、GNP や GDP に代わる「しあわ
せ指数」、「国民総幸福量」が算出可能になる
のではないか。そうすれば、より多くの人が、
心豊かな平和な生活（金銭的豊かさとは別時
限）を志向し、世界平和へより近づくのでは
ないか？　とも考えられます。
　だがしかし、であります。もしこのディジ
タル化が可能になれば、人間の精神や気持の
コンピューターによるコントロールも可能に
なる。とすると、先の強欲拝金主義者や悪意
の人間が他人を支配できる構造もできるよう
になり、人間や動物、さらには生物全てが総
ロボット化されてしまいかねない。世界平和
どころではなくなる危険性を孕むことになり
ましょう。
　私共としても、自分の心や、配偶者あるい
は恋人への愛の量までオープンになるとした
ら……。　南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏！

智に働けば角が立つ。情に棹差せば
流される。兎角にこの世は住みにくい。

　御存知、夏目漱石の言葉である。智に働い
ても角が立たず、情に棹差しても流されず、
道理を通しても窮屈ではない世の中、「洒落
たいなか」あたりがバランスがとれて良いの
かもしれません。山川草木悉皆ロボットより、
医は仁術。神は愛である。時間はかかっても、
水浄化、保健・飢餓克服、識字率向上に努力
する方が、国民総幸福に結びつく、急がば回
れでありましょう。
　でも「国民総幸福」が GNP、GDP より優
れていることには、異議無し。

　日本が、そして世界が「国民総幸福」「世
界総幸福」を想い、行動に移し、少しでも前
進する2010年であって欲しいと願っており
ます。

巻頭言

1

2

3

2 Governor’s Monthly Letter



Governor’s Monthly Letter 3

むつロータリークラブ
創立50周年式典開催

日　時:2009年11月７日㈯
会　場:プラザホテルむつ　

むつロータリークラブ
幹　事　山　本　文　三

1Report 

　11月７日、プラザホテルむつにおいて、ご
来賓並びに地区内ロータリアン239名のご臨
席を賜り、当クラブ創立50周年式典を挙行致
しました。
　式典では、白浜実行委員長、松木会長が「50
年の歴史を見つめ直し、これからも地域社会発
展のために、奉仕の道を求めていきたい」と挨拶。
　記念事業として、①むつ市役所新庁舎への
桜の木22本の植樹。②創立から半世紀を振り
返る「50年の歩み」記念誌の発刊。③2010－
2011年度、地区ガバナーの擁立。これら３つ
の記念事業を発表。
　式典後の記念講演では、まちおこしゲリラ
集団「あおぞら組」組長の島康子氏による「突
端からの風おこし」と題しての講演があり、

大間を一流の田舎にするための諸活動を披露。
今年度、村井ガバナーが提唱する「洒落た田
舎」のモチーフと、島氏の「一流の田舎」の
コンセプトは、どこか同じスタンスを感じさ
せるものがありました。
　祝賀会では、98キロの「大間マグロ」の解
体ショーも行われ、上々の評判でした。
　50周年を終え、各クラブの皆様から頂戴致
しました激励のお言葉を胸に、会員一同、百
周年に向け、“NEXT５０”を合言葉に、新た
な一歩を踏み出し、奉仕の理想を希求し続け
たいと考えます。
　式典にご参加頂きました多数のロータリアン
に感謝と御礼を申し上げます。改めて、ロータ
リーの友情に感激を覚えた一日でありました。

会長挨拶 島氏講演

マグロ解体ショー 手に手つないで
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第38回　ロータリー研究会
日　時:2009年11月18日㈬～20日㈮
会　場:ホテルグランパシフィック	LE	DAIBA　

第38回ロータリー研究会
実行委員長　櫻　田　　　高

2Report 

　2009年-10年度国際ロータリー１，２，３．
第38回ロータリー研究会は、2009年11月18日
から20日までの３日間にわたり、ホテルグラ
ンパシフィックLE DAIBAで開催されました。
　ジョン・ケニー RI 会長ご夫妻、グレン・
エステス財団管理委員ご夫妻らをはじめとす
る海外から多数のご来賓の出席をいただき盛
会裡に終えることができました。
　このロータリー研究会の目的は、国際ロー
タリーの現、元、次期役員指導者の方々に国
際ロータリーの方針およびプログラムに関す
る最新情報を伝え、それに対して討論の場を
提供することであります。
　今回の招集者であります、黒田正宏 RI 理
事のご意向により、明日のロータリーのため
に備えガバナー補佐の方にもオブザーバーと
して参加をお願いいたしました。
　また、７つのセッションすべて本会議場で
行う全員参加型とし、ロータリーファミリー
の方にも終始同席していただき、本研究会を
楽しんでもらうという黒田 RI 理事の念願通
りに実施出来ました。
　特別講演は、日本交流分析学会理事長　杉
田峰康先生による「最近の若者の心の叫び」
で、参加者に多大の感銘を与えるものでした。
　RI 会長ご夫妻歓迎晩餐会のアトラクショ
ンは弘前RCが担当した渋谷和生社中による
津軽三味線競演は素晴らしい合奏で参会者を
魅了いたしました。
　希望晩餐会は八戸北RC斉藤昌子会員によ
る華麗な日本舞踊と、二期会会員による日本
歌曲の独唱でありました。特に斉藤昌子会員

の日本舞踊が終わったあとに、RI 会長が直々
にお会いし賞讃のことばをのべられる光景が
ありました。
　最後に、本ロータリー研究会開催にあたり、
終始黒子に徹し活躍されました八戸南RC並
びに南分区のコ・ホストクラブの会員の皆様
に深甚なる謝意を表します。また第2780地区、
第2750地区の皆様にも大変お世話いただき、
無事偉業を達成できました。厚く御礼申し上
げます。
　このロータリー研究会が黒田正宏 RI 理事
の周到・綿密な計画とそのリーダーシップに
より無事終了できましたことを皆様にご報告
いたします。

参　　考
ロータリー研究会登録者　　496名
ガバナー補佐登録者　　　　 56名
特別参加者　　　　　　　　 17名
来　賓　　　　　　　　　　 25名
合　計　　　　　　　　　　594名



Governor’s Monthly Letter 5

十和田東ロータリークラブ
創立45周年記念例会開催

日　時:2009年11月28日㈯
会　場:富士屋グランドホール　

十和田東ロータリークラブ
　　大久保　一　穂

3Report 

　記念事業の一つ、45周年の思い出DVDの
上映から始まりました。45年間120枚のスラ
イドが次々映し出され、ご自分や仲間の映像
がでると、参加した方々は指さしながら頷い
て鑑賞されていました。
　記念式典は姉妹クラブ台湾羅東扶輪社様19
名を交え合計167名の方にご参加頂きま した。
国歌斉唱では、交換留学生ヘイディが歌った、
フィンランド共和国の国歌が流されました。
ヘイディは当日三農の修学旅行で欠席したた
め、事前にヘイディに歌ってもらい録音して
いました。
　泉武男会長の挨拶のあと、感謝状贈呈では
村井達ガバナーにお願いして、ロータリー歴
30年以上の内山安太郎会員、森平政雄会員、
中野渡丈三会員に感謝状を贈呈して頂きまし
た。また、創立以来活動を共にしてきた十和
田市寡婦母子福祉会には泉会長から感謝状が
贈呈されました。
　記念講演は、講師徳川斉正氏（水戸徳川家
第十五代当主）でした。徳川家康公から見る
と十六代目で、真に血を引き継いでいる方だ
そうで、世が世ならば江戸城の将軍様になっ
ていたかも知れない方です。気さくでユーモ
アたっぷりな方で、水戸光圀公の血を強く引
いている（これはご本人様が講演の中で打ち
明けていましたが）とおもわれる、親しみや
すい方でした。徳川家康時代から綿々と400
年受け継いでいる家康公のふんどしが、国宝
に指定されたエピソードなどを面白く語って
いただきました。
　祝宴に入り余興としてクラシック・デュェット
の演奏があり、賑やかで楽しい祝賀会でした。
ご参加の皆様、ありがとうございました。 閉会の「手に手つないで」

記念講演講師　徳川斉正氏

記念式典
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第２回　地区財団セミナー
日　時:2009年12月６日㈰
会　場:青森県観光物産館「アスパム」　

次期ロータリー財団委員長
　　富　岡　義　勝

4Report 

　12月６日㈰、青森市にあるアスパムにて、
約50名の出席者を集め、第２回地区財団セミ
ナーが行われました。
　村井達ガバナーのあいさつの後、北向幸吉
地区財団委員長より、今年度の活動状況、寄
付状況の説明と報告がありました。島村吉三
久パスト・ガバナー（RRFCゾーン・コーディ
ネーター）からは、財団寄付に対する認証ポ
イントの活用法についての説明がありました。
八戸中央RCは認証ポイント移譲の制度を上
手に活用して会員全員のポール・ハリス・フェ
ローを達成したそうです。
　パイロット地区への移行準備について私の
方から説明いたしました。各クラブが直接か
かわる事項として、「新地区補助金」があり
ます。これは現行の地区補助金に似ています
が、地区としての予算規模も大きくなり、人
道的な事業ばかりでなく、教育的、社会奉仕
的プロジェクトも自由に行うことができると
いう利点があります。来年３月の PETS あ
たりまでには、受付方法など確定できると思
いますが、各クラブは事業内容と予算につい
て今から計画を開始してもらいたいとお願い
しました。
　新地区補助金とならんで、地区がつかえ
るDDFに「グローバル補助金」があります。
こちらは、現行のマッチング・グラントをイ
メージすると理解しやすく、パイロット地区
どうしの大規模・人道プロジェクトに使われ
るものです。マッチングでＲ財団からの補助
がUS $15,000. 以上になる大規模プロジェク
トが対象です。クラブも「覚書（MOU）」に

調印して参加できますが、なかなかハードル
が高いようです。私の方からは、もともとパ
イロット地区に手をあげるために各クラブに
送った提案書には識字プロジェクトを挙げて
いたので、グローバル補助金でこれに挑戦し
たい旨お話しました。
　担当相談役の関場慶博パストガバナーから
は、全般的なアドバイスと、とくに奨学金に
ついての考え方の説明があり、引き続きおこ
なわれた質疑応答では、グローバル補助金を
利用した将来のモデル・ケースなどにも話が
およびました。
　総じて言えば、まだまだ手探り状態という
ことになりますが、地区もクラブも連絡を密
にとりながら「良いこと」をプロジェクトの
形にしていくことが重要だということになり
ます。
　１月には、全世界の100パイロット地区向
けに研修会が予定されています。２月ぐらい
には、もう一度ぐらい次年度クラブ担当者（会
長、幹事、財団委員長）を対象にセミナーが
開催されることになると思います。その頃に
は、奨学生の募集等の情報も確定できるかと
思われます。
　各クラブにおかれましては、ロータリーの
ウェブサイト等を利用して、最新の情報を得
て頂きますようお願いしたいと思います。
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　「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。

最近のロータリー情報から

◎「奉仕理念の提唱者　アーサー・フレデリック・シェルドン」
 田中　　毅［2009／22ｐ（D.2580 職業奉仕セミナー講演集)］

◎「職業奉仕における個人と職業の倫理」
 深川　純一［2009／19ｐ（D.2580 職業奉仕セミナー講演集)］

◎「『ロータリーの心もとめ』より」 海田　　司［2009／４ｐ] 

◎「国際ロータリーのビルダー」 塚原　房樹［2009／３ｐ（私の“Rotary Notes”)］

◎「井坂孝の説いた職業倫理を踏襲して」 鈴木　清次［2009／８ｐ（井坂孝の足跡)］

◎「職業奉仕に誇りを‼」 村上　有司［2009／１ｐ（D.2640月信)］　

◎「職業奉仕について」 原田實太郎［2009／４ｐ（D.2730月信)］　

◎「ロータリアンは同業者・業界でもっと積極的行動を」
 竹中　秀夫［2009／１ｐ（D.2680月信)］　

［上記申込先:ロータリー文庫（コピー／ PDF）］

〒10⓹⊖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
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2009 年 12 月 11 日発行 [月刊] 
（財）ロータリー米山記念奨学会 

11 月までの寄付金は、前年同期と比べて 7.5％減、約 4,970 万円の減少となりました。普通寄付

金が 0.8％減、特別寄付金が 10.9％減と、前月よりさらに減少幅が広がりました。このままですと、

2009 年度予算（14 億 5 千万円）の達成が極めて厳しくなりそうな状況です。 

このような景気低迷の中、11 月は、ロータリアンの奥様と 8月に入会されたばかりの会員から、

それぞれ 100 万円のご寄付を頂きました。また、奨学会への恩返しにと、継続的な寄付を続けてく

れる学友や、ホームカミングで来日した際に寄付してくれる学友もいます。皆さまの温かいご支援

に心から感謝申し上げます。今年も残りわずかとなりましたが、一人でも多くの留学生を支援する

ために、引き続きご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

11 月 19 日、東京・台場で開催されたロータリー研究会の開会式で、現役

の駐日韓国大使を務める米山学友、權
クォン

 哲
チョル

賢
ヒョン

氏が壇上に立ちました。冒頭

で、韓国・釜山市で起きた室内射撃場火災事故への深い哀悼の意を述べた

權大使。奨学生時代の思い出として、世話クラブの佐野東ロータリークラ

ブが開いてくれたお別れ会で、会員が手を高く差し伸べてつくってくれた

トンネルをくぐりながら「權さん！大統領になって戻って来い！」と激励

されたエピソードに触れ、「皆さんの期待がその後の私を支えてくれた。ロ

ータリーの精神や米山奨学金制度は、世界平和につながる

一つの大きな道だと思います」と語り、会場から大きな拍

手を受け、涙ぐむ姿も見られました。 

翌日の配偶者プログラムでは、米山学友として 2 人目の

パストガバナー、許國文
きょこくぶん

氏（台湾／第 3490 地区羅東西ＲＣ

会員／1975-77／徳島ＲＣ）が卓話を行い、「奨学生時代は

勉強に夢中で、感謝をしていても実感が伴わなかった。台

湾に帰って自分もロータリアンとなり、はじめて米山記念

奨学金制度のありがたさ、世話クラブの皆さんの心尽くしが身にしみた」と語りました。 

外務省主催の“元留学者の集い”は、母国で活躍する日本留学者を日本に短期

招へいし、現在の日本への認識と絆を深めてもらうプログラムです。今年は 11 月

29 日～12 月 5 日にかけて実施され、東南アジア・中国・中東・中央アジア・モン

ゴルなどから元日本留学生 42 名が招待されました。その中に、米山学友の洪 盛 芬
アンシェンフェン

さん（マレーシア／1994-96／横浜金沢ＲＣ）の姿がありました。 

洪さんは現在、（株）ルネサステクノロジという世界有数のシェアを誇る半導体

メーカーに勤めています。洪さんは同社の海外拠点である Renesas Semiconductor(Malaysia)に籍

を置き、開発・製造事業所がある群馬県高崎市とマレーシアを往復し、活躍しています。母国マレ

ーシアでは、日本留学生の同窓会組織「ＪＡＧＡＭ」にも加入し、日本とマレーシアの人的・文化

交流の促進に関わっています。 

外務省主催の“元留学者の集い” � 

ロータリー研究会で米山学友が活躍 � 

許國文パストガバナー（中央）

權 哲賢 駐日韓国大使 

寄付金速報 ―今年もあと１ヵ月を切りました！― １ 
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今年で6回目となるガバナーエレクト／次期地区米山記念奨

学委員長合同セミナーが 12 月 1 日、都内で開かれました。 

今回のテーマは、『目標づくりの第一歩“できることから始

めよう！”』。ガバナーエレクトと地区米山委員長が共に当事業

の意義を確認し、実践可能な目標を立て、その実現に向かって

力を合わせるきっかけにしていただきたいと、盛りだくさんの

内容で実施されました。また、今回初の試みとして、地区米山

委員長対象のセミナーを 2日目にも開催し、より実践的な情報交換が図られました。 

  

冒頭の基調講演において、黒田正宏ＲＩ理事は、最近の日韓親善会議やロータリー研究会での米

山学友の多彩な活躍事例を紹介。「日本のロータリアンが作り育てた米山記念奨学事業の成果を誇

りにし、ますますのご協力をお願いしたい」とのメッセージで講演を結ばれました。 

 

ＤＶＤ『心つないで、世界へ』にも登場するアルチャナ・シュレスタ・ジョシさん（ネパール／

鈴鹿西ＲＣ）と、東京大学博士課程に在学中の張旭梅さん（中国／東京広尾ＲＣ）の 2人が卓話に

登壇。アルチャナさんは、母国の貧しい女性の自立支援のために設立した「ルーザー・トレーニン

グセンター」の活動状況を報告。また、張さんはユーモアあふれる話しぶりで、米山奨学金との出

合いで得たことについて語り、参加者は両者の発表に興味深く聴き入っていました。 

 

第 2750 地区前米山委員長の関博子氏、第 2500 地区直前ガバナーの足立功一氏、第 2640 地区ガ

バナーエレクトの米田眞理子氏を講師に迎え、各地区の特長ある取り組みを発表いただきました。

関氏は、地区米山奨学委員会の活動の流れと学友の活躍を伝える重要性を、足立氏はサブクラブ制

度やホームステイで奨学生との触れ合いを地区内に広げた取り組みを、米田氏はロータリアンが納

得する奨学生選考のための工夫について報告し、会場との質疑応答も活発に行われました。 

 

2 日目は、（独）日本学生支援機構（JASSO）大阪日本語教育センターの日本語教師として長年留

学生と接してきた磯田郁子氏（大阪東淀ちゃやまちＲＣ会員・第 2660 地区次期米山奨学委員長）

が講演。「入国管理局の方針が変わり、現在は所得の裏付けがある人でないと日本に入国できない」

「ご馳走になっても、お礼を言うのはその日限りとし、催促になるので、次に会った時には言うべ

きでないという文化の国も多い」などの具体的な話に、参加者からは「大変参考になった」との声

が集まりました。その後の分科会では、各地区の課題や取り組みについての情報交換が進みました。 

 

 

ロータリー米山記念奨学会は「特定公益増進法人」に認定されているため、今年１年間（１～12 月）に 

5 千円以上の特別寄付をされた方は、�法上の����（寄付金��） が受けられます。 

申告用領収書は来年１月末までにクラブ経由でお送りします 

来年の確定申告は、12 月 30 日（水）までに入金されたご寄付が対象です。 

 

 

米山記念奨学会事務局は、12 月 28 日（月）～1 月 5 日（火）の間休業させていただきます。 

来年は、1 月 6 日（水）より通常業務となります。よろしくお願いいたします。 

 

（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

 

年 末 年 始 の 休 業 に つ い て  

重 要 な お 知 ら せ  

ガバナーエレクト／次期米山記念奨学委員長 合同セミナー � 

そろそろ僕の

出番かな？ 

�����事���基調�� 

��������� 

������� 

����委������
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（2009.11.30現在）

マルチプル・ポールハリスフェロー

青野　正宣さん
八戸RC
４回目

寄付状況

米山功労者

浦山　昭二さん
八戸RC
３回目

柳谷　　透さん
八戸RC
３回目

前原　義一さん
八戸RC
２回目

木村　宗義さん
八戸RC
１回目
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（2009.12.31現在 ）

入会会員　（SP=スポンサー）　

会員動静

前田　博之さん
09年11月9日入会
SP:鈴木順三会員

弘前RC

市田　俊次さん
09年11月11日入会
SP:田中　進会員

十和田八甲RC

中門　清司さん
09年12月9日入会
SP:斎藤幸彦会員

八戸RC

小山内扶美子さん
2010年1月1日入会
SP:藤本和成会員

青森北東RC

山端　政博さん
09年10月16日入会
SP:太田　薫会員

十和田RC

齋藤　　齊さん
09年12月7日入会
SP:高野　悟会員

弘前RC

退会会員

青森東RC	 川村大太郎さん	 2009.12.31
青森東RC	 鈴木　育子さん	 2009.12.31

物故会員　謹んでご冥福をお祈りいたします

大高　則秋さん
つがるRC

09年12月21日ご逝去

工藤　徹也さん
青森北東RC

09年9月21日ご逝去

壽惠村元文さん
弘前RC

09年11月15日ご逝去

八戸RC	 遠山　景久さん	 2009.11.13
八戸RC	 坂本　一雄さん	 2009.11.30
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2010年1月　行事予定表
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2009-2010年度　11月出席報告


