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2009-2010年度
国際ロータリーのテーマ

中村義弘ガバナーエレクトご夫妻 2010年国際協議会出席壮行会
が開催されました。（2010年1月11日／於 八戸グランドホテル）門出を祝して



世界理解週間　
　２月は国際ロータリーの世界理解週間です。
そこで現在の世界理解とは何か？について考
えるヒントを提供申し上げたいと思います。
　現代における変化のスピードは猛烈です。
リーマンショックが瞬時に地球規模の経済メ
ルトダウン、大失業、恐慌状態を引き起こし
てしまいました。この猛烈な変化の源は、言
わずと知れたコンピューターとインターネッ
トの進化による情報処理と通信の高速化、多
機能化です。現代社会は地球規模瞬時同期化
の社会なのでしょう。

世代間情報ギャップ
　このような情報化社会で大きな問題になり
つつあるのが、世代による発想とコミュニ
ケーションのギャップ、即ち、世代の違いに
よるディジタル・ディバイドでしょう。
　大別して、人対人の対話やペーパー・本が
生活や学習の主体になっていた「アナログ世
代」と、生まれて間もない頃からコンピュー
ターやテレビの画面、携帯電話で世界のどこ
とでも双方向直接操作をしている「ディジタ
ル世代」の格差です。この両者間では、発想
や物事の処理の仕方が大きく異なり、考える
ことや処理・実行の目的をッハッキリさせな
いと、両者間の意思疎通が不十分になると思
われます。
　またこの両者の中間世代を「ディジタル移
民（Digital Immigrant）」と表現することが
あるようです。アナログのクセが残っている
ディジタル社会への移入者、程度の意味か？
　世界にはこの情報世代格差の以前に、文化、
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宗教、言語、民族の違い、さらには国のレベ
ルによる識字・教育格差、コンピューター・
インターネット利用格差等から来る情報レベ
ルそのものの格差があるのですから、情報化
社会、世界理解と一言で言っても、如何に困
難なものであるかが「理解」できましょう。

それでも世界は変化する
　世の中に不変なものが二つだけあると言う。
それは「生物は死ぬ」と「世の中は変化する」
ということである。
　つまり、理解しようがしまいが世界は変化
するのであります。だとすると、変化に取り
残されるよりは先取りした方がよい。
　その最も優れた理想のタイプは変化創造型。
こうなりたいものです。しかし先を行き過ぎ
たり、読み違えると犠牲も大きい。

小さな例  SakéOne Corporation
　私はどうも不充分ながらこのタイプである
ようで、1992年「世界のテーブルに日本酒
を！」との願いを持って、アメリカ・オレ
ゴン州に清酒メーカー SakéOne Corporation 
を設立（工場建設は199₇年）し、この会社の
経営基本方針を「その国の、その国民による、
その国のための会社」と定めました。
　国際ビジネス、国際理解は、かくあるべき、
と考えたからです。アブラハム・リンカーン 
アメリカ大統領の心境なのであります。
　それ故、かなり早くから経営陣のみならず、
杜氏までその国の人、即ちアメリカ人です。
彼らは、会社も、そこで造られる日本酒も自
分達のものだと思い、労働意欲は非常に高い。
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　拙速だ、中小企業には無理だと言われ、日
米の経営陣共々大変な苦労をしながらも、先
取り型の経営方針でやってきました。若い頃
アメリカに住んでいた国際経験、多国籍的体
験に由来したものかもしれません。
　日本文化の一典型である日本酒を、アメリ
カ人によってアメリカのために造り、結果と
してアメリカに新しい領域、新しい職場を創
造し、そこで生み出したノーハウ料や青森県
からの輸出の増加など、微々たる額ではあり
ますが、日本・青森県に導入しております。、
当社の社員も、技術指導等を通じて、国際経
験を重ねております。
　日本酒製造という職業が、両方の国、両方
の地域の為になっている、と考えております。
これも日本・アメリカ双方の地元のご支援の
お陰です。有り難く感謝申し上げます。

サケワン	SakéOne　オレゴン醸造工場

左:工場　　右:本社・テイスティング・ルーム

職業奉仕 ＋ 国際奉仕
　私に言わせれば、ロータリーの「国際奉仕」
及び「職業奉仕」そのものである、と、不遜
にも、自負しているのであります。
　日本の桃川も、アメリカの SakéOne も、
共に北国の片田舎に立地する中小企業にすぎ
ません。今の経済情勢ではいつ潰れてもおか
しくありません。が、一寸の虫にも一分の魂。
　そしてこの心が「愛と英知で未来を !」「洒
落たいなか」という国際ロータリー第2830地
区2009︲10年度運営方針のキーワードを生み
出した次第であります。

　他に素晴らしい事例をお持ちの方が多い中
で、愚かな症例みたいなものでしたが、世界
理解の身近な一助、との思いからのお粗末な
一席。

本社・テイスティング・ルーム建物　

サケワンの杜氏（Brew	Master）と技術者
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地区クラブ出席・会員増強セミナー
日　時:2009年12月12日㈯
会　場:八戸グランドホテル　

地区会員増強委員会
委員長　谷　地　秀　壽

1Report 

　村井ガバナー、小林担当パストガバナー、鐘ヶ江パストガバ
ナー、中村ガバナーエレクト、そして佐々木眞一氏、小山内康晴
氏、坂本幸光氏、杉山茂夫氏、荒谷省吾氏、長嶺康廣氏（各分区
のガバナー補佐全員）、23クラブ32名の出席にてのセミナーでし
た。村井ガバナーの挨拶の後、増強委員長の私は、09年10月14日
仙台市で開催された第一ゾーンの緊急会議の報告をしました。そ
の後小林担当パストガバナーよりアドバイスの言葉を頂き、全ガ
バナー補佐にリーダーになっていただき、６テーブルにて、ディ
スカッションをしました。各テーブルのリーダー（ガバナー補佐）
より発表していただき、すばらしい研修になったと思います。
　優秀な人材という財産なくしてロータリーの崇高な理想の実現
はないと思います。出席率の向上、退会防止、会員を増強させる
ことは、次世代への責任を果たす事だと思います。



Governor’s Monthly Letter 5

アクトの翼は友好・親善の旅
日　時:2010年1月7日㈭～10㈰

於:台湾・鶯歌

地区新世代委員会
IA担当　成　田　秀　治

2Report 

　ニーハオ　アクトの翼は、2010年１月７日
～ 10日の３泊４日の日程で５年連続、台湾
での開催となった。参加者は生徒23名、顧問
教諭５名、ロータリアン11名の合計39名です。
訪問先は台北市内から南へ約₄0㎞にある台湾
最大の陶磁器の街「鶯歌（インクー）」です。
生徒は鶯歌とその周辺の樹林市及び三峽鎭で
のホームステイ、先生とロータリアンは台北
市内のホテルに３泊です。
　１日目、第3₄90地区李進賢ガバナー、許パ
ストガバナー、第４分区のロータリアンによ
るウエルカムパーティー。２日目、台北県立
明徳高級中学へ訪問。３日目、国立故宮博物
院などの台北市内見学。夕食は参加者全員で
台湾料理を満喫。
　３泊４日の短い時間の中でインターアクト

の生徒にとって、忘れる事が出来ない思い出
になったことだと思います。ホームステイで
は、共同生活を通して経験した言葉や生活習
慣の違いを学んだことだと思います。この体
験を自分自身のために、将来に結び付けてほ
しいものだと思っています。
　最後に、今回の翼に参加してくださった、
ロータリアンの皆様そして学校関係者の皆様
に心より感謝申し上げアクトの報告と致しま
す。謝謝（シェシェ）

追伸　今年10月か11月に当地区へ台湾からの
訪問団が来る予定です。恩返しの意味
を含めて、大歓迎したいと思っていま
す。どうか、皆様のご理解とご協力を
お願い申し上げます。
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2010 年 1 月 18 日 
           
             
親愛なるロータリアンの皆さま 

 

大地震に見舞われたハイチの惨状に、私たちは深く心を痛めております。しかしこうした惨事の

中でも、被災地を救おうと懸命に救援・復興活動にあたるロータリアンの姿には、心を打たれるも

のがあります。国際ロータリーでもこの大地震の救援活動の調整に当っておりますが、この甚大

なる人道的危機を和らげるために皆さまがロータリーを通じていかに手を差し伸べられるかにつ

いて情報をお伝えするために、このメッセージをお届けする次第です。

 

国際ロータリーは、クラブと地区の救援活動に関する情報を集めるとともに、リソースを提供して

います。救援活動について最新情報が入りましたら、随時、RIのウェブサイトに掲載される予定

です。被災者に義援金または物資を送ろうとお考えのロータリアンは、まずはウェブサイトで救援

活動の現状をご確認いただくか、国際奉仕プログラム部までEメール（relief@rotary.org）で状況

をお尋ねください。

 

また、ロータリー財団は、使途推奨冠名基金（DAF）である「ハイチ大地震救援基金（Haiti
Earthquake Relief Fund）」を開設し、地震被災者への義援金を受け付けています。この基金に

関する詳細はRIウェブサイトをご覧ください。米ドルのみでのご寄付となり、またこの寄付への税

優遇措置は米国でのみ有効となります。また地区財団活動基金（DDF）の寄贈は受け付けてお

りません。 

 

被災地の地区ガバナー、エロール C. アルベルガ氏には、ハイチのクラブが行っている救援活

動を多くの人々に知らせるために、RIのオンライン・プロジェクト・データベース、「ProjectLINK」

に掲載する上でRIがお手伝いできることを連絡いたしました。この第 7020 地区から提出される

災害救援プロジェクトは、ProjectLINKに優先的に登録されることになります。さらに、RIウェブサ

イトのホームページには、ロータリー・クラブの救援活動の様子や、皆さまも協力できる援助方法

が掲載されています。 

 

アルベルガ地区ガバナーへ直接連絡をする際は、Eメール（al.gram@cwjamaica.com）でお願い

いたします。また第 7020 地区のウェブサイトもご覧ください。 

 

これまでと同様、ロータリー・クラブや地区が地元や海外で起きた災害の救援活動を行う場合に

は、緊急救援活動の経験が豊富なユニセフ、国際赤十字・赤新月社連盟、国境なき医師団、シ

ェルターボックス、アクアボックス、ワールド・ウォーター・ワークスなどの組織と協力し、被災者の

最も緊要なニーズに取り組まれるよう奨励いたします。 
 

 

 

 

 

この援助の要請に皆さんが寛大かつ迅速に応え、この度の大地震で被災した何百万という罪な

き人々の将来を再建するために、力を貸していただけることを願っております。被災者救援のた

めの皆さまのご支援に心より感謝申し上げます。
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ハイチ大地震の救援活動について
RI会長、財団委員長、事務総長からの㋱ッ㋝ージ
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お
せら知

ガバナー　村　井　　　達

ガバナー指名委員長　笹　森　　　剛

次期ガバナー指名委員長　鐘ヶ江　義　光

　2012－2013年度ガバナー・ノミニーを2010年1月1日～ 2010年6月30日

の間に選出すべき時期となりました。

　2012－2013年地区ガバナー・ノミニー候補者として適格な会員があり、地

区ガバナー指名委員会の審議を希望するクラブは、3月31日必着にて、次期地

区ガバナー指名委員長（地区ガバナー事務所気付）宛、文書（クラブ例会で採

択された決議文）をもってご推薦くださるようお願い申し上げます。

（手続要覧2007年版218頁、RI 細則13.020.4.）

　尚、地区ガバナー・ノミニー資格条件については、国際ロータリー細則

15.070 ～ 080の資格条件に適していることを要します。

（手続要覧2007年版227 ～ 228頁）

2012－2013年度2012－2013年度2012－2013年度

ガバナー・ノミニー候補者推薦ガバナー・ノミニー候補者推薦ガバナー・ノミニー候補者推薦のののお願いお願いお願い
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難病児自然体験施設
「そらぷちキッズキャンプ」

支援に関するお願い
国際ロータリー第2510地区

2009︲2010年度ガバナー　渡　邉　恭　久
（滝川 RC）

　私は、本年度 RI ジョン・ケニー会長の方針と姿勢を受けて、第2510地区運営の
基本方針として「環境・人・子どもに目を向けよう」をテーマに掲げ、全国約20万
人の難病の子どもたちに夢を与える「そらぷちキッズキャンプ」を支援することを
重点地区目標のひとつに位置づけ活動しております。

　「外で遊びたい」それが夢だという子どもたちがいます。日本には小児がんや心
臓病などの難病とたたかう子どもたちが約20万人いると言われています。「そらぷ
ちキッズキャンプ」は、そんな子どもたちが自分の体や治療のことを気にせず遊べ
る、特別に配慮された常設キャンプ場を、アジアで初めて（日本で初めて）北海道
の大自然の中で建設・運営しています。（活動内容は、http://www.solaputi.jp を
ご覧ください。）現在、「難病の子どもたちやその家族に対し自然体験を通じた心の
ケアを行う」という取り組みには、まだ直接的な行政支援はなく、必要な資金やマ
ンパワー等は国内外の篤志家からの寄付や募金、ボランティア活動という形で集め
ています。

　当地区では、各クラブ・各メンバーに様々な支援を呼び掛けておりますが、ぜひ
各地区のロータリアンの皆様にも、各地区に暮らしている難病の子どもたちの「外
で遊びたい」という夢を想像し、「そらぷちキッズキャンプ」をロータリー運動の
理念に沿って支援して頂ければ幸いです。具体的には全国で約13,000店にあるド
ラッグストア協会加盟店の募金箱を見かけましたら、「リトルドロップをしてくだ
さい」と、ご家族やお知り合いの方々に声をかけてください。また、月信を通して
或いはロータリアンの集う機会に呼びかけて頂ければと願っています。

※キャンプの内容については「ロータリーの友」12月号（横書き P20 ～ 21）に掲
載されておりますのでご参照ください。

■ この事業の連絡先及び資料の入手先 ■

一般財団法人 そらぷちキッズキャンプ （担当:佐々木）
〒0柒9⊖0461 北海道滝川市江部乙町丸加高原4264-1

Tel.0125-75-3200　Fax.0125-75-3211
E-mail		info@solaputi.jp　http://www.solaputi.jp

東京連絡所　〒102⊖0093 東京都千代田区平河町2-4-16	平河中央ビル６F
　　　　　　　　　　　　社団法人	日本公園緑地協会内（担当:唐澤）

E-mail		karasawa@posa.or.jp

お
せら知

アジア初
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文庫通信文庫通信

269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。

地区大会記念講演を中心に！

◎「ロータリーは此れでいいのか」 斉藤　　和［2009／1₄ｐ（宇城RC記念講演）］

◎「夢とロータリー」 司　　葉子（パネリスト）［2009／７ｐ（D.2530 地区大会）］

◎「2₅₈0・今・おかげさまの心で夢をかたちに」
 牛来　峯聡　他［2009／13ｐ（D.2580 地区大会）﹈ 

◎「国際ロータリー第2580地区発、地球の温暖化防止」 
 鳥井　弘之・中上　英俊［2009／８ｐ（D.2580 地区大会）］

◎「夢をかたちに―心豊かに」 山田　俊和［2009／10ｐ（D.2520 地区大会）］

◎「青少年よ、『重力』と遊べ」 伴　　義孝［2005／12ｐ（全日本RYLA大会報告書）］

◎「子どもにあたたかい心を育む―子育てと躾：学習と教育の違い」
 仁志田博司［2009／３ｐ（D.2540 地区大会）］

◎「ロータリーの基本に返ろう」
 島村吉三久（コーディネーター［2009／12ｐ（D.2830地区大会）］

［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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2010 年 1 月 13 日発行 [月刊] 
（財）ロータリー米山記念奨学会 

12 月までの寄付金は、前年同期と比べて 15.8％減、約 1 億 5 千万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 20.5％減と、下期は大変厳しい状態でのスタートです。前年同月

に 1億円の大口寄付をいただいたため、前年同期との差が更に広がる結果となりました。 

なお、12 月 24 日付で、「2009 年度下期普通寄付金のお願い」を各クラブ宛にお送りしています。

普通寄付金は当会事業の安定財源となる大切な寄付金です。毎年金額が変動する特別寄付金だけで

は、留学生への奨学生給付という公益事業の安定的・継続的な財源とはなりません。ぜひ当会の事

業内容をご理解いただき、奉仕の実践として普通寄付金のご送金をよろしくお願い申し上げます。 

台湾学友会の年次大会が 12 月 12 日（土）、台北市内で約 100 名を集めて盛大に開かれました。

今回は 3年ごとの役員改選の年にあたり、理事・監事の選挙が行われ、選任された理事の互選によ

り、新執行部が決定されました。これまで多大な貢献をしてきた阮允恭理事長の後任には、許國文

パストガバナー（1975-77／徳島ＲＣ／第 3490 地区羅東西ＲＣ会員）が選ばれ、1月から新理事長

に就任することになりました。そのほか、昨年ホームカミングで来日した際、世話クラブを通じて

奨学会に 10 万円を寄付した林 維宏さ

ん（1987-88／岡山南ＲＣ／台北民生Ｒ

Ｃ会員）に対して、当会の板橋敏雄理

事長より第 1 回米山功労者の感謝状が

贈られました。総会には、ホームカミ

ングを機に林さんと親交を深めた岡山

東ＲＣの皆さんと、台湾学友会が長年

インターアクト研修旅行に協力している第 2600 地区新世代活動委員会の下井達典委員長も駆けつ

け、日台の交流の輪がさらに広がりました。 

今年も奨学生・学友からたくさんの年賀状をいただきました。その中から、中国の天津師範大学

で教鞭をとる胡東寧さん（2001-03／東京山の手ＲＣ）の年賀状を紹介します。 

学友からの年賀状 � 

台湾学友会総会報告 ―新理事長に許パストガバナーを選任― � 

寄付金速報 ― 2010 年も引き続きよろしくお願いします ― � 

前略 新しい 2010 年を迎えるにあたり、私どもの心を込めた祝福を皆さまに送らせていただ

きたいと思います。2009 年は私にとって、一つのことが大変印象に残っています。それは、

中国学友会の設立です。日中交流の懸け橋となる組織の一員となり、私自身、すごく光栄だ

と思っています。私たち米山学友にとって、米山奨学会やロータリアンの皆さまのご恩は一

生忘れてはいけないことで、自分の人生の中で、何らかの形で日中交流に貢献しなければな

らないと思います。学友会の設立は、私たちにこのような夢を実現できる場を提供してくれ

ました。また、中国学友会の設立によって、私たち米山学友は、再びロータリー米山に対す

る帰属意識を持てるようになりました。私たちはロータリアンの皆さまから離れ、帰国した

ことによって、大変寂しく思いながら、日本で各クラブの例会に参加させていただいたこと

に対する懐かしい思いもずっと持っていたからです。私は 2010 年を出発点として、厳しい経

済状況の下で、日中交流に貢献したいと考えています。 
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2009 年 12 月 13 日、第 2750 地区（東京）米山奨学委員

会が主催する懇親会が都内で開かれ、ロータリアン、奨学

生・学友、合わせて 121 人が集まりました。 

今回は、同地区の米山学友に限らず、東京近郊に在住す

る他地区出身の学友にも参加を呼びかけたため、奨学生時

代は青森県や福井県などで過ごした学友たちも出席し、「米

山のＯＢやロータリアンに会うのは久しぶり」と声を弾ま

せていました。 

また、現在構想中の米山学友を中心としたクラブ、「東京

米山友愛ロータリークラブ（仮称）」について、楊錦華さん

（中国／2002-05／東京日本橋ＲＣ）がクラブの概要や目標

を発表し、参加予定メンバーが自己紹介を行いました。こ

のクラブは、ロータリーの会員資格を満たす米山学友と一

般社会人メンバーによるもので、米山奨学事業、ならびに

国際奉仕事業を自らの手で支援すべく設立が決意されたと

のことです。その場で入会希望者を募ったところ、数人の学友が「興味があるので詳しく聞きたい」

と、手を挙げました。 

地区米山記念奨学委員長の吉井栄氏は、「この懇親会で学友とのネットワークがより大きく広が

り、有意義な企画だった。今後も多くの学友に参加を呼びかけたい」と話しています。 

上海万博への訪問と合わせ、中国の学友と交流しませんか？ 

2009 年 3 月に正式発足した中国学友会は、北京と上海の 2 つの支部で構成されており、今年の

総会は 7月に上海で開かれます。上海分会は 2002 年、第 2630 地区・中津川ＲＣ支援を受けて発足

し、会員相互の親睦活動のほか、数々の社会貢献活動にも取り組んできました。上海は中国経済の

中心地であり、今年は万国博覧会も開かれます。上海分会では多くのロータリアンをお迎えして交

流を深めたい、と総会後の懇親会を企画しています。クラブ単位での参加も大歓迎！多くの皆さま

のご参加をお待ちしています。 

＜開催概要＞詳細は1月末頃に米山奨学会ホームページに掲載します http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 
日時：2010 年 7 月 17 日（土）午前 10 時～ ／場所：上海国際会議センター（予定） 
登録料：12,000 円／人（要・事前登録） 
登録締め切り：2010 年 3 月 31 日（申し込み先は米山記念奨学会事務局） 
備考：上海万博訪問と合わせたツアー（旅行会社企画）もご用意する予定です 
 

 

 

昨年 1 年間（1～12 月）で 5,000 円以上の特別寄付をされた方には、1 月末日までに（確定申告に間に

合うように）、認定証の写しが付いた申告用領収証をロータリークラブ宛に送付します。 

 

（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

 

確 定 申 告 用 領 収 証  ～ 1 月 末 日 ま で に ク ラ ブ へ お 届 け し ま す ～  

関東在住の学友が集う ― 第 2750 地区米山懇親会 ― � 

中国学友会総会 in 上海 参加のお誘い � 

今年もよろしく
お願いします! 

新クラブ入会予定のメンバー 

初対面でも談笑の輪はすぐに生まれます
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（2009.12.31現在）

大 口 寄 付 者 ベ ネファクター

マルチプル・ポールハリスフェロー

ポールハリスフェロー

黒田　正宏さん
八戸南RC

田名部誠悦さん
八戸中央RC
２回目

三浦　　晃さん
八戸南RC
１回目

下山　　茂さん
青森RC

長嶺　康廣さん
八戸南RC
２回目

鈴木　一史さん
八戸南RC
２回目

東野　孝明さん
八戸東RC財団学友

５回目

寄 付 状 況

米 山 功 労 者

西田　文則さん
青森RC
１回目

黒田　正宏さん
八戸南RC
22回目

三浦　　晃さん
八戸南RC
２回目
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（2010.1.31現在 ）

入会会員　（SP=スポンサー）　

会 員 動 静

大内　博史さん
2010年1月7日入会
SP:野村喜代次会員

六ヶ所RC

阿部　一能さん
2009年12月10日入会
SP:川嶋勝美会員

青森RC

樋口　真彰さん
2010年1月1日入会
SP:菊池　宏会員

五所川原中央RC

中野　　一さん
2010年1月12日入会
SP:工藤正孝会員

名川RC

退会会員

むつRC	 福岡　明博さん	 2009.12.31
大畑RC	 吉田　弘勝さん	 2009.12.24
六ヶ所RC	 野村喜代次さん	 2009.12.31
三沢RC	 立崎　昇悦さん	 2009.12.31
三沢RC	 昆　　信嗣さん	 2009.12.31
三沢RC	 中居　陽一さん	 2009.12.31
おいらせRC	 二川目石蔵さん	 2009.12.26
五所川原中央RC	 佐藤　彰瑞さん	 2009.12.31
五所川原中央RC	 大澤　公至さん	 2009.12.31
青森RC	 相澤　浩一さん	 2009.12.31
青森モーニングRC	 遠藤　一史さん	 2009.12.31
八戸RC	 小泉　忠男さん	 2009.12.31
八戸中央RC	 田村　嘉三さん	 2009.12.31

物故会員　謹んでご冥福をお祈りいたします

阿部　義八さん
青森東RC・名誉会員
09年12月29日ご逝去

高坂　　孚さん
六ヶ所RC

09年12月15日ご逝去
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2010年2月　行事予定表
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2009-2010年度　12月出席報告


