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米山奨学生修了証書授与式を行いました。（2010年3月7日／於 青森グランドホテル）巣立ち



1）強調事項の青森県版
　　「洒落たいなか」の実現へ
　「RI の強調事項『水、保健と飢餓救済・識
字率の向上』の高度化版・青森県版の構築」
を唱えた年度の最終四半期を迎えました。長
期を要する内容ですが、幸いレイ・クリンギ
ンスミス次期 RI 会長テーマ、中村義弘次期
地区ガバナーの地区運営方針が「地域を育み、
大陸をつなぐ」となります。お陰様でこの青
森県版の継続が可能となりました。「洒落た
いなか」の実現へレッツ・ゴーです。
　RI の強調事項の青森県版は、簡単にする
と「美・食・創・健」と言い表せます。
　以下にその理由を述べます。

2）シンプル・ライフ：任意的質素主義
　英語で恐縮ですが、simple is better とか、
simple living 或いは「シンプル族」と言う言
葉が、最近日米で急速に登場してきました。
消費に対する価値観の変化で、「無駄なもの
を買わない生活」との意味の様です。不況や
失業による耐乏生活が由縁かと思いきや、「少
ない方がよい」「環境に優しいシンプルな暮
らし」と言うことで、近年の強力なマーケティ
ング・スローガンだという。
　最近 voluntary simplicity と言う言葉を目
にした。「任意的質素主義とも呼ばれ、贅沢
や物質主義を排除し、人間性や精神性、健康、
エコロジー、個性や質素を重視する人生観や
生き方を意味する」とある。武士道にも通じ
るものあり。経済的影響は別論議とすれば、
ロータリーの理念にも合致します。
　要は「心の美しさ、心の豊かさ、そして環

美食創健へ　レッツ・ゴー

国際ロータリー第2830地区

ガバナー　村　井　　　達

境・自然の美しさ」を求める方向にある。そ
こで、この２）項を「美」と位置付けたい。

3）水と食
　カッコイイこと言って、一体どうやって実
行するのか ?　もっともであります。
　最も肝要なことは、言うまでもなく、各ク
ラブの計画実行！「何だ、面白くもない」と
思われる方に提案します。
　まず地元青森県、地元日本の農・水・畜産
物（食材）を毎日少しでも食べようではあり
ませんか！　また県産や日本産の工業製品や
商業サービスを日常少しでも使おうではあり
ませんか！
　鎖国主義者になれと言っているのではあり
ません。RI の強調事項の青森県版を創造し
ていくための足場構築です。
　「他の地区へ行ったらその地区のもの、他
の国へ行ったらその国のもの」が国際友好・
世界平和への足場であろうと思うからです。
　昨年10月当2830地区の地区大会でメイン・
スピーカーをお願いした食の権威小泉武夫教
授が「地元のものを食べるのが最も洒落てい
る」と強調されました。
　青森県は、海洋や湖沼も含め、山川草木、
水が豊富です。そして食については、僅か
41％と自給率で先進国中最低の日本を、食糧
危機から救う供給基地でもあるのみならず、
県の農水産物は今や有力輸出品になりつつあ
ります。国は食料自給率50％を目標にしてま
す。県の未来は輝かしいものに成り得ます。
　この３）項を「食」と位置付けたい。

巻頭言
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4）エネルギー
　日本の自給率で食糧以上に最低なのがエネ
ルギー源。青森県ではこのエネルギー自給率
を向上させる巨大基地を有しており、原子力・
風力・太陽光・バイオマス、さらには地熱・
潮流まで含むと、開発次第で無尽蔵とさえ思
える程の電力源に恵まれております。
　そして六ヶ所村を中心に核融合をも含む、
世界一流の高度な技術・研究機能を有してい
ることも認識すべきです。マイクログリッド
やスマートグリッドによる再生可能エネル
ギーの域外送電もスタートしつつあります。
　４）項をエネルギーを創りだす「創」と
位置付けます。
　
5）自然・高速交通体系・観光
　新幹線青森駅開業で県内の陸海空の高速交
通体系は一層充実します。そこに、今後中国
を中心にアジアからの１千万人にも届く大観
光団が日本を訪れるとの予測もあります。
　南国からの観光客には雪が観光資源になる
ので、素晴らしい自然と豪雪に恵まれている
青森県は、急成長する大中華圏（グレーター・
チャイナ）観光客は大いに期待できます。
　再度「美」です。

6）津軽海峡の巨大物流
　日本総合研究所会長　寺島実郎氏は、今後
しばらくは大中華圏が世界経済を支える形に
なり、そしてその物流が物凄い勢いで津軽海
峡を、日本に寄港せずに、通過する、既にそ
うなっていると述べております。
　八戸港、下北各港、青森港、鰺ヶ沢港等に
チョット寄港してもらおうではありません
か！　その必要性を創りましょう！
　これも「創」でしょう。

7）食（グルメ）と健康な美しさ
　　職業連結で健康へ　
　「水と食、豊かな自然とエネルギー」と表
現できる上記のような優れた経営資源。
　問題はこれを如何に活かすかであります。
究極の目標とするところは心身の健康です。
　まずは我々がこれ等の資源を再認識し、自

信を持って踏み出すことでしょう。
　農業の企業化（農業生産法人・農業流通法
人）、農工商連携、産官学金連携を組み立て
れば、大企業にも劣らない仕組みを構築でき
ようというものです。
　鍵はロータリーの職業奉仕を基礎にした職
業連結だと考えます。
　農林水産業と言うと、ダサイという人もい
るでしょうが、言葉を代えて「食と健康」「グ
ルメと健康な美しさ」と表現すれば、実にお
洒落で、反対する人は誰もいないでしょう。
　７）を「健」と位置付けます。

　以上「美・食・創・健」が揃いました。

8）小型分散型ネットワークの時代
　前述のシンプル・ライフへの動向からも窺
えますが、「大規模・大量・集中型の時代から、
小型分散型をネットワークで結ぶ時代への移
行という転換点に入っている」（寺島実郎氏）
と言われます。過当競争強欲、一人勝ち多数
負けのおカネ尊重の経済システムから、人間
尊重社会経済システムへの移行です。
　我々は文明の転換点に立っています。中小
企業のメリット発揮の時代です。
　ロータリー型職業連結の時代なのです。

9）Join The Club（ジョイン・ザ・クラブ）
　また英語で恐縮ですが、この言葉は実にう
まく人間尊重を言い表した英語の口語です。
　直訳すると「我々のクラブ（仲間）に入り
ませんか」ということですが、口語では

「困っているのはあなただけではありません
よ。一緒にやりませんか？」
　「ロータリークラブに入りませんか？　皆
で困難を克服しましょう。」であります。
　会員増強とロータリーの理想を一言で表現
した、思いやりの言葉だと思いませんか？

Join the Rotary club, will you?
そして「美・食・創・健」へ　レッツ・ゴー
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1Report 国際協議会に出席して
日時：2010年1月18日㈪～24㈰

於：アメリカ カリフォルニア州 サンデイゴ

インカミングガバナー
　　中　村　義　弘

（むつRC)

　国際協議会がサンデイゴで開かれるように
なってまだ数年のことであろう。その前はア
ナハイム（プロ野球の松井秀喜の活躍が期待
される）で、そのもっと前はボカラトンとい
う地名が先輩ロータリアンから、ロータリー
よもやま話の中に聞かされてきた。いずれも
気候が良く、治安が良く、全米屈指のリゾー
ト地とあれば、一度は行ってみたいと思わぬ
ではないが、同期のガバナーエレクトに弁護
士さんが何人か居って、ここでの生活を拘置
所に例えられていたのには同感こそすれ異論
を唱えるものはいなかった。ともあれ終わっ
てみれば、得難い経験をさせていただき、ロー
タリーに感謝しなければなるまい。
　１月16日AM５時拙宅出発、むつは吹雪だっ
た。余裕をみて正解。三沢まで約３時間を要し
た。日程では本日の18：00サンデイゴで「未来
の夢計画パイロット地区」の歓迎会のはず。と
いうことは、三沢の８時は15日の午後３時。時
差ぼけ防止の調整が非常に難しい。日程表で
は１月17日06:30‒07:45朝食、08:00‒09:40セッ
ション１、10:00‒11:00分科会、11:00‒11:10移
動、11:10‒12:00セッション１の続き等 。々三沢

‒羽田‒成田そしてロス‒サンデイゴまでの十数時
間を体内時計でどう調整するか。若い時ならと
つい愚痴が出掛かる。ともかく快適な空の旅を
続け、吹雪のむつを出てから正味28時間程でマ
ンチェスターグランドハイアットに到着。
　ここで８泊９日の研修が待ち受けていたの
であった。休日無し、外出無し。勿論観光無
し。天は我々に気をつかったか過去に前例の
ない悪天候であったと云う。日本からは34人
の DGE、世界中からは531人の DGE とその
配偶者が集まったわけである。
　これまで国際大会に16回出席し、国際協議
会には初めて出席したが、ここ数年でロー
タリーは大きく変わりつつあるように思う。
ロータリーを始めたのは、キリスト教徒のプ
ロテスタントでアメリカへ移民した人々で
あったが、今やイスラム、ユダヤ、ヒンズウ、
勿論仏教徒も多数ロータリアンに見られるよ
うになった。ポリオ撲滅はイスラムやヒンズ
ウ教徒の力無くしては不可能であろう。ロー
タリーの多様性が国際政治とは異なる力を発
揮し、世界平和に貢献出来る日を夢見たい。

「地域を育み、大陸をつなぐ」ことによって。

開会式で黒田RI理事御夫妻の紹介

Ｒ財団未来の夢計画パイロット地区研修で
島村RRFCと富岡次期財団委員長

※写真はロータリーの友提供（一部中村）

入りて学び出でて奉仕せよ――RIケニー会長

次期RI会長御夫妻と

開会式での国旗の入場

冬季オリンピックで有名になったカナダの騎馬警察官が
次期モントリオール国際大会をアピール
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浄水器贈呈プロジェクトの報告
日時：2010年2月8日㈪～9日㈫
於：タイ王国 バンコク郊外

直前ガバナー
　　山　崎　淳　一

（五所川原RC)

　前年度は地区の国際奉仕プロジェクトとし
てタイの学校に浄水器を贈呈いたしましたが、
今年度は五所川原RCとつがるRCがクラブ
の国際奉仕事業としてこのプロジェクトに参
加してきましたのでご報告いたします。
（プロジェクトの概要）
　すでにお知らせしておりますが、「タイの
田舎の子供たちにきれいな水を！」の活動は、
タイの RI3350地区のバンコク・スリウォン
RCがタイの地区や RC と日本の地区や RC
に呼びかけ、タイの地方に住む多くの貧しい
子供たちが汚染された飲み水により病気に
なっているという問題を解決するため、学校
に浄水器を設置することを計画したものです。
　浄水器は一台当たり15万円位ですが、これ
を一つの学校に設置することにより約500人
の子供たちや学校の近くに住む住民たちに浄
化された清潔な水を提供することができます。
　現実には、まだ800校ほどの学校で未だに
浄水器が設置されていない状況がありますの
で、長期的なプログラムとして今後長期的に
展開されていくことになります。
（マッチング・グラントの活用）
　今年度もロータリー財団のマッチング・グ
ラントの承認を受け、総額では30,000ドルの
規模で20校に20台の浄水器を設置すること
ができました。この内五所川原 RC とつがる
RC はクラブとして20万円の寄付をしました。
　この事業には日本からは計５クラブ、タイ
からは計６クラブが参加しました。

（浄水器贈呈式）
　贈呈式は実際に浄水器を設置したバンコク
郊外の２校で行われたくさんの子供たちの輝
く瞳そして溢れる笑顔に迎えられ大変な歓迎
を受けてまいりました。
　翌日のスリウォン RC 例会が歓迎パーティ
と変わり、当地区から参加した６人の会員、
日本各地からの会員、そしてタイ3350地区の
チャイラットガバナーを始め多くのロータリ
アンとの交流を深めることができました。
　この席にはサプライズとして私の最も尊敬
するロータリー・リーダーであるビチャイ・
ラタクル元RI 会長が駆けつけてくださいま
した。昨年はご自宅に招待いただき大変光栄
でしたが、今回も秘書のスベンソン・智江美
が特別にお計らい下さったのですが、その立
ち居振る舞いに感動しながら至福の時間を過
ごすことになりました。
（プロジェクトへの参加のお願い）
　浄水器の設置は一挙に解決できるプロジェ
クトではないため、スリウォン RC はこれか
らも日本の各クラブに2,000 ～ 3,000ドルの
寄付を呼びかけしていくとのことです。クラ
ブ単独で国際奉仕事業を実現したり、マッチ
ンググラントの承認手続きをするのは簡単で
はありません。しかし、このプログラムは手
を挙げていただければどのクラブでも簡単に
参加できるものです。手続や先方とのやり取
りは私が窓口になりますので、どうぞ主旨に
賛同いただき次年度のクラブの計画に入れて
ご協力いただけたらと願っています。

2Report 
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米山奨学生修了証書授与式
並びに 歓送会  報告
日　時：2010年3月7日㈰
会　場：青森グランドホテル

米山記念奨学委員会
委員長　松　本　康　子

（青森中央RC)

3Report 

米山奨学生、卒業おめでとうございます。

　楊　　帆（青森大学大学院）
　尹　琳琳（青森中央学院大学大学院）
　グェン・ティ・アイン（青森中央学院大学）
　徐　小淑（弘前大学大学院修士課程）
　劉　敏慧（青森中央学院大学）
　チュン・ダォ・グゥインズゥン

（青森中央学院大学）

　村井達ガバナー、山崎淳一直前ガバナー、
奨学生指導教官、世話クラブ会長、カウンセ
ラー、米山学友、米山委員が見守る中、３月
７日㈰午前11時30分より青森グランドホテル
で、修了証書がガバナーより授与されました。
米山奨学生１人１人が、誇り、熱意と感謝を
もって日々過ごし、ロータリアンとの交流で
成長していく姿、ロータリー精神をしっかり
と受け継いで巣立っていく事に、最大のよろ
こびを感じております。

　歓送会では、米山奨学生、カウンセラー、
指導教官、学友等出席した方々より、スピー
チを頂きました。奨学生の皆さんからは、

“貴重な体験と幸せを頂きありがとうござい
ました。今後もロータリーの皆様との交流
を大切に、連絡をとりながら、世界の懸け
橋となるべく頑張って参ります。”カウンセ
ラーからは、“米山奨学生のお世話をする事
で、楽しく思い出の多い日々を過ごし、又機
会があれば何度でもカウンセラーの役を努め
たい。”と双方とも名残を惜しむ一時でもあ
りました。
　二次会、米山事業関係者のみが味わった幸
せをお知らせします。歓送会終了後、会場移
動をして、米山奨学生の５名が作る中国、ベ
トナム、マレーシアのお国料理の数々に、舌
鼓を打ち、急遽決まった事でしたが、参加者
25名が美味しい思いがけない料理を満喫しま
した。
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文庫通信文庫通信

271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。

地区大会記念講演から

◎「ロータリーの魔法」 ビチャイ・ラタクル［2009／５ｐ（D.2730)］

◎「国際ロータリーの長期計画の中核となる価値観について」
 黒田　正宏［2009／９ｐ（D.2570)］

◎「クラブの活力の再生をめざして―前橋RCのCLP実践事例」
 曽我　隆一［2009／７ｐ（D.2510)] 

◎「ロータリーと夢」 三井　章義［2009／11ｐ（D.2640)］

◎「グローバル化と日本の教育」 中嶋　嶺雄［2009／12ｐ（D.2600)］

◎「これからの北海道が生き抜く道」 寺島　実郎［2009／16ｐ（D.2510)］

◎「私の夢―世界最高齢でチョモランマに挑む」 三浦雄一郎［2009／14ｐ（D.2510)］

◎「“夢をかたちに”日中友好秘話―梅屋庄吉と孫文」
 小坂　哲瑯［2009／４ｐ（D.2570)］

◎「日本のこころについて」 境野　勝悟［2009／12ｐ（D.2560)］

［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
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2010 年 3 月 12 日発行 [月刊] 
（財）ロータリー米山記念奨学会 

2 月までの寄付金は、前年同期と比べて 13.8％減、約 1億 7千万円の減少となりました。普通寄

付金が 1.9％減、特別寄付金が 20.0％減と先月の状況とほぼ変わりありません。 

今月は各地でＰＥＴＳが開催され、来月には地区協議会が開かれます。各ガバナー・エレクト事

務所様宛てに、米山部門セミナー資料をＰＥＴＳ用には２月中旬に、地区協議会用には３月末まで

に送付予定ですので、ご担当者の方は当会の事業内容をご理解いただけるよう、ご説明ください。 

また、このように寄付が伸び悩む中、例会の食事を節約して寄付を捻出しているクラブもありま

す。少額でも構いませんので、当会への寄付のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

国際ロータリー第 2750 地区（東京）で、米山学友を中心に設立されるクラブ、東京米山友愛ロ

ータリークラブ【特別代表：関博子氏（東京世田谷中央ＲＣ会長）、スポンサークラブ：東京世田

谷中央ＲＣ】の創立総会が 2月 11 日、都内で開催されました。 

2 月 11 日現在の創立会員 22 人のうち米山学

友は 14 人、日本人会員も留学経験のある人が

多く、非常に国際色が豊かで、平均年齢 37 歳

という新世代中心のクラブです。当日は、クラ

ブ定款・細則の採択、理事役員の選出、国際ロ

ータリーの加盟申請が行われました。黒田正宏

ＲＩ理事、久邇邦昭ガバナー、板橋敏雄米山記

念奨学会理事長らの祝辞を受け、会長に就任す

る楊
よう

錦
きん

華
か

さんは、「責任の重さを痛感している。

奨学生時代からロータリアンの姿を見て、いつか恩返しをして、自分も人々の力になりたいと考え

ていた。奉仕の理想に根ざした活動を積極的に進めていきたい」と、決意を語りました。5 月 30

日（日）には、都内でチャーター・ナイトが開催される予定です。 

※チャーター・ナイトのお問い合わせは東京世田谷中央ＲＣ事務局（TEL：03-3403-8071）まで 

福岡県の大手住宅地図メーカーに勤める米山学友の 劉
リュウ

 平
ピン

さん（中国／

1997-98／宗像ＲＣ）が、今年 1月に開催された九州学友会新年会の席上で「感

謝の気持ちを表したい」と、米山奨学会へ 10 万円の寄付を申し出てくれまし

た。劉さんのカウンセラーであり、彼女との出会いによって「退屈だったロ

ータリー観が変わった」と語る安増氏（ロータリー米山記念奨学会理事・地

区米山記念奨学委員長）にお話を伺いました。 

★安増氏のコメント★ 以前は、中国・韓国からの留学生に対する感情はネガティブだったし、彼等への奨

学金制度にも懐疑的でした。暇つぶしで引き受けたカウンセラーでしたが、劉さんのひたむきな勉学心と真面

目さ、日本人を理解し好きになろうとする心、そして福岡に住む同胞が困っている時に世話をする多くの事例

を見ているうちに、「米山奨学事業の素晴らしさ」を見出し、クラブ会長を終えた年に地区米山委員に自薦しま

した。米山の趣旨に応えてくれた留学生に出会ったことが私を「米山ファン」に変えました。 

学友から 10 万円の寄付 � 

国内初！米山学友を中心としたクラブが誕生します � 

寄付金速報 ― 下半期の寄付状況 ― � 

劉さん（左）と安増理事
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外務省主催の“元留学者の集い”は、母国で活躍する元日本留学生を約一週間招へいし、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。その今年度招待者の一人として、母国インドで

ソフトウェア開発会社を経営し、日本語通訳としても活躍する米山学友のルチ・ネタニさん

（1993-95／熊本ＲＣ）が来日。2月 22 日に東京で開かれた

歓迎レセプションでは、流暢な日本語と親しみにあふれた笑

顔で「米山奨学金の支援が無ければ、進学をあきらめて帰国

していた。今でも深く感謝していて、直接お礼の言葉を伝え

られる機会を探していました」と語ってくれました。今回の

プログラムの一環で、十数年ぶりに熊本に里帰りするのを機

に、2 月 26 日には世話クラブの熊本ＲＣの例会を訪問し、

お世話になったロータリアンとの旧交を温めました。 

第 2680 地区の伊丹有明ＲＣでは、初の試みとして、地区内の米山奨学生・学友の写真展を計画。

発案者は、同クラブの米山カウンセラー・青木靖夫氏です。カメラが趣味であることから、奨学生

たちに写真の楽しさを味わってもらい、新たな交流のきっかけにしてもらおうと、この企画を思い

つきました。地区米山記念奨学委員会も協力して、9月から作品の募集を開始。見込みよりもはる

かに少ない応募の出足に苦戦したものの、ようやく 11 人か

ら 16 点の作品が集まりました。 

これらの作品は、ＩＭに合わせて伊丹シティホテルのロ

ビーに 2月 6日から 5日間飾られたほか、2月 27 日・28 日

に開催された第 2680 地区の地区大会でも展示されました。

多くのロータリアンが足を止めて作品を鑑賞し、地区大会

に参加した奨学生や学友も写真の話で盛り上がるなど、「お

互いの交流を深めるきっかけに」という目的を果たせたよ

うです。 

2 年目を迎えた今年度は 17 地区から申請があり、これまでに 14 人の学友が里帰りをしました。 

今回初めて申請した 2820 地区（茨城県）は、台湾から魯
ル

漢
ハン

平
ピン

さん（1992-94／古河東ＲＣ）を招

待。地区大会に合わせて来日してもらう地区が多いなか、

同地区ではＩＭでのスピーチ、近隣クラブへの卓話、米

山梅吉記念館への研修旅行などにより、活躍をＰＲする

よう工夫を凝らしました。書道家の魯さんは、ＩＭの壇

上で白楽天（中国・唐代の詩人）の漢詩を書いて腕前を

披露したほか、内藤 彰ガバナーらのリクエストに応じ

た言葉を色紙に揮毫し、会場をうならせました。 

年賀状のやりとりで細々とつながっていた世話クラ

ブとの絆。16 年前に撮った会員との写真を大切に持っ

て来日し、改めて感謝を述べた魯さんに、一同は感激の面もちで再会の約束を交わしました。 

 

（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

 

米山奨学生・学友の写真展を開催 ― 伊丹有明ＲＣ ― � 

外務省“元日本留学者の集い”で、学友が里帰り � 

ホームカミング制度で深まる絆 � 

熊本ＲＣ例会に参加するルチさん（中央） 

内藤ガバナーらに書を贈った魯さん（左から 2 番目）
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ガバナーエレクト事務所

HP開設のお知らせ rotary-2830ge.org830ge.orgge.o

お
せら知

　この度、「ProjectLINK 一覧」2009-10年度第２号の日本語訳が完成し、RI
ウェブサイトの日本語ページからダウンロードできるようになりましたことを
お知らせいたします。
　今回、アフリカ、南アジア、東アジア、太平洋地域で支援を必要としている
69件のプロジェクトが新たに追加されました。ジョン・ケニー会長の強調事
項である保健と飢餓、識字率向上、水の分野に関連したプロジェクトを支援す
るため、クラブにもこの資料を配布していただけますようお願いいたします。
ProjectLINK のデータベースは英語のみとなりますが、援助を必要とするプロ
ジェクトを検索する上で、日本のロータリアンの皆さまにもご利用いただけま
す。データベースには毎月新しいプロジェクトが追加されています。
　日本のロータリアンによる国際奉仕活動にこの資料をお役立ていただければ
幸いです。また、この一覧が、プロジェクトを探す際の一助となることを心よ
り願っております。ProjectLINK に掲載されているプロジェクトに寄付をして
くださるクラブのために、RI は、実施国側提唱ロータリー・クラブへの寄付
金送金をお手伝いさせていただきます。クラブが、掲載されているプロジェク
トの支援を行う場合、世界社会奉仕送金書式にご記入の上、日本事務局までお
送りください。
　今後も引き続き「ProjectLINK 一覧」の日本語版を発行していくためには、
この資料が日本のロータリアンの皆さまにとって役立っているかどうかを確認
することが重要となります。つきましては、この「一覧」に関するクラブから
のご感想を当方までお知らせいただければ幸いに存じます。
　人道的奉仕に尽力される皆さまに、今後とも変わらぬご支援をお願い申し上
げます。

Susan Schneider（スーザン・シュナイダー）

Supervisor, International Service Programs
（国際奉仕プログラム担当課スーパーバイザー）

国際ロータリー
電話：1-847-866-3301
ファックス：1-847-556-2182
Eメール：susan.schneider@rotary.org
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(2010.3.31現在 )

入会会員　（ＳＰ＝スポンサー）　

会員動静

中村　伸一さん
2010年2月1日入会

大畑RC

対馬　　覚さん
2010年2月18日入会
SP：成田俊介会員

波岸　正会員

弘前西RC

種市　昭子さん
2010年3月2日入会
SP：原田憲一会員

東北RC

退会会員

野辺地ＲＣ　　木村龍太郎さん　　2010.２.26

お
せら知

地区内RCの皆様からいただきました ハイチ地震救援金

¥545,071 US$  5,871.08
1$=92.84（2010年3月25日のレート）

ロータリー財団のハイチ地震救援基金口座へ送金致しました。
ご協力ありがとうございました。

2010年4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。

《各クラブの担当者様へ》
お手数をお掛けしますが、ご送金の際は、

送金明細書はファックスにてお送り下さいます様お願い申し上げます。

ロータリーレート
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2010年４月　行事予定表
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2009-2010年度　2月出席報告


