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（2010年5月15日～１６日／於 プラザホテルむつ）バトンタッチ
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1）感　謝
　去る5月16日の地区協議会２日目、中村義

弘インカミング・ガバナーに、ガバナー・バッ

ジを伝達致しました。ここまで辿り着けたの

は、黒田国際ロータリー理事、山崎直前ガバ

ナーはじめパストガバナーの皆様、６人のガ

バナー補佐、地区委員長と委員の方々、笹垣

幹事長はじめ地区幹事やガバナー事務所ス

タッフなど、地区リーダーの皆様にご指導ご

鞭撻賜ったお陰であります。さらには、地区

大会をはじめとする地区全体に関するプログ

ラムの殆ど全てをホストとして乗り切って下

さった八戸及びコ・ホスト・クラブの皆様に

親身になって支えて頂きました。　

　特に有り難かったことは、「洒落たいなか」

と訳の解らぬ地区運営方針を掲げたにもかか

わらず、クラブの会長・幹事さんはじめ、多

くのロータリアンに賛同して頂いたことです。

深く感謝申し上げる次第です。

　まだあとひと月任期が残っておりますので、

92％過ぎたところです。しかし恐ろしい言葉

が立ちはだかります。

「ことの９割を持って、第一歩と心得よ！」。

私の母体、八戸クラブの吉田昌平大先輩から

教わった言葉です。

　今後どうするか？　コメンスメントであり

ます。

コメンスメント
Commencement

国際ロータリー第2830地区

ガバナー　村　井　　　達

2）コメンスメント
　Commencement

　アメリカ合衆国では卒業式（学位授与式）

のことをコメンスメント commencement と

言います（同じ英語でも英国ではグラジュエ

イション graduation）。このコメンスメント

の本来の意味は「開始、始め」です。

　すなわち、卒業とは「終了、終わり」では

なく、「これから始める　コメンスする」こ

とを意味しているわけです。

　不肖ながらも私の好きな言葉の一つです。

原則的に全てのロータリアンは、ひとまずこ

の６月で任期が終了する訳ですが、これを一

年間培ったことの修了として捉え、今後へ向

けてコメンスして頂きたいと願う次第です。

3）洒落たいなか創りの実践
　直前ガバナーとしての私のコメンスメント

の典型が「洒落たいなか創りの実践」であろ

うと思量しております。

　「洒落たいなか創り」には長期を要するこ

とは自明の理であっても、不遜ながら、余命

いくばくもない私の生存中に、この2830地区

が、青森県が、少しでも洒落られるようにし

たい！　という望みを持っております。

　この言葉は本来発想転換を促すために考え

た言葉でありますが、そこに住む人達がこの

巻頭言
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発想転換を実行しなければ、我が県の恵まれ

た豊かな経営資源をモノに出来ません。

　有り難いことに、レイ・クリンギンスミス

次期会長の「地域を育み、大陸をつなぐ」と

言うテーマを、中村義弘次期ガバナーがその

まま地区運営方針として下さいました。「洒

落たいなか」も、新たなテーマに従って更な

る展開ができることになりました。

　ガバナー時代に多忙で出来なかった「水、

保健・飢餓克服、識字」、そして新年度の６

つの RI 強調事項の高度化版、青森県版の構

築の実行、「洒落たいなか創りの行動」のコ

メンスメントを希望しております。

　世界に目を向けつつ、苦しみでも楽しみで

も、地域やロータリーのお役にたてれば……

と願っております。

ガバナー月信５月号の巻頭言で報告しました、

RI第3660地区との姉妹締結延長調印の
締結証書です。
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十和田ロータリークラブ
創立₅₀周年記念式典を終えて

日　時:2010年４月24日㈯
会　場:富士屋グランドホテル

十和田ロータリークラブ
創立50周年記念
　　式典委員長　太　田　　　薫

1Report 

　去る４月24日十和田市に於て、当クラブ創
立50周年式典が開催されロータリアンの多数
の御参会のもと大成功のうちに終えることが
でき会員一同心から感謝いたしております。
　顧みますと当クラブは、1967年中華民国宜
蘭ロータリーと姉妹クラブ締結以来、国際奉
仕活動を大きな柱として、子弟交換、児童書
画の交換、体験交流等々……。相互訪問を実
に43年間続けて参りました。
　更には三本木農業高等学校にインターアク
トクラブを設立、20年の年月を重ね、生徒は
老人ホームへの慰問、美化運動など様々なボ
ランティア活動に邁進しておるところでござ
います。

　又、当クラブの活動の環境保全の一対策と
して平成５年、当時の営林署より黒森山分収
林を１町歩借り受け、三農インターアクトク
ラブの積極的な協力を得て植林、そして下草
刈り等、現在も長期17年間に亘り続けており
ます。
　私たちはロータリー相互の親睦を深めなが
ら、今後とも「ロータリー精神」を世界へと
広げ「人は人によって人となる」ことの大切
さを愛と英知をもって多くの人々に希望が与
えられるよう鋭意努力し「何を求め」「何を
なすか」を確立し、創立50周年を契桟に歩み
続けて参りたいと思っております。

台湾、宜蘭ロータリークラブとの記念品交換
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ロータリーの第2標語は
｢ONE Profi ts Most Who serve Best｣

となりました。
2010年規定審議会報告

日時:2010年４月25日㈰～30日㈮
於:アメリカ シカゴ

RI2830地区規定審議会
　　代表議員　川　口　彰五郎

（おいらせRC)

2Report 

　３年に１度の規定審議会は去る４月25 ～
30日までの６日間に渡ってシカゴのホテル、
マリオットダウンタウン・マグニィフィセン
トマイルで行われた。
　初日、25日㈰は午後よりオリエンテーショ
ンが行われ、ロバート議事法による審議の進
め方の説明を受ける。提案者の提案理由の説
明は２分以内、その案件に対して賛成（緑）、
反対（赤）、質問、動議、修正案等の発言者
は黄色の札を掲げてマイクの前に順番に並ん
で１分30秒以内で意見を述べる。陳述中時間
が迫ってくると青ランプが黄色に変わり、時
間切れになると赤ランプが点灯して発言は打
ち切られる。採決は15秒（後半は10秒）以内
に電子投票のボタンを押さないと棄権となる。
結果は即時スクリーンに表示され議長により
決裁される。何回か模擬テストをして議事進
行の要領を学び明日以降にそなえる。
　翌26日㈪から30日㈮まで、中日の28日㈬の
午後、休養又は RI 本部視察を除いて、朝の
８時30分から（時には８時から）夕方18時ま
で昼食とコーヒーブレイク以外は座りっぱな
しである。
　立法案は全部で219件、世界531地区から集
まった代表議員より審議され、制定案は47件、
決議案は19件採択された。制定案は RI の組
織規定の改正（RI の定款細則、標準ロータ
リークラブ定款が含まれる）。決議案は組織
規定の改正を求めない立法案、制定案以外の
案件である。修正案も含めて採択率は約30％

であった。シンプルな案件は５～６分で採決
されるが甲乙付け難い、又は重要案件につい
ては30 ～ 40分をついやす場面もあった。直
前の取り下げや提案者の不在（却下）もあり、
又類似の案件が続出することもあり審議の趨
勢で通過の見通しのない案件は事前に提案を
取り下げる事も多くあった。そのお陰で当初
期日内に全部処理するのは困難に思われたが、
後半は却下されたのが多かったので時間延長
なしで終えることができた。
　審議会の議長は副議長と交代で精力的に議
事を進め、要領よく多数の議案を処理してい
た。原則として賛成 ･ 反対同数の意見を求め、
審議が停滞した時は動議により採択に移行し、
だらだら審議にならない様に配慮されていた。
ベテラン議長、副議長の議事進行振りは流石
だと感じた。
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　日本からの提案は28件あった
が却下されたのが多く採択され
たのは４件のみであった。
①制定案10－23　出席規定適用
の免除に関する規定を改正す
る件。

　出席規定の免除を受けた会員
は、本クラブの役員又は理事
となる資格を持たない。
②制定案10－2柒　出席記録の算
出に関する規定を改正する件。

　出席規定の適用を免除された
会員が例会に出席した場合、
クラブの出席率の算出に使う会員数と出席
者数に含まれるものとする。
③決議案10－⓺⓹　新入ロータリー ･クラブ会
員を対象に研修セミナーの実施をガバナー
に義務付けることを検討するようRI 理事
会に要請する件。（修正可決）

④決議案10－1⓼2　「社会奉仕に関する1923
年の声明」の第一項を奉仕の哲学の定義と
して使用することを検討するようRI 理事
会に要請する件。

　その他採択された立法案が66件の内、当地
区に関係ある主なる案件は下記の通りです。
10－0⓺	（制定案）Ｅクラブを規定する件

（理事会提案）　修正採択
⇒理事会は１地区に２つまでのＥクラブを指

定することができる。Ｅクラブの所在地域
は全世界もしくは理事会の定めた通りとな
る。（Ｅクラブとは電子的通信手段を通じ
て会合するＲ . Ｃ）

10－⓺1	（制定案）地区協議会と会長エレクト
研修セミナーの開催時期を変更する件

　修正採択
⇒地区協議会は４月あるいは５月を、３月あ

るいは４月に変更、PETS は３月中から２
月中に変更する。

10－⓼柒	（制定案）第⓹奉仕部門、「青少年奉仕」
を加える件 修正採択 
⇒「新世代奉仕」と修正され採択。

10－12柒	（制定案）人頭分担金を増額する件
　 修正採択
⇒2010︲11年度50ドル、2011︲12年度51ドル、
　2012︲13年度52ドル、2013︲14年度53ドル

10－1⓺⓹	（決議案）RI の第二の標語を改正す
る件

⇒日本のロータリアンの最も関心の高いロー
タリーの第２モットーが　

　They profi ts most who serves best から
　ONE Profi ts Most Who serve Best　
　になり採択されました。

10－1⓺柒（制定案）地区の境界を変更する理
事会の権限を改正する件（理事会提案）

	 修正
⇒クラブ数33未満あるいは会員数1200名未満

なら地区の境界を変更できる。2012年７月
１日までは30クラブ未満、1000人以下のま
ま。

10－1⓼2	（決議案）「社会奉仕に関する1⓽23年
の声明」の第一項を、奉仕の哲学の定義と
して使用することを検討するようRI 理事
会に要請する件

（これは非公式なものです。公式なものは RI
から後日発表されます。）

　簡単ですが以上をもって報告と致します。
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地区協議会開催報告
日　時:2010年５月15日㈯～16日㈰
会　場:プラザホテルむつ　

地区協議会実行委員長
　　山　本　文　三

（むつRC)

3Report 

　東第１分区で初開催の地区協議会は、「遠
くて、不便で、何もない」と言われ続けて
来た「むつ」の地でしたが、出席人数の懸
念をよそに、お蔭様で314名の登録を頂くこ
とができました。実行委員会を代表し、心
より厚く御礼申し上げます。
　本会議１では、「地域を育み、大陸をつなぐ」
のRIテーマを捉えた中村インカミングガバナー
の地区運営方針も示され、とりわけ、ロータリー
財団の「未来の夢計画」へ対し、パイロット
地区としての取り組みと抱負を述べられました。
　本会議２は、各クラブの会長エレクトを中
心に「クラブの活性化」、「魅力ある例会」、

「奉仕プロジェクト」と３つの分科会に分か
れて、RLI 方式によるセッションに突入。リー
ダーには小林孝雄 PG、笹森　剛 PG、鐘ヶ
江義光 PG にそれぞれ努めて頂きました。
　限られた時間で、どこまでテーマに沿った討
論ができるか、一抹の不安もありましたが、参
加された皆様のご協力を得て、短時間にも拘ら
ず、実りあるものになったと自負致しております。

　２日目の本会議において、中村 IG より「RI
の強調事項と地区目標」についての基調講話
後、①黒田正宏 RI 理事の「国際ロータリー
の役割と各ロータリークラブのあり方」、②島
村吉三久次期Ｒ財団地域コーディネーターの

「RRFC 研修と未来の夢計画」についての講
話があり、続いて村井ガバナーをコーディネー
ターにパネルディスカッションを行いました。
　今回の地区協議会は、実質１日半と去年より
短縮バージョンでの開催となりましたが、その
分、中身の濃い研修内容に意を用いたつもり
です。ご不満や数々の不行き届きの点等は何
卒ご寛容をもって、ご容赦賜りたいと存じます。
　プログラム策定に当たって、次期研修リー
ダーの山崎直前ガバナーに、何度も校正を
お願いし、お手を煩わせる結果となりました
ことを改めて深謝申し上げます。
　この２ヶ月間、昼夜を問わず準備に奔走
し、献身的に支えてくれたガバナーエレクト
事務所のスタッフ、次期地区幹事の皆様に
は、大変お世話になりました。　多謝。
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2010 年 5 月 14 日発行 [月刊] 
（財）ロータリー米山記念奨学会 

1,176,524,765

1,339,500,695

1,274,832,328

1,270,145,320

1,276,142,057

154,617,164

177,072,431

181,435,009

187,191,808

¥1,494,117,859

¥1,451,904,759

¥1,451,580,329

¥1,463,333,865

2009-10年度

2008-09年度

2007-08年度

2006-07年度

2005-06年度

4月末までの累計

5月＋6月 ���14億5�万円
（800������）

4 月までの寄付金は、前年同期と比べて 12.2％減、約 1億 6千万円の減少となりました。普通寄

付金が 2.5％減、特別寄付金が 16.6％減で、依然として厳しい状況が続いています。ただ、今月は、

個人・法人・クラブからそれぞれ 100 万円の大口寄付を 6件いただき、前年同月との単月比較では

約 1千万円増となっています。 
 

 

個人寄付  藤井秀久氏（高崎北ＲＣ） 郡 愛子氏（東京小石川ＲＣ物故会員のご親族） 

法人寄付  妙高企業株式会社（横浜鶴見北ＲＣ 藤林豊明氏） 

      福山瓦斯株式会社（福山ＲＣ 松本茂太郎氏） 他、匿名希望 1件 

クラブ創立記念寄付 東京江北ＲＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月末現在、普通寄付金の下期分をまだ納めていないクラブが 67 クラブあります（前年度 45

クラブ）。今年度も残り 1 カ月半ですので、地区関係者の皆様のご協力をお願い申し上げます。 

4 月には、中国と台湾の学友から多額の寄付をいただきました。現在、弁護士

として中国で活躍し、中国米山学友会の初代会長を務める姫
ジ

 軍
ジュン

さん（1995-97

／東京臨海ＲＣ）は、「米山奨学会から受けた恩を次の世代に返したい」と、2007

年から毎年 50 万円を米山奨学会に寄付。今回で累計 216 万円

に達し、第 21 回米山功労者メジャードナーとなりました。こ

れは、学友の寄付金累計としては過去最高額となります。姫軍

さんは、第 2750 地区のホームカミング招聘を受け、今月下旬に来日し、5 月 30

日の東京米山友愛ＲＣの認証状伝達式で記念講演をする予定です。 

また、台湾学友会の前会長である阮
げん

允
いん

恭
きょう

さん（1971-74／神戸ＲＣ）も、4 月

に世話クラブの神戸ＲＣを訪問した際に、クラブを通じて 10 万円を寄付してくれました。 

これまでに学友から寄せられた寄付金の累計額は、4月末現在で 1,417 万円にのぼります。 

中国・台湾の学友からの寄付 � 

寄付金速報 ― やや回復するも厳しい状況 ― � 

寄付金の推移（過去 5 カ年） 

高額寄付をしてくださった皆さま ～ご支援に感謝申し上げます～ 

普通寄付金のお願い 

今月（5 月）＋6 月の寄付が前年と同額の場合
は、1 億 1,900 万円が不足してしまいます！ 

阮允恭さん 

姫 軍さん 
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Global Voices from Japan（GVJ）「外国人の見る日本」コラ

ムコンテストが開催され、米山学友の晏
あん

英
えい

さん（中国／2006-07

／市川大門ＲＣ）の応募作品『祖母の逝去』が最優秀賞に輝き

ました。このコラムコンテストは、留学や仕事で日本に関係・

関心を持つ外国人を対象に募集されたもので、453 点の応募作

品の中から、最優秀賞 1 点と優秀賞 3 点、その他各賞 6 点が選

ばれました。今回の受賞について、晏さんは「望外の喜びであり、

光栄の極みです。このコラムは、私の 7 年間の日本に対する愛

情の蓄積と、その年月遠く離れたところから祖母を想うことしかできなかった複雑な感情を、濃縮

させて素直に表現したものです。私はこの国が大好きで、第 2の故郷だと思っております。皆様と

共に、中日友好、国際交流に対する意識を高め、ますます力を尽くしていく決意を新たにしたいと

思います」とコメントを寄せてくれました。5 月 13 日に国際文化会館（東京都港区）で開かれた授

賞式で、晏さんには、GVJ 評議員会議長の明石康氏よりトロフィーが授与されました。なお、今回

のコンテストの受賞作品は、GVJ ホームページ（http://glovoicesjp.com/）に掲載されています。 

米山学友を中心に設立された最初のクラブ、台北東海ＲＣの創立 15 周年記念式典が 4 月 10 日、

台北市内のホテルで盛大に開催されました。同クラブは、台湾で日本語を公用語とする珍しいクラ

ブであり、交流のある日本の 10 クラブからも 130 人が出席しました。創立会長の徐重仁
じょじゅうにん

さん

（1976-77／平塚ＲＣ）は、この 15 年を振り返り、「歴代会長のリーダーシップの下、クラブ運営、

国際交流、社会貢献に多くの成果を残し、日台文化交流の懸け橋として積極的に活動してきました。

順調な発展を続けることができたのも、

台湾・日本ロータリーの諸先輩方のおか

げです。今後も私たちは努力を続け、社

会とロータリーへの貢献に尽力してまい

ります」と語っています。 

 

第 2530 地区（福島県）に設立された新世代中心のロータリークラブ（ＲＣ）、

「福島グローバルＲＣ」の国際ロータリー加盟認証状伝達式が 4月 25 日に開催

されました。同クラブは財団学友やＧＳＥ、米山学友が発起人となって設立さ

れたもので、創立会員 22 人のなかに米山学友が 2人含まれています。 

発起人の一人で、クラブ国際奉仕委員長に任命されたチンタカ・クマーラ・

ウィジェシンヘさん（スリランカ／1997-98／郡山安積ＲＣ）は、「米山奨学生

になって以来、世話クラブのご協力を得て、母国のためにさまざまな奉仕活動を行うことができた。

今度は私が、お世話になった当地区で地域社会に貢献し、スリランカと福島を結ぶ更なる懸け橋に

なりたい」と、決意を語りました。また、もう一人の創立会員、池
チー

慧
フェイ

詩
シャイ

さん（マレーシア／2005-07

／帯広東ＲＣ）は、「ロータリーにお世話になった恩返しの気持ちで、皆さまと一緒に社会奉仕を

実践していきたい」と話しました。 

 
（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

 

コラムコンテストで学友の晏英さんが最優秀賞受賞！ � 

米山学友が福島グローバルＲＣの創立会員に ５ 

台北東海ＲＣが創立１５周年 � 

明石氏から授与されたトロフィーを手
にする晏さん（左） 

チンタカさん 
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（2010.4.30現在）寄付状況
ポールハリスフェロー

相場　　博さん
三沢RC

伊藤　孝史さん
三沢RC

小比類巻雅祥さん
三沢RC

中屋敷義美さん
三沢RC

古間木勝弘さん
三沢RC

阿部　　勝さん
三沢RC

北村　安信さん
三沢RC

浄法寺雪雄さん
三沢RC

新田　　真さん
三沢RC

元木　　太さん
三沢RC

稲川三津雄さん
三沢RC

木村　充良さん
三沢RC

天間　勝則さん
三沢RC

萩　　直之さん
三沢RC

吉田　隆一さん
三沢RC

石岡　倉松さん
三沢RC

黒田　雅行さん
三沢RC

中野　秀男さん
三沢RC

福田　　敦さん
三沢RC

和久　陸夫さん
三沢RC

小渡　康朗さん
八戸RC
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（2010.5.31現在 ）

入会会員　（SP=スポンサー）　

会員動静

秋田　幸男さん
2010年5月10日入会
SP:鈴木順三会員

弘前RC

松村　一範さん
2010年3月24日入会
SP:松原弘吉会員

八戸RC

浅野　浩一さん
2010年5月10日入会
SP:髙野　悟会員

弘前RC

柳谷　　敬さん
2010年5月1日入会
SP:齋藤博二会員
　　 久保　誠会員

むつRC

中村　節雄さん
2010年4月6日入会
SP:工藤一男会員

青森モーニングRC

野口　東八さん
2010年4月26日入会
SP:鈴木順三会員

弘前RC

退会会員

弘　前RC	 齋藤　　齊さん	 2010.４.1
弘　前RC	 佐々木春雄さん	 2010.４.1
弘　前RC	 髙橋　義孝さん	 2010.４.1
弘　前RC	 松下　政義さん	 2010.４.1
弘前西RC	 古川　良彦さん	 2010.４.30
八　戸RC	 小林　和弘さん	 2010.４.30
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2010年6月　行事予定表
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2009-2010年度　４月出席報告


