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Governors Message
ハーバートJ.テーラーが経営危機に陥ったクラブ・アルミニュウム社の再建を頼まれたことが「四つのテスト」が生まれ
るき っかけになったと言われています。
それでは再建を依頼された1932年はどんな時代だったのでしょう？1929年に始
まった世界大恐慌はアメリカ経済を未曾有の低迷に陥れ、
アメリカ社会は何百万人もの失業者のあふれる混沌の状
態にありました。事業家たちは自分の儲けだけを優先するあまりに、偽装、詐称は言うに及ばず、脅迫、強要など、
まさ
にギャングの世界のルールが社会のルールになったような状態でした。
もともと信仰心が篤く、道義心の強かったとい
われるテーラーは「こんな世の中だからこそ事業を成功させるための倫理訓」
として「四つのテスト」
を完成させたとい
われています。
日本では5・1・5事件（犬養首相暗殺事件）
が起き、
外国では上海事変、
仏大統領暗殺事件が起き、
ナ
チスが台頭した時代でした。
それでは「四つのテスト」が生まれた時代と今とを比べてみましょう。
今はその当時に比べ、
さまざまな社会法制や経済法制も完備し、
取り締まり能力も事業者のコンプライアンス指向も当
時とは比べものにならないくらい進歩した時代だといえます。
しかしどうでしょう?偽装や強要はなくなるどころか法の目をかいくぐって横行し、
ただずるがしこくなっただけのように思
わ れます。
「既得権」は根深く社会の中に根を張り、
若者の意欲を削いでいるようにも感じます。
「既得権」は「こね」や
「情実」
と 言い換えることもできます。
その結果、
自分さえよければという風潮はさまざまな生活上の底流になっていると
も感じます。
（矮小していえば、
「安ければよい」や「便利ならよい」は、
ひと時代前なら目標としては正しかったかもしれ
ませんが、
今は自 分の生きているコミュニティに対するセンスのなさとは言えないでしょうか。
「こだわり」や「地産池消」
はモンロー主義的かもしれませんが、
地方のコミュニティの生き残るすべのような気もします。）
こんな考えのもとに「四つのテスト」
を考えてみませんか?と皆様に問いかけたのです。PETSでの宿題にはこういう私
の思いが背景にありました。
皆様からたくさんの回答をいただきました。
その中には「七つのテスト」
という
「四つのテスト」の原型となったものと同じ
七項目のものもありました。
「想い」
を表すものや「目標」
を掲げるものもありました。大変ありがとうございました。
「ロータ
リー」が今なお職業奉仕の理念を掲げるのは、
あたかも
「ロータリー」が社会奉仕の団体だと思われている時代に
あっても、
「ロータリアン」たろうとする
「思い」の延長線上にある
「社会奉仕を目指す」団体であるからに相違ないと考
えます。職業奉仕にとどまっていては今日のロータリー活動は成り立たないと思いますが、職業奉仕なくしてはロータ
リー活動の意味はないと考えます。
まだガバナー任期は残りがあります。
機会をとらえて勉強できればと思っております。ぜひ皆様も炉辺会合などで語って
みてはどうでしょう。
答えは一つではありません。答えはあなたの心 に生まれるはずです。

次年度のテーマとロゴマーク
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世界理解月間に寄せて

弘前アップルRC
RI第2830地区パストガバナー

関場 慶博

地球上には70億人の人間が200の国々に分かれて住んでいます。国境を越えて多くの民族があり、異なった宗教を
それぞれが信じ、
言葉も生活習慣も違います。貧富の差もあります。今現在も世界の多くの場所で紛争があり、
テロが
あり、
そして戦争があります。世界の人々が仲良く過ごすことはできないのでしょうか?世界に平和をもたらすことは不可
能なのでしょうか?世界の厳しい現実を目の当たりにすると、時として無力感にとらわれてしまいがちです。
「協力と親
善がこれほど必要とされることは今までなかった。利己主義と不信と恐れが蔓延すれば、災難が不可避の結果とな
る。世界の福祉のためには、
より良い生活条件や健康状態の恩恵…を相互扶助の精神で万人の間で分かち合うこ
とが必要だ」今から70年以上前に、
国際奉仕がロータリーの綱領（目的）
の一部になった間もない頃のチェス・ペリー
事務局長の言葉です。初期のロータリーは、
クラブ奉仕、
社会奉仕に焦点を当てて活動をしていました。
その後、
1914
年に、
イギリスとアイルランドの8つのロータリークラブが祖国ベルギーに逼迫していた戦争の難を逃れてやってきた難
民に住居を提供しました。1919年に、
竜巻と津波が米国テキサス州を襲い、
多くの死者と大被害を出した際、
他国の
ロータリークラブは災害救援義捐金を送りました。1923年に関東大震災が起こったときは、
日本の被災者の救援のた
めに当時のお金で40,000ドルを国際ロータリーは送ってくれました。
この厚意に対して、東京ロータリークラブは2年後
に米国の竜巻被害者を援助するために、25,000ドルを送り返したのです。最近では、3・11の東日本大震災の際に世
界のロータリークラブから多くの救援金が送られてきたことは皆さまもご存じのことでしょう。
もちろん日本のロータリーク
ラブも世界各地の多くの災害救援に多額の義捐金を送っています。
これは何よりも、
世界で困難にあった人を看過で
きない。
少しでも困っている人たちを助けようという善意の現れです。
もちろんお金だけではありません。1927年からデン
マークと米国の間、
デンマークとフランスの間で青少年交換が始まりました。
これは若い可塑性がある心に、
異文化理
解の大切さを植え付けるためのプログラムです。
日本には米山記念奨学プログラムがあり、
日本に来て勉学に励んで
いる留学生へ奨学金を提供しています。
米山奨 学生は日本の日本人の最も良き理解者となるからです。
世界の平和は、
一人の人間と一人の人間との間の心の交流・理解から始まります。国際理解・親善ほど今こそ大事な
時はありません。

Let there be peace on earth, and let it begin with me
（世界が平和でありますように。
そしてそれは私から始まりますように）
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「米山学友会総会」報告

地区米山委員長

工藤 真人

去る平成26年1月19日(日)の米山学友会総会を開催いたしました。米山学友会とは、
奨学期間が終了した元米山奨
学生と現役奨学生によって組織されている会です。2830地区にも米山学友会が存在していましたが、
3.11東日本大
震災や学友会会長の転勤などで休止状態が続いておりましたが、
このたび、
2830地区米山学友会として、
再スタート
する運びとなりました。
当日は、
ガバナー、島村PG、
はじめロータリアン17名、米山学友5名、現米山奨学生5名の出席
で行われました。
ガバナー挨拶のあと松本PGより2830地区学友会の設立経緯と現状の説明がありました。2830地区
で現在までお世話した奨学生は、
112名に上ります。内25名が日本在住で2830地区在住の学友は5名です。
また、
他
地区出身の米山学友で2830地区在住の学友は8名です。我々ロータリアンがお世話した奨学生が日本のみならず、
世界で活躍しています。皆様のおかげで2830地区米山学友会を再始動することができました。今後いろいろな場面
で活躍していただけると確信しておりますので、
何卒よろしくお願いいたします。
新米山学友会の役員
●会長：グエン・チ・ギアさん
（2004〜2005）
出身国：ベトナム／世話クラブ：青森北東
勤務先：青森中央学院大学
●副会長：李相潤さん
（1998〜1999）／出身国：韓国
世話クラブ：函館東／勤務先：青森県立保健大学
●副会長兼会計：左爽さん
（2007〜2008）／出身国：中国
世話クラブ：大鰐／勤務先：弘前中央青果（株）
●監事：金叶竹さん
（2011〜2013）／出身国：中国
世話クラブ：弘前東／勤務先：青南商事
（株）
●監事：工藤真人／現米山委員長／青森RC
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第3回青少年交換委員会オリエンテーション報告

八戸北RC

地区青少年交換委員長

川﨑 益美

2013年12月21日
（土曜日）
の午後12時30分から16時までの予定で、
八戸市の「きざん八戸」で開催いたしました。参
加者は来訪学生2名はじめ、派遣予定学生、帰国学生、
スクール・カウンセラー、
ホストファミリー等、合計21名で開催
いたしました。
内容は、
テーブルマナー研修、
病気の訴え方、
４Dルール、
危機管理に関して等です。
昼時でもあり、
開会の趣旨を述べた後、
すぐに専門のスタッフから一通り説明を受けながら、
早速食事をしながら、
フラ
ンス料理のテーブルマナー・コースで研修に入りました。
特に、
次年度派遣される寺澤花恋さんは、
いずれ毎日フォークとナイフの生活が始まると思うので、
真剣に研修してい
ました。
また、八戸北ロータリークラブでホストしている、
アメリカ・オハイオ州からきているジェイク君が、尾形潤さん宅から小林
幹人さん宅に移動のタイミングでもあり、
小林さんご一家みんなで参加してくださり、
食事をしながらコミュニケーションを
して、
有意義な機会になったようでした。
弘前アップルロータリーでホストしているライン君も久しぶりにジェイク君と再会できて喜んでいました。
概ね2時間かけてテーブルマナーの研修をして、
その後休憩を挟んで、
病気の訴え方を勉強いたしました。特に病気
のために一時帰国いたしましたジェイク君からその後の経過等を説明してもらいました。
また、
「和英医療ポケット百
科」
を配布いたしました。
４Dルールと危機管理に関しては、
委員長がパワーポイントでスクリーンに映してみんなに説明いたしました。
最後に、
ガバナーから
「とても勉強になりました」講評をいただき無事終了いたしました。
次年度はさらに内容を濃くして、
研修をしたいと考えております。

【国際協議会報告】
「ロータリーに輝きを」ホァン氏が呼びかける
「ただ座って暗闇を呪うよりも、
ロウソクを灯したほうがいい」
ロータリー設立の約2,400年前を生きた中国の思想家、孔子の言葉を引用した。孔子の教えに心を動かされたゲイ
リーC.K.ホァン国際ロータリー会長エレクトは、
2014-15年度のテーマを
「ロータリーに輝きを」
（Light Up Rotary）
とす
ることを発表しました。
「世界には問題が山積み となっており、
大勢の人が助けを必要としています。
しかし、自分にで
きることはない と言って、
何もせずにただ座っている人が大勢います。
これでは、
何もかも暗闇のままです。
ロータリーの考え方は、
孔子と同じです。
ロウソクを灯すのがロータリーです。私が一本、
あなたが一本。
こうして、
120万
人の会員全員がロウソクを灯します。
力を合わせれば、世界を光で輝かせることができるのです」
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青少年交換報告書「澁谷 菜佳」①
氏名／澁谷 菜佳（SP/弘前アップル）
派遣先／アメリカ
スポンサーRC名／Kenosha Westクラブ D 6270
ホストRCカウンセラー／Michael Pitts
ホストファミリー名／Richard and Julie Craig
ホスト期間／２０１３年８月２９日〜２０１３年１２月
ホストチェンジ予定日／２０１３年１２月〜２０１４年１月の間
【9月の報告／2013年9月30日メール】
＊総合評価／５
＊健康状態／４
時折頭痛を感じることがあったが、
おそらく時差に慣れていなかったためだと思われる。
近頃はない。
＊学校の状況／４
友人が複数いて、
何かと手伝ってくれる。英語を聞き取れないことは多いが、
どうしてもだめなときは筆談で意思の疎通を図って
いる。先生も親切なため問題ない。
日本に興味をもって話しかけてくれてとてもうれしい。
ただ、宿題関連でトラブルがあったの
で、
今後気を付けようと思う。現在は解決した。特に苦はない。
＊ホストファミリーとの関係／５
親切で素敵な人たちである。多趣味で、
毎週土日は何かしらに連れて行ってくれるので退屈していない。
特に問題はない。
＊ホストロータリークラブとの関係（例会出席回数・１回/月）
ウィスコンシンに来ている留学生と触れ合う機会があった。
九月の第二週目の土日。
ウィスコンシン内のキャンプ場に一泊二日で
オリエンテーションを行った。
あれだけさまざまな国の人と話す機会はそうそうないだろう。
貴重な体験をした。
＊その他／友人がたくさんできた
（私にしては）。具体的な数は数えられないので省略。
その中で特に一緒にいる機会の多い
四人と子供だけでショッピングに出かけ、
スターバックスでちょっとしたものをつまみながらおしゃべりというなんとも女子高生らしい
体験をした。楽しかった。
１０月の第一金曜日にFirstFrydayというイベントがあるらしいので、
別の友人と楽しんでくるつもり。共
通の趣味の子もいる。問題ないと思われる。
【10月の報告／2013年11月1日メール】
＊総合評価／５
＊健康状態／５
時差ボケもすっかりなくなった。 いたって健康。食事に気を使っているので体重の増加も抑えている。
＊学校の状況／５
とても楽しい。昼休みに友達と一緒にご飯を食べるのが何より楽しい。
四期制の学校で、
一期目が終了した。
遊びにもよく誘われ
る。余談だがアメリカの１６〜１８歳の高校生は車があってとてもうらやましい。
アメリカは車があるのとないのとでは楽しめる範囲
がまったく違うだろうと思う。
＊ホストファミリーとの関係／５
最近忙しそうだ。
だが今月
（１１月）
にシカゴにつれていってくれるらしい。
楽しみである。
家族同様の扱いであってもやはり他人なんだなと思う瞬間が何度かあるが、
悪いことではないし、
むしろそういう瞬間があるから
こそ見えることや楽しめるものがあると感じている。
＊ホストロータリークラブとの関係（例会出席回数・１回/月）
忙しい人たちで定例会に出席することがそんなにない。一分ほどのスピーチは行った。
スピーチを作るのがとても楽しかった。
日
本とアメリカのあいさつの違いについてのスピーチで、
みんな興味を持って聞いてくれた。
ありがたいことだと思った。
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青少年交換報告書「澁谷 菜佳」②
それから、
どうやら私が出席している定例会は私のホストクラブのものではないらしい。学校の関係でケノーシャではなくラシーン
に滞在している(私のホストクラブはケノーシャ西クラブ)ので、
ラシーンのクラブに出席している。
ケノーシャ西クラブの人とは何度
かやり取りしているが、
月一でもらえるお金をこの二か月一度ももらっていない。特に困ってはいないが、
そろそろ相談しようと思っ
ている。
＊その他／前回述べたファーストフライデーだが、
雨で中止になってしまった。残念だった。
そのかわりに近くのお店に友達と入
り、
チャイラテを飲んだ。
ものすごくおいしかった。
そのうち古着屋に買い物に行こうと計画している。
シカゴが楽しみである。
【11月分報告／2013年12月10日メール】
＊総合評価／５
＊健康状態／５
寒くなってきたため、
マフラーを購入。
それでも初体験の-20度を下回る温度には心が折れそうになる。
それ以外は特にない。健
康である。
＊学校の状況／４
11月は友人関係で少しトラブルがあった。私を通して知り合った友人同士の仲が悪く、
昼食を一緒にとっていても気まずい空気
になってしまった。私の友人Aの性格が、
もともとグループを作って昼食をとっていたBたちには気に入らなかったらしい。私がB
たちといっしょに昼食をとっていることを知ったAは、
「サイカがそこにいるなら」
と昼食の時間に輪に加わるようになった。
これは9
月半ばからずっとそうだったのだが、招かれた私と違い、Bたちは勝手にやってきたAが気に入らなかったらしい。
またAの少々
相手の気持ちを読むことに長けていない性格が災いし、
一度口論になった。私はそこで初めてAがいろいろと友人に迷惑をか
けていたことを知り、
反省。Aに「友人に迷惑をかけるのはやめてくれ」
と伝えるが、
Aはいたって普通に生活していただけで、
な
にが迷惑なのか理解できないそうだ。
そこで、
AがBたちを困らせているときは、
私がAを止める役割を担った。
（Bたちは「サイカ
の前でサイカの友人にひどいことを言いたくない」
とずっと我慢していたそうだ。反省。）
その結果、
Aがだんだんと居心地の悪さ
を感じ、
昼食時に来なくなってしまった。
私としては、
「Aとはあまり性格が合わないのではないか」
とうすうす感じていたのもあり、
特に気にしていない。
日本でもアメリカで
も、
女子高生の間でこんな友人トラブルは起こりうるのだなと思った。
もうすこし周囲に気をつけて生活しようと思う。
勉学面ではとくに問題はない。
＊ホストファミリーとの関係／５
思えば11月は人間関係でいろいろあった月である。実は、
言わなかっただけでホストマザーは私にいろいろと不安を感じていた
そうだ。
「留学が楽しくないのではないか」や、
「もしかして私たちは嫌われているんじゃないか」など。
そこでホストマザーが知り
合いの日本人を呼び、
Skypeで私の母に「サイカはどういう子なのか」
を聞くという、
密やかながらなかなか大きなイベントがあっ
た。
結果、私はホスト一家に心配をかけていたと知り、涙ながらに謝罪。
ホストマザーも泣いていた。私は留学を楽しんでいたけれ
ど、
お世話になっている人に心配をかけているとは思わなかった。
昔から
「もっと楽しそうにしたら？」
と言われることはあったので、
思い当たる節も多々あり、
反省している。
「もっと家族みんな一緒に楽しもう」
という方向で話し合いは終結。
もちろん同意した。
そ
の後いろいろと話をして、
ハグをして、
和解した。
私は、世の中に、家族以外で私を心配し泣いてくれる人がいるとは思わなかった。感動した。
月並みな表現だが、心が暖かく
なった。私は、
私のために泣いてくれる人を裏切らないと決めている。
残り数日のステイを、
全力で、
家族みんなで楽しもうと思う。
ちなみに、
その二週間後、
ブラックフライデーに、
シカゴへ買い物に行った。
楽しかった。
＊ホストロータリークラブとの関係（例会出席回数・１回/月）
ようやくホストロータリークラブの例会に出席した。
というのも、
私は通っている学校の都合で、
ケノーシャではなくラシーンにステイ
している。
ホストの都合が合わなかったのか、
どういう理由かはわからないが、
今まで出席していたのはラシーンのクラブの例会
だったようだ。正直戸惑っている。
が、
早いところ警戒を解いて打ち解けたい。
ホストクラブのメンバーの一人に夜の音楽会のよう
なものに連れて行ってもらった。
アメリカらしくて面白かった。
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青少年交換報告書「澁谷 菜佳」③
＊その他／シカゴへの行き帰りは電車だったのだが、
帰りの電車で人身事故が発生した。
電車が人を轢いて止まってしまった。
自殺だそうだ。
同じ車両に乗っていた数人が「自分たちは時間がないのにどうしてくれる」
と車掌に詰め寄っていた。私はそれを
「あぁ、
日本に
もこういう人たちがいるなぁ。」
と思いながら見ていた。
特に報告の必要はないと思うが、
ふと思いついたので書いておく。
【12月分報告／2014年1月13日メール】
ホストファミリー名／Curt and Sue Pruitt
ホスト期間／２０１３年12月26日〜２０１4年3月
ホストチェンジ予定日／２０１4年3月頃
＊総合評価／５
＊健康状態／４
生理痛がなぜか重くなって困った。今まで大して苦しんだことはないので少々辛かった。
しかしそれ以外は特にない。
＊学校の状況／5
二学期も終わりに差し掛かっている。
この学校のプログラムを半分も終えたと思うとなんだか不思議な気分だ。
こちらの高校生
はリアクションが大きいなと思うが、
リアクションや行動が違うだけで、
話していることや思うことは大して日本の高校生と代わらな
いなとも思う。
＊ホストファミリーとの関係／５
話し好きで愉快な人たち。家の猫が私に懐いてくれてうれしい。
ホストロータリークラブとの関係（例会出席回数・
１回/月）
クリスマスパーティーに出席した。
それ以外特になし。
＊その他／新しい環境に移ったが、
適応能力には自信がある。Pruitt家の人たちは私をとても気にかけてくれて、
何かしらイベ
ントがあると連れて行ってくれる。楽しい。
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青少年交換報告書「松原 実紗子」①
氏名／松原 実紗子（SP/八戸北RC）
派遣先／アメリカ
【８月の報告／2013年９月４日メール】
松原実紗子です。
今いる家にwi-ﬁがないっていうこともあってレポート遅れてすいません。
一応８月分です。
８月２６日にホストファミリーの家に移りました。
それまでは、
カウンセラーの方の家にいて、
学校のことをしたり、
銀行口座作ったりし
てました。
健康状態のほうは、
何も問題ないんですけど、
蚊がたくさんいて虫刺されがひどいです。
すごくかゆいです。
学校では、
昼ごはんを一緒に食べる友達もできて楽しくやってます。友達が話していること全部わかるわけじゃないので、
わから
ないところはあわせて笑ってます。
それぞれの授業に友達が何人かずついるので、
一人になることはあまりないです。
でも、
つい
たときよりは耳が慣れてきたような気がします。せっかく聞き取れても、
まだまだ話せないので会話が続かない状態です。
でも、
み
んなすごくやさしいです。
授業では、
ドイツ語取ってるんですけど難しいですね。
ちょっと理解に苦しんでます。放課後はサッカー部のマネージャーとして、
働いてます。
ホストファミリーとは、仲良くやってます。週末には遊園地に行ったりして。夜ご飯の手伝いはよくしてます。
おかげでホストマザー
にも気に入られました。家にはプールがあるので、
よくマザーと泳いでます。
【９月の報告／2013年10月2日メール】
今月は友達とフットボールの試合を見に行ったり、
ショッピングに行ったりと友達との行動が多かったです。
中旬位に口内炎が8個ぐらい一気にでて、
物を食べるときかなり痛かったですね。涙目で食べてました。
ホストファミリーには夜ご
飯の時、
泣くぐらいおいしかったの??って聞かれてイエス!!って答えました。
3日でよくなって今ではなんの問題もありません!!
でも、
1日だけ、
胃もたれしました。薬飲んで脂っこいものを避けてたら一瞬で治ったのでもう大丈夫です。今は健康です!!
10月下旬にはニューヨークバストリップが二泊三日であります!!とても楽しみです!!手続きも、
もうすぐ済みます。
これまではサッカー部のマネージャーだったんですけど、
今日から部員として練習と試合にでます。
やったことがないので超不安
です!!
ホストファザーにはよく仕事手伝ってと言われて、
書類の整理手伝ってます。意外に楽しいです。
ファミリーがクリスチャンなので
協会のイベントのボランティアをしました。
9月30日にロータリーの例会に行ってきました。
ケーキが美味しかったです。
ホストロータリークラブの例会に２６日に行ってきました。
２８日にはピクニックに行きました。私のwelcomeパーティです。
ピザがたく
さんあってうれしかったです。
【10月報告／2013年11月2日メール】
今月は１６日と１７日に同じ地区の留学生８人とハローウィンパーティしました！それで、
大きい遊園地みたいなところにいって夜中
まで遊びました。
これはすごく楽しかったです！そして、
２５−２７まではニューヨークに旅行に行ってちょっとだけ都会人になってきま
した！
４人が同じ部屋だったんですけど、
ベッドが２つしかなくてメキシコ人の女の子と一緒に寝ました。
これもいい思い出です。
自
由の女神と写真撮るのが夢で、
夢が今月叶いました！
！後は、
国連を見に行きました。将来国連で働くのが夢なのでこれはほんと
にいい経験でした。
今月は病気も怪我もなくサッカーのシーズンも無事終わり、
今月からはバスケか水泳どっちをやるか迷ってます。
どっちをやるにし
ても体には気をつけます。
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青少年交換報告書「松原 実紗子」②
学校の授業で一番好きなのはパブリックスピーキングです。
みんなの前でスピーチしてます！
リスニングのほうは授業もなんとなく
ですけどわかるようになってきて楽しいです！最近は先生や友達と話す量もちょっとずつ増えてます！そして３１日には授業の一環
として川にカヌーしにいきました。転覆しないで無事川を渡りました！
これはほんとに楽しかったです。
昨日はアメリカのカウンセラーのペギーとゲームセンターに行って、
タイ料理屋に行って来ました。食べ物がおいしくて太る一方
だったんですけど、
サッカーなどを始めてからは普通に戻りました！
これには安心です。
１１月はホストファミリーが変わるので今から寂しくなってます…
【11月の報告／2013年12月8日メール】
引っ越しが済みましたので報告します。
１１月も健康に過ごしてました。
中旬にはワシントンに行ってきて、
美術館と博物館などを
見てきました！お土産も何人かに買ったのでよかったです。女子7人が同じ家だったんですけど、
大変でしたね。話が途切れなく
て。無事一泊二日の旅は終了しました。
新しいホストファミリーにはホストマザー、
ファザー、
ブラザー、
シスター、
猫、
犬がいます。一番最初に仲良くなったのは犬なんです
けど、
今では最初からこの家の子供だったかのように馴染んじゃってます。
学校では、
今ミュージカルに挑戦しようと思っていて来週の火曜日にオーディション受けます。
今から緊張してますね。
11月の下旬には、
thanks givingという休日があって、
学校が1週間休みでした。
そして11月28日にターキーやトウモロコシを家族
全員で食べて、
食後にはパンプキンパイやアップルパイを食べました。
【12月の報告／2014年１月６日メール】
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
ミュージカルのオーディションがあったんですけど、
1次審査は通って最終審査で落ちてしまいました。
でも、
ソロで歌うところもらえ
たのでよかったです。練習はもう始まってるんですけど、
みんなすごく面白くて、
演技もうまいしで素晴らしい友達がたくさんできま
した。本番は3月の上旬なんですけど、
緊張します。
ホストファミリーとはほんとにうまくやれています。
ホストシスターとはほんとの姉妹のようになりました。
クリスマスや新年など大きな行
事をこの家族と過ごせてよかったです。休暇は１２日あったんですけど、
ほとんどスキーしにいってました。滑れるか心配だったん
ですけど、
何とか滑れました。
ワシントンの近くの回転寿司屋にも連れて行ってもらいました。
そこのお店で大学生の日本人留学
生と会いました。
運命ですね！
クリスマスプレゼントはキャリーバック1個分くらいもらいました！
この時期になると、
紅白が恋しいですね。
ロータリーのクリスマスパーティにも参加しておいしい食べ物いっぱい食べました。
家の近所でもたくさんパーティがあって、
毎日1個はいってましたね。
大変でした。
病気もなく健康にすごしました！私のリスニングは最初に比べてほんとによくなったと思います。
スピーキングの方は、
友達や家族と
たくさん話すようにして、
努力はしてます。
川崎さんにいただいたバッジがもう少しでなくなりそうです！送っていただいてありがとうございました。
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ロータリー財団寄付者名（12月分）
★新ポール・ハリス・フェロー

佐藤 玲恵子会員
弘前西RC

船田 寿晴会員
八戸RC

★マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
（ＭPHF）

松橋 道治会員

工藤 武重会員

一森 幸一会員

小野 順蔵会員

佐々木 彣三会員

成田 英世会員

百田 忠会員

近藤 保会員

北山 輝夫会員

澁谷 省吾会員

八戸RC/1回目

五所川原中央RC/2回目

弘前西RC/2回目

野辺地RC/2回目

十和田東RC/3回目

八戸南RC/3回目
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五所川原中央RC/4回目

八戸北RC/4回目

青森北東RC/5回目

五所川原中央RC/大口
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米山記念奨学金寄付者名（12月分）
★新米山功労者

土産田 三徳会員
弘前西RC

油川 高慶会員
八戸東RC

★米山功労者（マルチプル）

小野 順蔵会員

五所川原中央RC/4回目

鐘ヶ江 義光会員
八戸東RC/10回目

（メジャードナー）

江渡 諄治会員

五所川原中央RC/4回目

会員動向（順不同）
★新会員（1月15日までに届いた分）
六ヶ所RC

小川 和哉さん
7月1日入会
SP：田村 七郎会員

六ヶ所RC

佐藤 正さん

10月1日入会
SP：田村 七郎会員

六ヶ所RC

小林 昭男さん
10月11日入会
SP：田村 七郎会員

板柳RC

成田 健次郎さん
2014年1月1日入会
SP：工藤 博久会員

★退会者（12月）
三沢東RC

柿本 幸二さん
12月26日退会

青森東RC

髙橋 弘次さん
12月31日退会

青森北東RC

神 誠一さん
12月31日退会

八戸東RC

分枝 勝則さん
12月31日退会

五所川原RC

高橋 茂一さん
12月27日退会
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弘前西RC

対馬 宏制さん
12月31日退会

十和田東RC

中野 渡丈三さん
12月31日退会
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文庫通信11月号（317号）紹介 ロータリー文献より②［下記申込先：ロータリー文庫］
●
「
『奉仕の理想』
をめぐって その２」
／本田博己／2013／4p
（D.2840月信）
●
「
『四大奉仕』
がどうして
『五大奉仕』
になったのか？」／本田博己／2013／3p
（D.2840月信）
●
「
『職業奉仕』
はロータリーの根幹か？」
／本田博己／2013／4p
（D.2840月信）
●
「地区大会 その１〜３」
／深川純一／伊丹R. C.／2013／3p
（純ちゃんのコーナーPartⅫ）
●
「ロータリーの歴史年表」
／諏訪昭登／2013／7p
●
「JUSTICE in The ROTARY ロータリーの正義」
／田渕水作夫／2013／69p
●
「あかあかや あかあかあかや」
／市川伊三夫
〔2006〕
／2p
（ガバナー所感集）
●
「近頃の世相に想うこと」
／市川伊三夫
〔2006〕
／2p
（ガバナー所感集）
●
「国際ロータリー日本人RI理事と日本ロータリー93年の流れ」
／前岡志郎／2013／8p

2013-14年度
分区

東
第
1
分
区

東
第
2
分
区

西
第
1
分
区

クラブ名

出席報告・会員報告（12月分）

出席率

例会数

む
つ
野
辺
地
七
戸
大
畑
東
北
む つ 中 央
六
ヶ
所
クラブ 小 計
三
沢
十
和
田
十 和 田 東
お い ら せ
三
沢
東
十 和 田 八 甲
クラブ 小 計
五 所 川 原
金
木
鰺
ヶ
沢
鶴
田
五所川原 中央
つ が る北 西
つ
が
る
クラブ 小 計

2013−14年度会員数
男性
7/1現在
当月

1,200名まであと67名 1人1人が増強を！

女性

増減 分区

クラブ名

出席率

例会数

弘
前
弘
前
東
柳
西 板
石
第 黒
2 大
鰐
分 弘
前
西
区 平 賀 ・尾 上
弘 前 ア ップル
クラブ 小 計
青
森
青
森
東
中
青 森 北 東
分
区 青 森 中 央
青森ﾓ ｰ ﾆﾝ ｸﾞ
クラブ 小 計
八
戸
八
戸
東
三
戸
戸
南 五
分 名
川
区 八
戸
北
八
戸
南
八 戸 中 央
クラブ 小 計
41クラブ合計

2013−14年度会員数
男性
7/1現在
当月

女性

増減

●上期 ロータリー財団寄付総額
年次プログラム
（Annual

Fund）70,469.29ドル。指定寄付（ポリオ等）27,659.53ドル。恒久基金2,000ドル

41クラブ中寄付ゼロが9クラブです。1人100ドル以上よろしくお願い申し上げます。
●上期 米山奨学会寄付額

普通寄付 計 1,051,850円 上期普通寄付

未送金クラブが9クラブあります。

特別寄付 計 3,498,900円 個人名またはクラブ名で寄付する特別寄付がゼロのクラブが20クラブあります。

皆様の寄付額で米山奨学生の数が決まります。地区目標は1人10,000円です。
上期で特別寄付を下さった方は265人です。
皆様のご協力よろしくお願い申し上げます。
●ガバナー会からのフィリピン災害支援報告

皆様から集まりました総計54,537,388円の義援金は、1/14マニラRCに送金いたしました。

送金額が大きくドルを買い集めるので、104.37円/USDの為替レートとなり、
送金手数料4,500円

（みずほ銀行に支払う手数料）
を差し引いた 54,532,888円でドルを買い、送金額はUSD 5,224,958.82です。
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行事予定
2月
世界理解月間
日 曜 行事名
1 土

開催場所

3月
識字率向上月間
日 曜 行事名
1 土

2

日

2

日

3

月

3

月

4

火

4

火

5

水

5

水

6

木

6

木

7

金

7

金

8

土

8

土

9

日

9

日

10

月

10

月

開催場所

11 火 建国記念日

11 火

12

水

12

水

13

木

13

木

14

金

14

金

15

土

15

土 米山奨学生歓送会

16

日 地区チーム研修セミナー

16

日

17

月

17

月

18

火

18

火

19

水

19

水 ｿﾞｰﾝ会員増強維持セミナー

20

木

20

木

21

金

21

金 春分の日

22

土

22

土 Ｒ財団ゾーンチーム研修

23

日 インド、ポリオワクチン一斉投与（ＮＩＤ）

23

日 会長ｴﾚｸﾄ研修セミナー（PETS) 弘前文化センター

24

月

24

月

25

「意義ある業績賞」地区締切日
（ＲＩ締切3/15）
火 ＲＩ

25

火

26

水

26

水

27

木

27

木

28

金 震災復興プロジェクト締切日

28

金

29

土

30

日

31

月

弘前文化センター

ガバナー事務所からの連絡事項
●地区のホームページに青少年交換学生の報告書（８月〜１２月）
が掲載されています。
ホームページ月信に米山学友会の報告が載っています。
ご覧ください。

●次年度のクラブ役員をＲＩに連絡をしていますか？
（12月末期限）
まだのクラブはお急ぎください。
インターネット環境がないクラブはガバナー事務所かエレクト事務所に依頼してください。

●地区補助金事業が終了していますクラブは報告書を、
控を取り、
ガバナー事務所へ送ってください。
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青森国際ホテル

ホテルオークラ東京

国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少
年ｾﾝﾀｰ

