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Governors Monthly Letter
Rotaly International District 2830
国際ロータリー第2830地区 2013-2014年度ガバナー 北山 輝夫

06ガバナー月信

名称が新しくなった、地区研修・協議会での
恒例のガバナーバッチ伝達。
北山ガバナーが工藤エレクトの襟に
バッチをつけました。
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Governors Message
月信６月号、月信として締めくくりの発行となりました。出席と親睦をモットーに始めた私のロータリーライフですが、この１年
間は活動範囲が格段に広がったため、何か今迄では考えなかったような「親睦」と「出席」について気付かされることが
多 あ々りました。RI会長ロン・Dバートンは「ロータリアンであることは、週に一度例会に出席することよりも、ずっと大きな責
任です。」と言っています。私は「出席」にとどまらずにロータリアンとしての活動を促したものと考えました。「例会に出席
すること」そのものが「ロータリアンであること」なのだとの考え方に「そうではないよ」と注意を喚起された思いでした。「職
業奉仕」に関して「四つのテスト」を会長さんに考えていただいたのは、まさに「ロータリアンであること」のRI会長の思い
を私なりの方法で確認しようとしたものでした。「親睦」も同じような考え方をしていました。「クラブの会員同士の親睦が
大事で、それこそがロータリーなのだ」と思っておりましたが、ロータリーの活動を通じて親睦を深めた会員同士が、協同
してその輪を地域に広げる活動につなげてこそ「ロータリー精神」の親睦に通じるものだと考えるようになりました。
ロータリークラブとは、平たく言えば「自分の職業の繁栄のため」には地域社会、ひいては国際社会の平和安定が大事
だから、「ロータリアンであろう」という思いを同じにする会員同士の「親睦」を通じて、社会貢献活動をしようとする人たち
の団体であるといえると思います。これからの活動はこれまでの皆様から頂いた友情に少しでもお返しできるようなものに
なるよう「出席」と「親睦」に努めたいと思います。国際大会のご報告は総括号に掲載させていただきますが、地区ナイト
の開催など交換留学生OBたちとの出会いを楽しみに行ってまいります。
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いつもロータリー財団には深いご理解を戴き感謝申し上げます。さて２０１３－１４年度の第２８３０地区の「年次寄付金」
は現在９５，０００ドルとなっています。例年ですと年間１３０，０００ドル位の年次寄付が集まるのですが今年度も後残すとこ
ろ１ケ月となり９５，０００ドルと、かなり厳しい状況となっています。
皆様ご存じの通り地区補助金の制度は、３年前の年次寄付金の額の５０％はＤＤＦ（地区財団活動資金）、残りの５０％
はＷＦ（世界財団活動資金）に振り分けられ、この内、地区に振り分けられたＤＤＦの５０％を上限に地区補助金として
各クラブや地区で独自の奉仕活動に活用できることになっています。例年ですと１３０，０００ドル位の年次寄付金の５０％
の更に５０％が地区補助金として皆様方のクラブの奉仕活動に活用されてきたわけですが、現在このままの年次寄付
額では３年後の２０１５－２０１６年度の地区補助金の財源は大変厳しいものとなり、地区補助金として使える金額が余り
期待できなく、活動も制限されることが予想されます。
そこで大変経済状況の厳しい中、恐縮なお願いでありますが是非例年の年次寄付額に近づけるようにロータリー財団
に年次寄付をして戴きたくお願い申し上げます。

長嶺 康廣
第2830地区ロータリー財団委員長

年次寄付金のお願い

（八戸南RC）



Governors Monthly Letter 6/2014
Rotaly International District 2830

02

今年度のＲＹＬＡは、平成26年5月24日・25日に、つがる市の「つがる地球村」にて、1泊２日で開催いたしました。参加者
は、青少年が20名、ロータリアンが22名でした。
プログラムは、海外での起業と自国や地元の文化を良く知り、国際的なコミュニケーションをとれる人間になろうという事を
目標にしました。まずは、２人の講師による基調講演を聞きました。村井達パストガバナーからは、海外に会社を作ったとき
の内容を説明してもらい、『洒落たいなか』の理想を聞きました。次に、民謡評論家の渋谷修氏の講演は、『リーダーシッ
プとは？』というテーマでしたが、途中に、民謡歌手の成田武士氏と津軽三味線の藤池豊氏の演奏を織り交ぜ、多彩な
内容となりました。そのあと、グループディスカッションを5グループに分かれて、ロータリアンの方がリーダーとなって、約１時
間行いました。参加した青少年たちも、活発に意見を言っていました。今年も晴天に恵まれたので、夕食は屋外でバーベ
キューを食べ、とても盛り上がりました。
２日目のセッションは、地元の活動を知ろうということで、『工房　まる一』の工藤広一先生の指導で、津軽塗りの箸作成
体験をしました。表面を均等に削るのが難しく、皆さん四苦八苦しながら何とか作成し、自分の箸を持って記念写真を撮
りました。最後に一人ずつ、３分間スピーチで自分の感想を発表してもらい、閉会式で修了証を授与しました。
来年度も、同時期に同じ場所で開催いたしますので、ロータリアンの皆様の企業の従業員や親類等で、該当する年齢
の青少年がいましたら、ぜひお誘いして、参加者を増やしていただけるようご協力をお願いいたします。
今回のＲＹＬＡの内容が、今後の皆さんのお役に立てることを期待しております。当日、お手伝いをしていただいたロータ
リアンの皆様、お疲れ様でした。

高瀬 英人
地区RYLA委員長

2013-2014年度 ＲＹＬＡを終えて
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林檎の花が満開となった５月１１日(日)弘前文化センター・文化会館で地区研修・協議会を開催しました。国際ロータ
リー第２８３０地区内の約３３０名のロータリアンのご出席を心から御礼と感謝を申し上げます。まず、１３時３０分からの
本会議Part.1では北山ガバナーのご挨拶に続いて、私から国際ロータリーの｢Light Up Rotary（ロータリーに輝きを）
｣、そして地区目標の「Cheer up Rotary（元気なロータリー）」について説明をさせて頂きました。次に黒田正宏元RI理
事から「クラブ戦略計画について」、関場慶博パストガバナーから「ポリオ撲滅運動情報について」、山崎淳一パストガ
バナーから「地区RLI実施について」のご講演を頂きました。これらの講演は最近の国際ロータリーの活動でより重点
の大きい分野であり、ロータリアンにとって、有意義であり充実した研修ができたのではないかと考えております。

１５時１０分から１６時４０分まで分科会を開催しました。例年の分科会は地区の組織図に基づいた分け方がなされ
ておりましたが、小山内康晴次年度地区研修リーダーのご指導の下、地区内各クラブの組織図に則した分け方で、
分科会を９つにしました。会長・幹事・会計部会において、次年度地区賦課金は、前年度同様に会員一人あたり年額
２万２７００円とすることが満場一致で決定されました事を御報告します。全体会議Part.2では、２０１４-１５年度の地
区大会日程のご紹介と今後の地区行事のご案内などの諸事連絡をしました。小山内康晴次年度研修リーダーか
ら、「次年度のための研修セミナーを終えて」のご講演を頂いた後、北山輝夫ガバナーからご講評があり、恒例のガ
バナーバッジとパストガバナーバッチの交換セレモニーを行いました。改めて、次年度に向けて力強く準備を進め、責
任の重さを感じた次第です。
最後に、この度の地区研修・協議会にあたり、北山ガバナー、小山内研修リーダー、パストガバナーの先生方にはお世
話になり、ありがとうございました。また、分科会の各リーダー、サブリーダー、コ・ホストクラブの皆様、次期地区幹事、そ
して北山ガバナー事務所ほか、皆様の多大なご支援を頂き開催できました事に感謝を申し上げ、御礼と開催報告と
します。ありがとうございました。

工藤 武重
インカミングガバナー

「２０１４-２０１５年度のための地区研修・協議会」開催報告
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7月の半期報告（SAR）に正確な会員情報を反映させるため、6月1日までに最新のクラブ会員データをご報告いただけ
ますようお願い申し上げます。国際ロータリーに報告されている現在の会員データを確認するには、My ROTARYにロ
グイン後、「運営する」→「クラブの運営」の順にお進みください。

●データ更新の方法と期日
MyROTARYから更新（クラブの会長、幹事、会計、会員増強委員長、ロータリー財団委員長、事務局員が入力可
能）＜6月1日まで＞
更新は随時行ってください。6月1日までに更新した場合は、7月の半期報告書に反映されます。間に合わない場合は、
オンライン又は、半期報告書で更新してください。

●Eメール（data@rotary.org）で報告＜5月15日まで＞
恐れ入りますがEメール、ＦＡＸによるご報告は、5月15日の期日を過ぎておりますので、７月半期報告書には反映されま
せん。なお、上記のdata@rotary.orgはアメリカ本部データサービスのEメールです。

●以下について更新・報告してください。
＞退会会員の削除、新会員の追加
6月1日までに、オンラインで更新していただいた場合は、2014年7月の半期報告書が実数に基づいたものとなります。
今まで通り、半期報告書での更新も可能です。

＞現会員（個別）のEメールアドレスと住所
半期報告時期に関係なく随時更新してください。半期報告書上でも変更可能です。

＞任命された現・次期クラブ役員の情報（名前/Eメールアドレス/住所）
次期役員のご登録いただいてないクラブは、半期報告書が受け取れないことがあります。
登録の有無をご確認ください。

＞クラブ専用のEメールアドレスと郵送用住所
半期報告時期に関係なく随時更新してください。変更があった際にはMyRotaryのクラブデータを更新する以外にガ
バナー事務所、ロータリーの友事務所、RI日本事務局クラブ・地区支援室にも別途通知をお願いします。

＞半期報告書類をEメールのみで受けることを希望するかどうかの選択（クラブ役員のEメールアドレスを
　報告してあるクラブ役員には、自動的にEメールで送られます）
「用紙での半期報告書を受け取らないことを希望」と選択したクラブは、紙の書式は届きません。特に選択していなけ
れば、Eメール添付及び郵送の両方で同じものが届きます。近年、郵送は遅れがちになっております。Ｅメールで受け取
れる様、登録アドレスをご確認ださい。
ご不明な点がある場合は、下記のページをご覧ください。
（https://www.rotary.org/myrotary/ja/club-and-district-administration-faq）

2015年、半期会費の請求システムが改善されます。
2015年1月1日より、クラブには、半期請求額が記載された1ページの請求書のみが送付されます。この請求書は、毎年1
月1日あるいは7月1日までにロータリーに報告された会員実数に基づいて作成されます。

RIデータサービス
国際ロータリー データサービス担当部
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ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
1. 個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。
2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。　
3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、
   地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。
4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。
5. 事業や職業における特典を、ほかのロータリアンに求めない。

（前略）このたび東日本大震災の被災者に対する支援活
動に対し青森ロータリークラブへ厚生労働大臣より感謝状
が授与されました。（後略）　
青森ロータリークラブ会長　沼田廣

ロータリーの行動規範

クラブ便り

RIよりの通達：2014年1月のRI理事会決定によりロータリーの行動規範が改訂されました。
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ロータリー財団寄付者名（4月分）
★新ポール・
　ハリス・フェロー

田中 訓さん（外部）　
弘前アップルRC

★マルチプル・ポール・
　ハリス・フェロー（ＭPHF）

野呂 潤会員
青森中央RC/1回目

★ベネファクター

源新 育子会員
八戸北RC

若野 利美会員
名川RC/2回目

源新 和彦会員
八戸北RC/2回目

米山記念奨学金寄付者名（3月分）
★新米山功労者（マルチプル）

八戸ロータリークラブ
34回目

★米山功労クラブ

会員動向（順不同）
★新会員（5月15日までに届いた分）
青森モーニングRC

本堂 きみゑさん
4月4日入会
SP：芳賀治 右衛門会員

むつ中央RC

杉本 秀道さん
4月9日入会
SP：高橋 智会員

八戸RC

吹原 茂治さん
4月9日入会
SP：村井 達会員

八戸RC

山村 和芳さん
4月9日入会
SP：赤澤 栄治会員

八戸RC

久保 浩視さん
4月9日入会
SP：夏堀 礼二会員

青森中央RC

黒田 伸哉さん
4月7日入会
SP：原 三郎会員

弘前西RC

蒔苗 俊二さん
4月30日入会
SP：草刈 保昌会員

青森東RC

中嶋 順さん
4月11日入会
SP：高嶋 賢治会員

十和田八甲RC

奥山 勝茂さん
4月2日入会
SP：新山 忠男会員

十和田八甲RC

大柳 泰光さん
4月2日入会
SP：今 春淑会員
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★退会者（3月）

工藤 一男さん
4月30日退会

青森モーニングRC
安田 斉一さん
4月25日退会

板柳RC
小林 昭男さん
3月31日退会

六ヶ所RC
塚田 明広さん
4月30日退会

六ヶ所RC

青森RC

相徳 公正さん
4月10日入会
SP：蝦名 文昭会員

青森RC

櫛引 淳治さん
4月24日入会
SP：蝦名 文昭会員

三沢RC

矢野 雅之さん
4月15日入会
SP：小比類巻 雅祥会員

板柳RC

石田 功さん
5月1日入会
SP：外崎 正会員

六ヶ所RC

相澤 文雄さん
5月1日入会
SP：田村 七郎会員

文庫通信4月号（321号）紹介 ロータリー古典文献より ［下記申込先：ロータリー文庫］ TEL 03-3433-6456
●「米山日満ロータリー聯合會々長の演説（東京ロータリー俱楽部創立十九周年記念會に於ける）」
　 米山梅吉／1939／2p（日満ロータリー月報）
●「日満ロータリー新機構の準備」／1939／2p（国際ロータリー月報）                　　
●「日満ロータリー聯合會記録」／1939／1p（日満ロータリー月報）
●「コンフェレンスのあと１～３」／米山梅吉／D.70／1931／25p
●「教科実習 行商日記（１）」／古澤丈作／1903／4p（実科教育第四号）
●「教科実習 行商日記（２）」／古澤丈作／1903／6p（実科教育第五号）
●「非常時局とロータリー精神」／南 次郎／京城R.C.／1939／4p（国際ロータリー.第七十区第拾年次大会（京城））
●「ロータリーの起源と精神」／伊藤次郎左衞門／1934／5p（ロータリー第七十区第六年次大会記録）
●「年次大会講演」／井坂 孝／神戸R.C.／1936／4p（国際ロータリー第七十区第八年次大会）
●「年次大会講演」／村田省蔵／神戸R.C.／1936／4p

出席報告・会員報告（2013年～14年度／2014年4月分）

1,200名まであと60名 1人1人が増強を！
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ガバナー事務所からの連絡事項（RIからの連絡事項）
5月12日頃、各クラブ役員宛てで半期報告に関するメール案内、FAX案内が配信しました。（今後半期報告の請求用紙が１枚になる
為、会員名簿の確認の件）この目的は、間もなくRIで印刷が始まる「７月の半期報告書に最新の情報を反映させる」ことです。そのため
以下の点を補足いたします。
2014年7月半期報告書は従来の方式のままですが、2015年1月から大幅変更となります。今後の情報にご注意下さい。（地区の
ホームページ月信にRIからの連絡事項、処理方法等再度掲載していますのでご覧ください）
年度も終わりに近づいてきました。表彰データ、年次報告のデータを集めます。ご協力を賜ります様よろしくお願い致します。


