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　これまでの一年間ガバナー・エレクト
として目のまわるような研修に勤めてま
いりました。ついにガバナーとして地区
の運営の先頭に立つことになりました。
常に教えられてきました「リーダーシッ
プ」を完全に理解したとは言えませんが、
これからの一年間、皆様と協議を重ねな
がら地区の為に努力を重ねる所存であり
ますので、宜しくお願い申し上げます。

　地区テーマ、方針についてはこれまで何度も申し上げてきましたが、まず会員の増強に
よる地区の活力の増進に努めてゆきたいと思っております。これまでも歴代のガバナーが
努力を重ねてこられ、効果を挙げてこられました。今年度はまず次年度の規定審議会で再
度討議されるであろうとされる地区会員数を達成する、これが第一目標であります。
　しかし根本的には会員数の増強は地区、クラブに力をつけ活性化することです。全ての
奉仕活動も一層活発になることでしょう。この為地区のテーマを「ミラクル1200を再び」
としました。皆様のご協力をお願い申し上げます。

　次いで国際ロータリーの方針による、電子情報通信化は急速に進んでおり、本年度は情
報100％がR1のウェブサイトで送られてきますし、逆に情報の入力も“My Rotery”より
しなければならないことはお知らせしてきました。かならずしも会員全てがコンピュー
ターやその取り扱い、電子情報技術に慣れているわけではありませんので、地区としてど
うしてそこを埋め合わせるかが問題でありますが、まだ対策が進んでいるわけではありま
せん。やはり個々の会員というよりは、各クラブで対策を立てていただき、もし足りない
処があれば地区でバックアップする事を考えています。しかしまず試みて下さる事をお願
い申し上げます。

　本年度は周年行事が多いように伺っております。ぜひ参加させて頂き、この機会に皆様
に親しくお会いできる事を願っております。
　皆様よりの忌憚のないご意見をお寄せ頂き共にロータリーの発展に寄与に勤めましょう。

　これまでの一年間ガバナー・エレクト

Governor’s Message
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謝辞　工藤武重様
　工藤武重 2014-13 年度ガバナーは｢cheer up Rotary｣というテーマを揚げられ、1年
間先頭に立って地区を廻り文字通り地区を鼓舞してこられました。その効もあって目
標に挙げられた会員増強は進み、ついに新クラブの設立、あと一歩まで進められたこ
とに心より感謝申し上げます。
　また地区の海外におけるプロジェクトを積極的に視察して、その効果を確認すると
共に地区ロータリアンとの交流を勤められ、今後の更なる進展に努力されてこられま
した事は、私にとってもとても参考になりました。
　私はガバナー・エレクトとして 1年間常に御一緒させて頂き、Rotary についての深
いご造詣と積極的な姿勢、時には辛辣な御意見に勉強させられてきました。これから
のガバナーとしての活動に少しでも自信を持ちえたのも、工藤直前ガバナーの教えの
賜物と思っております。
今後共、直前ガバナーとして、又親しき友人として歯に衣着せぬご指示とご鞭撻をお
願い申し上げます。
本当に 1年間ご苦労様でした。

Governor’s Message

工藤武重
直前ガバナーへの感謝
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2015 年度ガバナー補佐紹介

東第1グループ

菅原　偉久（大畑ＲＣ）
東第2グループ

相場　博（三沢ＲＣ）
西第１グループ

渡辺　典睦（つがるＲＣ）

西第2グループ

西村　昭紘（弘前東ＲＣ）
南グループ

山﨑　悟朗（八戸東ＲＣ）
中グループ

沼田　実（青森東ＲＣ）
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2015 年度地区委員長紹介

ロータリーの友地区委員
平川　賢悦（　　　ＲＣ）

会員増強委員会委員長
中村　　勉（八戸中央ＲＣ）

広報委員会委員長
中畑　　肇（弘前西ＲＣ）

ロータリー財団部会部会長
長嶺　康廣（八戸南ＲＣ）

地区補助金・社会奉仕委員会委員長
熊谷　道雄（八戸南ＲＣ）

グローバル補助金委員会委員長
佐々木　眞一（むつ中央ＲＣ）

職業奉仕委員会委員長
花田　勝彦（五所川原ＲＣ）

ポリオ対策委員会委員長
成田　秀治（つがるＲＣ）

水対策委員会委員長
須藤　　朗（野辺地ＲＣ）

青森
モーニング
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2015 年度地区委員長紹介

資金推進委員会委員長
源新　育子（八戸北ＲＣ）

奨学金・学友委員会委員長
成田　俊介（弘前西ＲＣ）

青少年奉仕部会部会長・インターアクト委員会委員長
三浦　順子（弘前アップルＲＣ）

RYLA委員会委員長
高瀬　英人（五所川原ＲＣ）

米山奨学委員会委員長
工藤　真人（青森ＲＣ）

青少年交換委員会委員長
川﨑　益美（八戸北ＲＣ）

インターアクトの翼委員会委員長
田中　常浩（むつＲＣ）

ローターアクト委員会委員長
小林　幹夫（八戸ＲＣ）
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ロータリー財団寄付者名 (５月分 ) 

向井田　貞雄さん（６回目）
八戸中央RC

成田　英世さん（2回目）
五所川原中央RC

工藤　武重さん（7回目）
弘前西RC

黒田　雅行さん（7回目）
三沢RC

三浦　順子さん（６回目）
弘前アップルRC

荒谷　省吾さん（1回目）
青森 RC

南部　恭秀さん（3回目）
八戸RC

マルチプル・ポールハリスフェロー（MPHF）

米山記念奨学金寄付者名 (５月分 ) 
米山功労者（マルチプル）

（順不同）
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会員動向
新会員名

（順不同）

相馬　親志さん
平賀･尾上 RC／ 5月 1日入会
SP: 伴　博文 会員

山﨑　均さん
弘前RC／ 5月 1日入会
SP: 三浦　真介　会員

三上　洋一郎さん
弘前アップルRC／ 5月4日入会
SP: 福澤　稔 会員

佐々木　英治さん
弘前RC／ 5月 2 5日入会
SP: 白滝　伸夫 会員

青森北東RC
生駒日出夫さん
2015 年 5 月 26 日ご逝去

川村　幸雄さん
八戸RC／ 5月 13日入会
SP: 橋本　昭一 会員

入江　雅幸さん
八戸RC／ 5月 13日入会
SP: 夏堀　礼二　会員

石橋　雅人さん
八戸 RC／ 5月13日入会
SP: 佐々木　克郎 会員

お悔やみ
謹んでお悔やみ申し上げます。
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文　庫　通　信（334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、約２万４千点を収集・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。

デジタル化されたロータリー文献 (２)
◎「私のロータリー」　森三郎　1992　198p
        　　
 ◎「日常語で、ロータリー」　森三郎　1995　20p　
　　　
◎「『今　ロータリーが忘れている事』関西ロータリー研究会第 55 回例会記録」　　　
　森三郎：講師　1999　112p

◎「アイウエオ !!－ロータリーの心と人生のイロハ－」　小林 博　〔2002〕　 〔4p〕  

◎「ロータリーとは何か（ロータリー入門）」　松崎勝一　2005　11p

◎「ロータリーの歴史〈75 年の歩みを振り返る〉」　梶原景親　福岡西R.C.　　　　  
　1980 　53 p
◎「ロータリーの奉仕哲学」　　梶原景親　福岡西R.C.　1983　40p 

◎「ロータリー讀本」　梶原景親　福岡西R.C.　1984　143p                         

◎「ロータリアンの特典と義務について　改訂版」　麻植 晃　徳島南R.C.　1998　18p 

◎「会員増強について考える」　鳴海淳郎　〔2000〕　8p
　　　［上記申込先：ロータリー文庫 ]

ロータリー文庫
〒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
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2014-2015 年度　出席報告・会員報告５月分

東
第
１
グ
ル
ー
プ

東
第
２
グ
ル
ー
プ

西
第
１
グ
ル
ー
プ

西
第
２
グ
ル
ー
プ

南
グ
ル
ー
プ

中
グ
ル
ー
プ

7クラブ小計

6クラブ小計

7クラブ小計

8クラブ小計

5クラブ小計

8クラブ小計
41クラブ小計

グループ
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行事予定

7月　新年度 8月　会員増強月間

むつ中央RC公式訪問・３クラブ（むつ、大畑）合同歓迎会

ホテルニューキャッスル


