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　7月から 8月にかけて例年以上の猛暑に襲われた青森県でしたが、皆様にはお元気に
乗り越えられた事とお慶び申し上げます。これも地球温暖化による異常気象の一部なの
でしょうか。　Rotaryとしても世界的CO2等の温室効果ガス排出抑制に協力する時と
考えられます。
　ロータリー特別月間（Special Months in Rotary) の 8月は会員増強・新クラブ結成推進
月間でした。これに合わせて8月9日（日）、青森国際ホテルにおいて「会員増強セミナー」
が開催され、猛暑の中多くの会員がお集まり下さいました。別項に報告されている如く、
今回はコーディネーター等外部からの講師は無く、地区内のお２人の講演を中心に行わ
れました。工藤武重直前ガバナーが一年間、地区会員動向を視察された結果から導かれ
たクラブ入会と退会についての鋭い洞察はとても参考になりました。更に1年間新会員
6人の実績をあげられた小山内扶美子青森北東RC 2014～ 2015年会長のお話に触発さ
れたように、参加クラブ会長、会員増強委員長等から力強い会員増強の意気込みが語ら
れました。この原稿を書いている8月中旬まで公式訪問は約 1/3のクラブで終えました
が、各クラブ共にクラブにとって会員増強と若い会員を仲間に加えることなくしてはク
ラブの活性化は計れないとの意図をお持ちであることを強く感じました。事実多くのク
ラブで7月早々から新会員が加入しており心強く思いました。地区テーマ「ミラクル
1200を再び」のご説明では地区の事情を中心にお話ししてまいりましたが、勿論クラブ
の強化が第一であるのは言うまでもありません。RIからの報告では、2015年5月末日
の会員集計で 2830地区の会員数はやっと 1,150 に達しました。残念ながら 6月末日には
例年の如く 39人の減少をみましたが、例年支店長子クラスの交代などで同じ位の減少
がありますので7月、8月での会員数回復に期待しておりましたところ、RIからの報告
では、7月１日 1,131 人迄回復しておりました。
　一喜一憂してもしょうがありませんが、ロータリーの良き仲間をぜひ増やしたいものです。
　9月は基本的教育と識字率向上月間です。直接的関係は薄いのですが、これまで地区
研修協議会等でお話ししてきました「ロータリアンによる大学での講座」開講が進んで
きました。某私立大学と協議を重ね2016年4月～7月開講に向けて準備を進めています。
まず最初の講師陣をお願いしました。そして大学と協定を結んでから、正式に講義の準
備に入りたいと思っております。この講義では全て地区のロータリアンが講師となり、
ロータリーについての講義も含め、ご自分の職業に関連して講義（お話し）をして頂き
ます。1学期 15コマの講義（1コマ 90分）を交代で行います。若い学生にロータリー（職
業奉仕）について知ってもらうと共に、学生は地域の経済動向や、職業についての知識
を得ることが出来るのです。出来れば最低5年間は続ける事が出来ればと思っておりま
す。今後も皆様には講師としてお願いすることがあると思いますので、ぜひご協力をお
願い申し上げます。

Governor’s Message
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第 50回インターアクト年次大会報告

第 50回インターアクト年次大会が、7月 25 日 ( 土 ) ～ 7月 26 日 ( 日 ) に、名川チェリリン村に
おいて開催されました。

ホスト　　青森県立名久井農業高等学校インターアクトクラブ
提唱RC　南部ロータリークラブ
参加者　　インターアクター　80名　来賓及び講師　3名
　　　　　　　ロータリアン　76名　　　顧問教諭　15名　　合計　174 名　

　蒸し暑い中、開会式は名久井農業高等学校
IAC会長の工藤美久さんの開会の挨拶と点鐘に
より始まりました。
基調講演では、名久井農業高等学校による研究発
表があり、八戸市の種差海岸が東日本大震災によ
る被害をうけたことをきっかけに、海岸に自生す
る絶滅危惧種「サクラソウ」の保全活動や、マイ
クロバブルを利用した新しい助演技術に取り組ん
できたとの報告があり、感銘をうけました。
インターアクト各校の活動報告ののち、参加者全
員、バーベキューで親睦を深めました。
バーベキューでは、名久井農業高等学校の生徒たちが作った野
菜が提供されました。
食後には、50回大会記念の花火が夜空を照らし、私たちだけで
なく、山のふもとの住民たちも楽しんだのではないでしょうか。
　
夜になっても暑さは和らがず、宿泊施設にて子供たちは扇風機

のみで暑さを凌いでいました。
大会二日目には、法光寺座禅体験と法話があり、生徒たちの神妙
な面持ちが印象的でした。　
閉会式では、次回開催のホストクラブが弘前学院聖愛高等学校と
発表され、次回への期待が膨らむ中、閉会となりました。

最後に、名久井農業高等学校のご理解のもと、顧問の先生方やイ
ンターアクトのご協力により無事大会が終了したことと共に、ご
参加いただいた各学校の先生方、インターアクター、そしてロー
タリアンに感謝を申し上げます。

インターアクト委員長　　　三浦　順子
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第１回会員増強委員会報告

111111111111111

会員増強委員長　中村　勉

　本年度第1回会員増強委員会を2015年 8月 9日（日）青
森国際ホテルにてPM1：30～ 4：00まで、出席者36名鈴
木唯司ガバナーより点鐘、講師に直前ガバナー工藤武重氏、
直前会長小山内扶美子氏、来賓に担当パストガバナー笹森
剛氏、ガバナーノミニー佐々木千佳子氏、ガバナー補佐官
原偉久氏を迎えて、今回の地区テーマ「ミラクル1200を再
び」という事においてガバナーより御挨拶をいただき、つ
づいて地区会員増強の状況について中村委員長のお話と「よ

うこそロータリーへ」のDVD（15分間）をみて、特別講演に入り工藤氏より「会員増強は必
要なのか？」という演題から始まり、クラブがなぜ縮小するのかわからない？以下5つの質問

をいただき、皆様への宿題があり、あとで記入して下
さいとのお話。そして逆に、皆様への質問があり、とっ
ても有意義でした。
　そのあと、小山内さんより青森北東RCの現状とし
て昨年自分が会長として特別やったわけではなく、男
性会員を褒めて、おねがいして運営したとのお話で、
積極的に泊まりがけで旅行をしたり、親睦に力を入れ
て、なんと4名増員になったとお話をいただき、各ク
ラブより沢山の拍手をいただきました。最後に質疑応
答があり、特に青森モーニングクラブの中山さんのお
話がとても印象に残りました。八戸南RCの三川さん
当クラブよりガバナーエレクトの長嶺氏がお世話にな
りますとのお話と、それによってクラブに活気が出て、
会員同士が頑張っている、そして会員増強に繋がって
いるとの報告をいただきました。

　最後に八戸中央RCの小澤会長さんより、私はあまりロータリーのことはわかりませんが、
初めて会長となり、私は私なりにできる事を頑張っており、今私9名の方にロータリーに入り
ませんかとお声掛をしております。ですから皆様もできる所からやりませんか！（盛大な拍手
がありました。）
　そしてガバナー講評として鈴木ガバナーより、今回は特に
女性会員の積極的な発言があり、とても頼もしく思っており
ます。この地区も捨てた物ではありませんね。どうかクラブ
の会長・委員長様会員増強にお力をお貸し下さいと、締め括
りました。

笹森担当パストガバナー

講師　小山内扶美子氏

熱心に聞き入る会場内
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第１回地区青少年交換委員会オリエンテーション
地区青少年交換委員長　川﨑益美

８月２日に青森国際ホテルにおいて、2015-2016 年度　
第 1回目のオリエンテーションを開催致しました。
　開催目的は、新年度になり鈴木唯司ガバナーとなり
ましたので、ガバナーと一緒に食事をしながら激励し
ていただくことと、7月末に帰国しました寺澤花恋の帰
国報告並びに、8月中旬に来日する来訪学生受入の為の、
再確認が主なる目的でした。

　出席者と次第は別紙のとおりですが、最初に主催者挨拶のあと
に、ガバナーから激励の挨拶を賜り、アップルジュースで乾杯を
して、おいしい食事をしました。
その後、帰国学生の寺澤花恋から1年間の思いのこもった帰国報
告がなされました。スライドを使い 40分間の予定でしたが、沢山
報告したいことがあるらしく、1時間をオーバーしての報告でし
た。本当にロータリーの留学生で充実した留学生活を送ったこと
が、よく解かりました。
オリエンテーションでは、４Ｄルールの再確認、
ホストファミリーのマニュアル、カウンセラー
の重要性と活用、ホストクラブとしての日常

の対応、傷害保険と国民健康保険について等を話しま
した。
特に国民健康保険に加入する時には、役場・または市
役所で、外国人登録する時に、家族と同一世帯にする
のではなく、一人世帯での登録してくださいと確認し
ました。国民健康保険の保険税が変わるからです。
また、ホストクラブ及びホストファミリーには地区
外移動届けの提出のお願いを致しました。派遣学生には、月例報告を必ず報告するように義

務ずけました。
青少年交換プログラムは、何か問題があると
最終的にはガバナーが責任を取らなければな
りません。受入も派遣も我が地区は、これま
で特に問題が発生しておりません。今年度も
問題が起こらないように、しっかりとオリエ
ンテーション等を開催していく所存です。
今後ともよろしくお願い致します。
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地区チーム研修セミナー　各委員会報告

ガバナー補佐部門

中グループ
ガバナー補佐

（青森東R.C）
沼田　　実

　リーダーの鈴木GE、アドバイザーの村井PGよりガバ
ナー補佐の役割と責務等について説明を受けた。
１．ガバナー補佐は、地区から各グループ内クラブの情
報を知り得る役割で重要である。

２．地区におけるガバナー補佐の責務について
　　・地区目標「ミラクル1200アゲイン」を援助する
　　・クラブの特徴、クラブ目標の進展について地区に

報告する
　　・地区会合に出来るだけ出席する　等
３．クラブに対するガバナー補佐の責務について
　　・クラブ会長エレクトが効果的な目標を設定できるよ

うに援助する
　　・少なくとも年４回クラブを訪問する（年度前、公

式訪問前、公式訪問時、IM前等）
　　・ガバナーの要請にクラブが応じるよう働きかける
　　・５大奉仕部門へのクラブの委員会を対応させる

　等
４．インターネットのMy ROTARY ロータリークラブ・セン
トラルにて、地区やクラブの情報閲覧や報告する必
要があるので、登録してほしい。

５．IM等でロータリーに登録された地域コーディネーター
の活用も可能である。

会員増強部門

会員増強委員会
委員長

（八戸中央R.C）
中村　　勉

　先般、2月15日青森国際ホテルに於いて開催、工藤
ガバナー挨拶から始まり、鈴木ガバナーエレクトよりの挨
拶の中、国際協議会がサンディエゴで開催されラビンド
ラン会長エレクトから、2015年～2016年度RIテーマ「世
界へのプレゼントになろう」と発表し、エレクトより地区テー
マと目標　Miracle 1200 again ─「ミラクル1200を再
び」・会員増強に力を入れ行動すると発表されました。そ
の後、各分科会に入り、私達は6F「菊の間」にて、出席
者3名で鈴木エレクトの思いを、今後の活動計画を立て
ました。
　去年に引き続き、今年度も講師を東京から招き、年2
回会員増強セミナーを開催、第1回は、8月9日（日）
PM1：00～PM4：00   青森国際ホテルに於いて、第
2回は、11月1日（日）PM1：00～PM4：00   青森国
際ホテルに於いて、尚、工藤ガバナー指導の下、南グ
ループより、新クラブ設立（仮称 八戸駅前ロータリーク
ラブ）に向けて活動中、6月の設立に向けて頑張ってお
ります。そして、今年度は笹森先輩の指導の下、中グ
ループより、新クラブ設立に向けて計画を立てました。
　中グループの皆様より多くの情報を頂き、是非新
クラブを作りますので御協力くださいませ。特に青
森RCの皆様には是非とも、お力を賜りますようお
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DTTS全体会議（分科会報告）　　　　　　　

奉仕プロジェクト部門

ポリオ対策委員会
委員長

（つがるR.C）
成田　秀治

　次年度16年目となるインドでのポリオ撲滅運動は
　①ラリー（宣伝活動）
　②NID（一斉投与）
　③戸別訪問
の3日間のスケジュールで構成されていますが、今年度
も継続はもちろんの事、青少年奉仕部門との連携により
若い世代へも呼びかけ参加を促し実施したいと考えてお
ります。

水対策委員会
委員長

（野辺地R.C）
須藤　　朗

　現段階では今年度のタイ国第3330地区でのプロジェク
ト結果を踏まえ、以下の3点にポイントを絞り計画実行した
いと思います。
①感染症よりも汚染水による下痢疾患により命を落とす子
ども達が多い状況で、いかに安全な飲料水を提供するこ
とが大切であるか認識する。
②安全な水確保の為に衛生設備等を解決することで、子
ども達が水汲みなどの仕事から解放され学習への時間を
確保することが
でき、又、下痢
などの疾病で学
校を休む必要も
無くなり識字率
向上にも繋がる
と思われる。

広報部門

広報委員会
委員長

（弘前西R.C）
中畑　　肇

　初めに中畑委員長による今年度実施した活動報告と次
年度も継続したほうが良いと思われる活動計画案を述べ
たあと、小山内パストガバナーより、次年度は鈴木唯司ガ
バナーエレクトの配慮で広報委員会を会員増強委員会と
予算分けしていただき10万円の予算もいただいておりま
す。
　これは広報に対する鈴木ガバナーエレクトの期待が込め
られているものと受け止め、委員会としても熟慮して対応
すべきとの指導をいただきました。
　平川、久保田両委員からは地区としては各クラブに対
する広報活動の徹底啓蒙などの意見が出されました。
　最後に小山内パストガバナーより10万円で出来ることは
限られているかも知れないけれども、例えば放送局、新
聞社のトップの方 を々お招きしての勉強会など可能性があ
るのではないか、とのご指導もいただきました。
　以上2015－16年度広報委員会DTTS分科会の報告書
とさせて頂きます。

願い申し上げます。
　この件に付きましては、会長エレクトセミナーに於いて
計画発表させていただきます。
　尚、3月30日（月）ホテルオークラ東京別館に於きまし
て会員基盤向上セミナーに参加して国際ロータリー第
1・第2・第3ゾーンの勉強会で情報を集め、今後の会
員増強委員会活動に生かしていきたいと思います。
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DTTS全体会議（分科会報告）　　　　　　　

職業奉仕委員会
委員長

（五所川原R.C）
花田　勝彦

　鈴木ガバナーエレクトの意向を踏まえ、大学にロータ
リー 2830地区の寄付講座を開設するための準備に取り
かかりたいと考えております。学生がロータリーについて
学ぶ機会を与えるとともに、就職等を通じて、地元の企
業と学生を繋ぐ意義を見出しています。
　また、各クラブの例会で職業奉仕を意識していただく
機会を作るために、地区として職業奉仕セミナーを開催
したり、各クラブにおけるフォーラムや卓話等をお手伝い
することにより、地区から、各クラブに職業奉仕に関す
る情報を発信できるように努めたいと考えております。

③水対策プロジェクト成功に向け地元自治体、政府の
理解、支援を得て持続性のあるシステム構築していく事
が重要である。今後上記を踏まえ鈴木ガバナーエレクト
と相談させていただき計画したいと思います。

地区補助金・社会奉仕委員会
委員長

（八戸南R.C）
熊谷　道雄

　現在、地区補助金については地区内半数以上のクラ
ブで活用いただいておりますが、未だに地区補助金の
意義と理解を見出せないところからきていると思われる寄
付ゼロクラブも見受けられます。これらの解消方策として、
PR活動の推進を図りたいと考えております。
　先ずは各クラブへ活用の現状を知っていただき、理解
を得ることにより寄付金の拡充につながるように、報告
書等の発信を行います。
　また、各クラブへのR財団委員会の設置推進はもとよ
り、各種セミナー開催時におけるR財団セミナーの告知
による参加促進と、各クラブへの財団特別月間での理
解、浸透を図る活動を目指します。

グローバル補助金委員会
委員長

（むつ中央R.C）
佐々木眞一

　地区として松本PG年度より継続しているタイでの水対
策については、現年度の今後の視察を経て鈴木ガバ
ナーエレクトの判断に依りたいと考えております。

ロータリー財団部門

ロータリー財団部会長

（八戸南R.C）
長嶺　康廣

　ロータリー財団部会として引続きロータリー財団への寄
付をお願いしたい。それにポリオ撲滅、寄付ゼロクラブ
を無くする、ロータリーカードの普及に取組んでいく。ま
た地区補助金の申請が地区内全クラブから上がってくる
ようにセミナー等で啓蒙を図っていく。クラブによっては
ロータリー財団委員会のないクラブもあるのでロータリー
財団月間等の機会をとらえて財団への理解を深めて戴
く。ロータリー財団の地区補助金奨学生、グローバル
補助金奨学生の広報をして財団に対する理解と協力を
お願いする。グローバル補助金はタイ国第3330地区へ
の水事業を継続していく。地区大会等でブースを設けて

ロータリー財団の活動に関する写真等を掲示して財団の
広報を積極的に行う。
　ガバナー月信でロータリー財団の活動などを紹介して
も読んでいない会員もいて、財団に対する関心が低い
のではないか。またロータリー財団セミナー等に出席して
も、クラブ例会でセミナーの報告をしていないのでロータ
リー財団の活動が地区内会員に充分周知されていない
のではないか、と言う意見もありましたので、ガバナー月
信を印刷して会員に配付するとか、財団の記事を例会
で紹介するとか、研修会・セミナーに出席されたクラブ
のリーダーは、地区でのロータリー財団の活動報告をク
ラブの例会で是非やっていただき、ロータリー財団に対
する理解と行動をお願いいたします。
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DTTS全体会議（分科会報告）　　　　　　　

青少年奉仕部門

青少年奉仕部会長
インターアクト委員会
委員長

（弘前アップルR.C）
三浦　順子

　青少年奉仕部会長の三浦順子です。インターアクト委員会の
委員長も兼ねております。
　まず1つスケジュールの変更があります。例年8月末の土日に3委
員会合同セミナーを開催しておりましたが、次週に地区大会があ
りスケジュールがつまっているため日程を変更し、10月4日（日）に
青森市内で行うことに致しました。
　青少年交換委員会、ローターアクト委員会、米山記念奨学委
員会の合同になります。
　次年度は青少年交換でマレーシアの短期留学募集が加わりま
した。またインターアクトの翼も行われます。
　新年度がはじまりすぐ行われますインターアクト年次大会は、7月
25日（土）～ 26日（日）名川RC提唱、名久井農業高校がホス
トで第50回大会が開催されます。
　名久井農業高校の生徒さんが、バーベキューで提供する野菜
を育ててくださっているとお話を伺いましたので、とても楽しみにし
ております。
　青少年が元気ならば地区も元気になります。会員の皆様にはこ
れから出される案内をご覧いただき、ぜひ各事業にご参加下さい
ますようお願い致します。
　分科会では運営の難しさなども話題にあがりましたが、ロータ
リーの奉仕の種を植え、大切に育てるのが青少年奉仕です。
　インターアクトクラブやローターアクトクラブを提唱いただいている
クラブの皆様に感謝申し上げ分科会報告とさせていただきます。

資金推進委員会
委員長

（八戸北R.C）
源新　育子

　資金推進委員会の主な活動として
　・寄付ゼロクラブ解消
　・年次寄付の取りくみ
　・ロータリーカード利用促進
　・ポリオプラス基金への取りくみ
　・財団活用によるクラブの活性化促進となります。
　これらの資金については数値目標の設定根拠を明確にし
各クラブ、会員へお願いさせていただきますが、財団への
寄付の多いとか少ないとかで評価するのではなく、各クラ
ブの実情に理解と配慮を欠かすことなく各クラブに寄り添い
財団への理解を深めていただき、納得いただいた上での
積極的アプローチを心掛けたいと考えます。地区全体で財
団を盛り上げる活動をして行きますので、皆様ご協力お願
い申し上げます。

奨学金・学友委員会
委員長

（弘前西R.C）
成田　俊介

　奨学金は地区補助金とグローバル補助金を活用した事
業となります。
　現在の地区補助金を活用した奨学生の応募状況から、
宣伝不足と手続きシステムの問題点が見られるため変更
改善していきます。
　また奨学生へのカウンセリングをしっかりと行いロータリー
活動へ還元を促したいと考えております。
　グローバル補助金を活用した事業も同様の問題点の改
善に努め、また奨学生を送り出すまで留学先クラブとの煩

　またグローバル補助金は各クラブでの活用申請可能な
資金ですので、各クラブへの活用促進のPRとロータリア
ンの補助金事業への活動参加に向けた周知徹底を工夫
していきたいと考えております。

雑な対応、事務作業が予想されますが富岡委員との協力
により対処していきたいと思います。
　学友事業発足につ
いては富岡委員が今
後、全国の総会等の
視察を踏まえて発足
させることとします。
　更にはロータリー重
点分野に関連したポ
リオ対策の今後の事業として、VTT活用による地区内の義
肢装具士のインドでの活動に向けた調査依頼をしております。
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DTTS全体会議（分科会報告）　　　　　　　

青少年交換委員会
委員長

（八戸北R.C）
川﨑　益美

　青少年交換委員会では次年度、次々年度に向け派遣
候補者の増員を目指すにあたり、派遣先の多様なスキルアッ
プに繋がる情報を収集し、候補者への発信により事業の
拡充を促せるよう活動してまいりますので、宜しくお願い致
します。

ローターアクト委員会
委員長

（八戸R.C）
小林　幹夫

　今年度、ローターアクト2名がインドでのポリオワクチン投
与事業に参加させていただきました。
　ローターアクトがこのような貴重な体験をクラブに浸透させ
指導の賜物としていけるよう、次年度以降も継続事業とし
ていただけるよう予算組みをお願いしたいと思います。

RYLA委員会
委員長

（五所川原R.C）
高瀬　英人

　RYLA委員会の活動プログラムは青少年に対して年一
回のRYLAセミナー開催により将来リーダーシップをとれるよ
うな人間を養成することを目的としております。
　18歳から30歳までの大学生、社会人を対象としておりま
すが、問題として一般の青少年の参加が少ないので、メディ
ア活用による募集と皆様ロータリアンの身近にいる青少年の
勧誘のご協力をお願いしたいと思います。
　また、セミナーにおけるグループディスカッションへのロータ
リアンの参加による交流もご協力ください。
　会場選定に関しては、交通事情の利便性を考慮し選定
したいと考えております。

インターアクトの翼委員会
委員長

（むつR.C）
田中　常浩

　インターアクトの翼委員会では台湾3960地区との交流の
再開を企画いたします。
　時期としては平成28年1月7日～ 10日でインターアクト会員
20名、顧問教諭4～ 5名程度を見込んでおります。参加
する子ども達の表情にみられる成長を楽しみに企画します
ので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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DTTS全体会議（分科会報告）　　　　　　　

米山記念奨学部門

米山記念奨学委員会
委員長

（青森R.C）
工藤　真人

　来期も委員長をさせて頂きます青森RCの工藤と申しま
す。よろしくお願い致します。松本パストガバナーを中心に、
地区米山委員としましては、十和田東の高村さん、野辺
地の野坂さん、青森の田邊さん、八戸北の平野さん、板
柳の工藤さんの以上6人にお願いしてございます。
　現在の奨学生ですが、工藤ガバナー年度は9名の奨学
生をお世話しております。そのうち2名が昨年9月に卒業しま
した。現在7名の奨学生のお世話をしております。7名のう
ち3名が3月で卒業致します。新しい奨学生は、昨年12月
に選考試験を行い、5名が決定しております。鈴木年度の
奨学生は9名という事になります。
　国の内訳は、タイ1名、マレーシア2名、ベトナム2名、
中国2名、韓国1名、台湾1名という事でございます。先程、
委員会で話し合いまして、鈴木エレクトからも米山をもっと

活発にして欲しいという事で、当地区、現在は9名の奨学
生をお世話しておりますが、15名の奨学生をお世話したい
という目標を立てました。15名の奨学生をお世話する為に
は、1人あたりの寄付金額は2万円という事になります。非
常に目標は高いのですが、委員会一丸となり、頑張ってい
きたいと思います。
　今期も各クラブから卓話の依頼があり、お邪魔させて頂
いておりますが、その活動も続けながら、より一層奨学生
を理解して頂く為にもフォーラムやセミナーを開催していきた
いと思っております。今後ともよろしくお願い致します。

地区チーム研修セミナー分科会
分科会名・会場 役　割 役　　職 氏　　名 該当委員会

ガバナー補佐部門
6F「牡丹の間」

会員増強部門
6F「菊の間」

広報部門
6F「若草の間」

奉仕プロジェクト部門
6F「桔梗の間」

ロータリー財団部門
2F「高砂の間」

青少年奉仕部門
5F「金扇の間」

米山記念奨学部門
5F「銀扇の間」

リーダー
アドバイザー
リーダー
アドバイザー

リーダー
アドバイザー

リーダー
アドバイザー

リーダー

アドバイザー

リーダー
アドバイザー

リーダー
アドバイザー

ガバナーエレクト
パストガバナー
次期地区会員増強委員長
次期担当相談役
パストガバナー
次期地区広報委員長
次期担当相談役
パストガバナー
次期地区ポリオ対策委員長
次期担当相談役
パストガバナー
次期地区R財団部会長
ガバナーノミニー
パストガバナー

次期地区青少年奉仕部会長
RI日本青少年交換委員会監事
パストガバナー

次期地区米山記念奨学委員長
次期担当相談役
パストガバナー

鈴木　唯司（青森モーニング）
村井　　達（八戸）
中村　　勉（八戸中央）

笹森　　剛（弘前）
中畑　　肇（弘前西）

小山内康晴（弘前）
成田　秀治（つがる）

中村　義弘（むつ）

長嶺　康廣（八戸南）
鐘ヶ江義光（八戸東）

三浦　順子（弘前アップル）

関場　慶博（弘前アップル）

工藤　真人（青森）

松本　康子（青森中央）

ガバナー補佐

会員増強委員会

広報委員会

職業奉仕委員会
ポリオ対策委員会
水対策委員会
地区補助金・社会奉仕委員会
グローバル補助金委員会
資金推進委員会
奨学金・学友委員会
青少年交換委員会
インターアクト委員会
インターアクトの翼委員会
ローターアクト委員会
RYLA委員会
米山記念奨学委員会
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「ロータリーの友」第１ゾーン会議出席報告
出席者　ロータリーの友地区委員　平川　賢悦

日時：2015 年 8 月 18 日（火）12:00 ～ 16:30
開催場所：メルパルクTOKYO

全体討議として以下の３点についき報告、討議がなされました。

　１．地区内の情報または地区代表委員としての活動（予定含む）
　２．地区代表委員の仕事に関する疑問、質問（『友』誌への意見、要望など）
　３．９月のロータリー月間に向けて。

報告
　 1.　地区代表委員に突然の指名されたもののその任務につき理解されていない方が  
         相当数いらっしゃった一方で任務、立場を良く理解し積極的に活動している第
          2770 地区の報告は参考になった。

   ２.　自分の地区、クラブでも地区代表委員の立場を理解されておらず、地区内の各  
          行事での位置づけも疎んじられているという意見の地区がかなりあった。

   ３.　「ロータリーの友月間」の取組については活発な地区、非活発な地区に二分され
          た意見交換となった。

       以上
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鈴木　一史さん
（１１回目・メジャードナー）

八戸南 RC

ポールハリスフェロー（PHF）
ロータリー財団寄付者名 (7 月分 ) 

ロータリー財団寄付者名 (7 月分 ) 
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 (7 月分 ) 
米山功労者

（順不同）

伊藤　斉さん
八戸南RC

長嶺　康廣さん（8回目）
八戸南 RC

村中　一文さん
むつRC

坂本　幸光さん（8回目）
鶴田 RC

先月号のガバナー月信８月号の８ページに「今井宏」さまのお写真が「今井高志」さまとして
お名前が掲載されておりました。なお、「今井宏（弘前東RC）」「今井高志（弘前RC）」ともに
MPHFでしたので、訂正してお詫び申し上げます。

おわび

速水  恒治さん（6回目）
五所川原中央RC
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会員動向
新会員名

（順不同）

峯　雅雄さん
むつRC／ 7月 1日入会
SP: 桝田英之　会員

今　彰夫さん
むつRC／ 7 月 1 日入会
SP: 相沢利之　会員

白濱　憲一さん
むつ RC／ 7 月 1 日入会
SP: 桝田英之　会員

小笠原　金一さん
青森東RC／ 7月 3日入会
SP: 竹内　通昭 会員

佐藤　健一さん
青森RC／ 7月 2日入会
SP: 奈良秀則　会員

森　庸さん
青森RC／ 7 月 9 日入会
SP: 沼田廣　会員

遠藤　俊昭さん
青森 RC／ 7 月 30 日入会
SP: 武田隆一　会員

小松　智さん
青森RC／ 7月30日入会
SP: 蝦名文昭 会員

橘　正弘さん
青森モーニングRC／ 7月 3日入会
SP: 藤井健二　会員

最上　伸子さん
青森モーニングRC／ 7 月 17 日入会
SP: 本堂きみゑ　会員

粂田　泰孝さん
黒石 RC／ 7 月 2 日入会
SP: 中村公成　会員

中村　幸成さん
八戸南RC／ 7 月 2 日入会
SP: 大澤一賽　会員

百目木　厚信さん
八戸南 RC／ 7 月 2 日入会
SP: 石橋一男　会員

深川　公夫さん
八戸RC／ 7月1 日入会
SP: 小林幹夫 会員

高谷　修悦さん
五戸RC／ 7月1日入会
SP: 三浦俊哉　会員

蛯沢　公洋さん
東北RC／ 7月15 日入会
SP: 蛯沢正勝　会員
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会員動向
新会員名

7月の退会者名

（順不同）

大髙　弘幸さん
弘前東RC／ 7月 29 日入会
SP: なし

小田桐　マキ子さん
五所川原RC／ 7 月 1 日入会
SP: 中山佳　会員

山田　真一さん
五所川原RC／ 7 月 1 日入会
SP: 小林克徳　会員

中野　正信さん
八戸東RC／ 7月 10 日入会
SP: 中道栄治・石橋裕彦 会員

野沢　利也さん
八戸東RC／ 7月 10 日入会
SP: 中道栄治・田中節穂　会員

港　卓郎さん
青森北東RC／ 7月 8日入会
SP: 荒川恭規　会員

齊下　了介さん
十和田八甲RC／ 7 月 1日入会
SP: 今泉湧水　会員

村上　憲一さん
十和田八甲RC／ 7月1日入会
SP: 佐藤勇一 会員

平野　秀樹さん　  （青森東 RC）  7 月 31 日退会

小笠原　拓司さん
十和田八甲RC／ 7月1日入会
SP: 外崎寧江　会員

田中　英宜さん
鰺ヶ沢RC／ 7月1日入会
SP: 本間宏幸　会員

長尾　治彦さん
つがるRC／ 7月 1日入会
SP: なし

松橋　幸治さん
つがるRC／ 7月 1日入会
SP: なし
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文　庫　通　信（336号）

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

「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。

「貴重な古文献」
 ◎「社会奉仕委員会 2013 ～ 2014 年度事業報告集」　D.2650　2014　168p   　

 ◎「ロータリー社会奉仕事例集」　前原勝樹編　1976　229p   
 
 ◎「ロータリーにおける『社会奉仕』の対象 /決議 23-34 のタイトル」
　　　鈴木一作　－－　5p       
 
◎「ロータリー職業奉仕事例集」　前原勝樹編　1975　318p  
　　  
 ◎「職業とロータリー」　菅生浩三　1993　18p （ロータリー随想　その周辺とともに） 
 
◎「RI 戦略計画と青少年奉仕」　南園義一　2015　6p
     （第 7回国際ロータリー全国RYLA研究会）

◎「新世代奉仕RYLA」　田中作次　2015　10p  （第7回国際ロータリー全国RYLA研究会）                      

◎「光り輝くロータリアン」　藤川享胤　2015　7p　（D.2690 地区大会記念誌）
                      
 ◎「ロータリーとは？」　鈴木一作　－－　6p　

　 　

　　　［上記申込先：ロータリー文庫 ]
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2015-2016 年度　出席報告・会員報告 7月分

東
第
１
グ
ル
ー
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18ガバナー月信 2015年9 月号

行事予定

9月　基本的教育と識字率向上月間 10月　経済と地域社会の発展月間
1　　　　木          青森ＲＣ公式訪問             青森国際ホテル
2　　　　金  
3　　　　土           八戸 RC　創立 60 周年記念式典    八戸市
4　　　　日          青少年奉仕セミナー              青森市
5　　　　月            
6　　　　火　　　　  
7　　　　水  
8　　　　木          青森ﾓｰﾆﾝｸﾞRCガバナー公式訪問    青森国際ホテル
9　　　　金  
10　　　  土  
11           日  
12           月  
13          火  
14           水  
15          木  
16          金  
17          土  
18          日  
19          月  
20          火  
21          水  
22          木  
23          金  
24         土  
25         日  
26         月  
27          火  
28         水  
29          木  
30          金  
31         土  

第２回青少年交換委員会 




