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　9月 5日、6日の両日に開催されました地区大会は多数の皆様のご協力と大会へのご
参加により盛会のうちに終えることが出来ました。RI会長代理・石渕　均様のロータリー
財団と国際ロータリーについての御講話、｢青森県短命県返上｣についての中路先生のご
講演とパネルディスカッションそして最後の懇親会の盛り上がり様は忘れることが出来
ません。主催者として心より感謝申し上げますと共に、一方で不手際もありご迷惑をお
かけしました事、どうぞお許し下さい。
　10月はロータリー特別月間｢経済と地域社会の発展月間｣です。私自身は経済に疎く、
このテーマをロータリーに結び付けて語る経験も知識も持ち合わせませんが、青森県の
経済力がなかなか回復せず、それがロータリーの活性化に直接影響していることは実感
しております。日本の景気が上昇していると喧伝されてはいますが、青森県では如何な
のでしょうか。早く中央の盛況に近付くことが望まれます。それにつけても、最近ロー
タリアンの行動規範の 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｣が
削除されましたが、ラビンドランRI会長が強調する｢Rotary Global Reward｣の為だけで
なく、以前村井パストガバナーが唱えられました｢ロータリー的ビジネス｣にも有効では
ないでしょうか。ロータリー内だけの閉鎖的な意味ではなくです。
　一方、10月は日本独自の強調月間｢米山月間｣です。皆様は米山記念奨学会の活動を良
く理解して下さっていると思います。皆様の御寄附が勉学の意欲に燃える多くの発展途
上国の若人を日本、いや青森に迎え入れて高度の勉学の機会を与え、その学徒が祖国と
日本の友好の礎になっているのです。しかしRI2830地区での奨学金は全国でも下位を
低迷し毎年迎え入れる奨学生はせいぜい5̃6名に過ぎません。今年は寄附目標が一気に
御一人 1万円から 2万円に上げられました。戸惑っている方もおられると思いますが、
少しずつ積み立てられるなどして、毎年増やして頂ければと思います。ぜひ奨学生の話
をお聞きになり、その効果を実感して頂きたいと願っております。
　私自身10月 9日をもって公式訪問を終えます。元気に義務を果たしたいと思ってお
りますので宜しくお願い申し上げます。

Governor’s Message
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ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）参加ご報告

　２０１６－１７年度に向けてガバナー・エレクト研修に参加してきました。
　日本全国３４地区のガバナー・エレクト（以下ＧＥという）が夫婦同伴で参
加していてＧＥ研修の他に配偶者にはＧＥ配偶者研修も用意されていました。
　この研修では「ロータリーでの配偶者の役割」「国際協議会の予備知識・イベ
ントの準備と配偶者の役割」等、多岐に渡り研修を受けて来ました。ＧＥ研修と
は別棟のさくらタワー会場での研修でしたので詳細は解りませんでした。
　私の方の研修はセッション１からセッション２３まででした。内容としては
ポリオ撲滅の現状と今後、地
区ガバナーの責務、戦略計画
の立案、会員基盤の充実、ク
ラブとのコミュニケーション、
地区リーダーシップチーム、
リーダーの育成、クラブ訪問
を最大限に生かす、公共イメー
ジ向上のために、ロータリー
財団の概要、ロータリー米山
記念奨学会プログラム、ロー
タリー学友からのメッセージ
等々多岐に渡り研修を受けて
きました。
　研修の討論の中で感じた事
は、伸びている地区やクラブはきちんと「戦略計画を策定して実施している」
と言う事、逆にこれをやっていない地区にはロータリーの未来は無いのかなと
感じてきました。「戦略計画」は単年度できちんと出来、成果が上がると言うも
のでもないので中長期的なスパンで計画して次の年度に引き継いでいかないと
なかなか直ちに結果が見えると言う事項でもないのかなと感じてきました。
　何れにしても地区は各クラブを支援するという立場であり主体は皆様方のク
ラブです。地区はそのための資料を提供して支援していくだけで御座います。
今後皆様方のクラブを活性化し楽しく希望を持てるロータリークラブにするに
はどうすればよいか一緒に汗を流していきたいと思いますのでご支援ご協力よ
ろしくお願い致します。

ガバナーエレクト　　　長嶺　康廣



04ガバナー月信 2015年10 月号

地区研修リーダーセミナー出席報告
2016-17 年度地区研修リーダー　小山内　康晴

　長嶺ガバナーエレクト（GE）より次年度地区研修リーダーを仰せつかり、9月
3日東京にて杉谷卓紀国際ロータリー理事主催の表題のセミナーに出席してきま
した。
　長嶺GEを支援すべく使命をもって 9時から 17時まで睡魔と闘い何とか打ち
勝ってまいりました。その証として、主催者からの次年度地区への要請事項をご
報告させて頂きます（ちゃんと聞いてきました！）。

１、会員増強活動の継続でさらなる増強を実現すること
２、2020年、日本のロータリーの発足百周年ということで、各地区ともそれに向
　　けた準備を始めること
３、ネットの普及拡大に伴い対応できる体制をさらに進めること

詳細は次年度地区および
クラブリーダーのための
各研修セミナーにて述べ
させて頂くということで、
今年度始まったばかりな
のに恐縮ですが、睡魔と
闘わなくても良いように
皆様のお役に立てるよう
なセミナーの企画を考え
させて頂きますので開催
の暁にはご出席方よろし
くお願いします。
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地区大会 各委員会・諮問委員会ご報告

諮問委員会

決議委員会

登録委員会 信任状委員会
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2015-2016 年度地区大会ご報告

2015-2016 年度地区大会御礼

地区大会実行委員長
青森モーニングRC　　岡村　良昭

　2015-16 年度国際ロータリー会長Ｋ．Ｒ．ラビンドラン会長
代理岩渕　均様ご夫妻はじめ地区内外から多くのゲストロー
タリアンをお迎えしての地区大会、鈴木ガバナーはじめ我々ホ
ストクラブ全員、そしてご協力いただいた中グループの皆さん
にとって忘れることの出来ない人生の出来事だったと思います。
参加していただいた皆様のおかげをもちまして、大過なく終了したものと自負してお
ります。我々の気がつかなかった失礼もあったかも知れません。どうかロータリーの
寛容さをもってお許し願いたいと思います。
　我々のようなロータリー経験の浅い、そしてロータリ知識の薄い連中が開催する地
区大会に素晴らしい立派なお客様をお迎えすることが出来るのだろうか？そして皆様
おいでになっていただけるのだろうか？と不安にかられながら準備をすすめてまいり
ました。進めているうちに我々が推測してる以上に立派な方々から続々と参加のご連
絡があり、一同身震いするほど感激し、絶対りっぱにやり遂げようと決心したもので
あります。   
　岩渕均ＲＩ会長代理はじめ立派なロータリアンとの出会いもありました。そして多
くのロータリアンとの親交も出来ました。このような機会をあたえていただいた皆様
に心から感謝をいたします。  
　これを機会に我々青森モーニングを宜しくお引き立て御願いいたしまして御礼のご
挨拶といたします。ありがとうございました。

地区大会前日　2015年 9月4日
RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

歓迎挨拶 RI会長代理挨拶 アトラクション
（歌手とのロータリーソング合唱）
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地区大会一日目　2015年 9月5日
第 1 本会議

地区大会一日目　2015年 9月5日
第 2 本会議

RI 会長代理ご夫妻入場セレモニー 本会議開始 ガバナー点鐘

記念事業紹介・目録贈呈 一般公開記念講演 /基調講演 一般公開記念講演 /パネルディスカッション

来訪学生並びに派遣学生 ガバナーエレクト挨拶

ポリオ撲滅募金活動（アウガ前）ガバナーノミニー挨拶
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地区大会１日目　2015年 9月5日
RI 会長代理ご夫妻歓迎大懇親会

地区大会２日目　2015年 9月６日
第３本会議・第４本会議

RI 会長代理ご夫妻歓迎大懇親会

RI第 3330 地区ガバナーエレクトとの
プレゼント交換

直前がバナーに記念品贈呈 記念イベント（大ロータリーウルトラクイズ） ロータリーソング「手に手つないで」

第３本会議 /RI 現状報告

RI会長代理ご夫妻に記念品贈呈

ロータリーソング「手に手つないで」

RI会長代理講評
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全国ロータリー・ポリオプラスプログラム研修セミナー報告
ポリオ対策委員　土橋　伸行

８月２３日（日）に東京都港区にある増上寺において全国ロータリー・ポ

リオプラスプログラム研修セミナーが開催されました。私は２８３０地区

のポリオ対策委員として出席しました。

　研修セミナーの前日２２日（土）に東京タワーにおいて２５８０地区の

東京東江戸川ローターアクトのメンバーを中心にポリオ撲滅募金活動が行

われました。２８３０地区からはローターアクト１名を含む2名が参加し

ました。（写真１）

　今回の研修セミナーは、２０１４－１５年度国際ポリオプラス委員会委員の黒田正宏PGを呼びかけ人（写

真２）、関場慶博PG（写真３）を実行委員長、東京愛宕RCを事務局にお

いて、参加対象者をポリオ撲滅に関心を持つすべてのロータリアンとし、

ポリオ撲滅という最終目標へ到達するためには何をすべきなのかいっしょ

に考えよう、という目的で設立、運営されました。

　日本全国（北は北海道の釧路から南は鹿児島まで）より２００名を超え

る参加者が集まりました。２８３０地区からは鈴木唯司ガバナー（写真

４）以下１２名が参加しました。また、ポリオの会から１４名参加者があ

りました。ポリオの会の稲村敦子氏より「ポリオサバイバーの視点から」

という講演がありました。（写真５）ポリオ撲滅に関心のある参加者にとっ

て、ポリオサバイバーで現在車椅子ユーザーである稲村氏の生の声による

講演は、とても貴重で有意義であったと思います。

　今年（２０１５年）は、ロータリーのポリオプラスプログラムの３０周

年にあたり、また、８月現在アフリカのナイジェリアにおいて、野生型ポリオの無発生

期間が１年過ぎ、このままいけば「ポリオフリーアフリカ」も実現し

そうということもあり、会場は熱気に包まれていたと思います。残る

野生型ポリオの常在国はパキスタン、アフガニスタンの２つです。今

年は去年の３５９例より減少していて８月現在３９例ほどです。３０

年前は全世界で３５万例でした。本当にあと少しです。ポリオ撲滅の

ために、より一層の皆様の御寄附をお願いします。また、来年もイン

ドにおけるNID活動に２８３０地区を中心としたメンバーが参加しま

す。一人でも多くのロータリアンが参加することを望みます。

　最後に、この研修セミナーが無事盛況のうちに終わりましたことを皆

様に御報告いたします。関場実行委員長はじめ東京愛宕RC、他の実行

委員の皆様大変お疲れ様でした。とても有意義なセミナーでした。

（写真1）

（写真2）

（写真3）

（写真4）

（写真5）
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ロータリー財団寄付者名 (8 月分 ) 
マルチプル・ポールハリスフェロー（MPHF）

（順不同）

中嶋　志朗さん（14回目）
弘前西 RC

竹内　通昭さん（1回目）
青森東 RC

竹内　通昭さん（5回目）
青森東 RC

米山記念奨学金寄付者名 (8 月分 ) 
米山功労者
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会員動向
新会員名

（順不同）

今　博さん
青森東RC／８月 7日入会
SP: 沖津義男　会員

杉本　香奈子さん
八戸北RC／ 8月 25 日入会
SP: 平野薫　会員

小森　俊英さん
青森RC／ 8月 20 日入会
SP: 山口智之　会員

中畑　俊二さん
青森RC／ 8月 27 日入会
SP: 大友寿郎会員

斗沢　良重さん
三沢RC／ 8月 4日入会
SP: 相場博　会員

杉山　大幹さん
弘前RC／ 8 月 31 日入会
SP: 福眞睦城　会員

石橋　理さん
八戸RC／ 8月 5日入会
SP: 接待一雄会員

8 月の退会者名
赤平　仁さん　  （青森 RC）  8 月 31 日退会
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文　庫　通　信（337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。

「地区大会記念講演 他」
◎「中国の大問題と日本の将来」　丹羽宇一郎　2015　10p   （D.2760 地区大会記録誌）

◎「和魂和才・すこやかに生きる漢方の知恵」　寺澤捷年　2015　11p   
     （D.2690 地区大会記念誌）

◎「２１世紀に求められるリーダーとは」　葛西敬之　2015　9p
     （D.2630 地区大会記録誌） 

◎「目標達成のセルフマネジメント イチロー、田中将大が実践する自分力の育て方」　
　　奥村孝治　2015　15p 　　　 （D.2550 地区大会記念誌）　  

◎「環境革命の時代に神奈川を考える」　涌井雅之　2015　13p （D.2590 地区大会の記録）

◎「シェルドンに学ぶロータリーの活性化」　小船井修一　2015　9p          
　　（D.2630 地区大会記録誌）

◎「ロータリーの歴史とその心」　三木 明　2015　10p      
　　 （D.2840 地区研修・協議会報告書）

◎「里はまだ夜深し－江川英龍」　橋本敬之　2015　4p　
　 　（米山梅吉記念館館報）   
                   
◎「『運命の一日』東郷平八郎の決断(前後編）」　岡村 健　2014　9p　 (福岡南RC月報)
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2015-2016 年度　出席報告・会員報告 8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
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行事予定

11月　ロータリー財団月間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 

インターアクトの翼説明会　　　　 青森国際ホテル




