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　Governor に就任してから早や 4か月が経ちました。就任した 7月に公式訪問が始まり、地区
大会の準備が並行して行われたこともあり、あっという間の2か月が過ぎました。お陰様で地
区大会は皆様の御協力のもと大過なく行われました事、今更ながら感謝申し上げます。休む間
もなく後半の公式訪問を再開し、10月 9日青森モーニングRCで終了いたしました。今思い出
しますと、真に拙い公式訪問であったと深く反省しておりますが、逆に皆様にはいろいろ教え
て頂く事が多く、出された質問に答えるべく一生懸命勉強したお陰で、ロータリーの知識も増
えた事は私の財産であります。これからは地区の発展を目指して、目標として掲げました事項
を進める事及び懸案問題の解決に努力したいと考えております。
　ところで、ロータリー特別月間で 11月はロータリー財団月間とされています。少し遅くなり
ますが、12月 20日にはロータリー財団セミナーが開催されます。財団寄附や補助金についての
知識を得るためにもぜひご出席くださいますようお願い申し上げます。ここで学び、地区の全
クラブが地区補助金を用いた奉仕活動を計画して下されば幸いです。
　また11月 2日～ 8日は、ロータリー特別週間の世界インターアクト週間とされています。世
界中のロータリークラブとインターアクトクラブが協力して国際規模の活動に参加することが
奨励されているようです。ちなみに 3月 7日～ 13日が世界ローターアクト週間です。4月まで
には各インターアクトクラブ、ローターアクトクラブ共に活動項目の達成内容をまとめ、会長
賞を目指そうではありませんか。
　あるいは新聞でお読みかと思いますが (本月信に記載記事 )、私が今年度の地区奉仕活動の一
つとして唱えてきました大学へのロータリー講座 (講義 )設立が職業奉仕委員会花田委員長及び
浅利委員のご協力もあって、やっとこの度実現の運びとなりました。実施大学は、青森大学です。
青森山田学園理事長　岡島成行氏は青森モーニングロータリークラブの会員でもあり、快くRI
第 2830地区との提携を御承諾下さいまして｢ジョッパリ経済学｣との名称で、青森大学とRI第
2830地区との提携講義を始めることになり、10月 14日協定を結びました。2016年 4月から 7
月まで 1学期 15回の講義を担当し、2単位が授与されることになります。講師は全てRI第 28
30地区のロータリアンです。あくまでもご自身の職業を中心に1コマ 70分間の講義をして頂き
ます。その後 10分間は質疑応答の時間で、最後に学生が講義内容について小論文を書いて提出
します。この小論文を採点し合否を判定する予定です。最初は学生のみに対する講義を考えて
おりましたが、大学の要望もあり、一般市民への公開講座ともなります。講師は１学期１回の
お願いですが、今のところ手弁当でお願いせざるを得ません。最低5年間は続けたいと考えて
おりますので、今後皆様にも講師を担当して頂くようお願いしなければなりませんが、その節
は宜しくお願い申し上げます。
先輩実施校の静岡大学 (静岡RCとの提携 )では学生に人気で、300人定員の講義室が一杯になっ
ていました。私共も成功するよう頑張ります。

Governor’s Message
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三戸ロータリークラブ創立 50周年記念式典ご報告

　三戸ロータリークラブ創立 50周年記念式典及
び記念祝賀会が平成 27年 9月 10 日（木）住谷野
「鴛鴦殿」に於いて午後 3時から関係者 180 人余
りの参加を得て挙行されました。
　式典では宗 定史実行委員長がクラブ発展の歴
史を含む式辞を述べたあと、記念事業報告と特別
表彰、功労表彰、スポンサークラブ表彰、歴代会
長表彰と続き、記念特別スピーチとして、第9650
地区（オーストラリア）パストガバナWILLIAM
（BILL）J.FORREST氏（タムワース西RC）と同
氏の長男である受け入れ交換学生アラン・フォー
レスト氏からそれぞれ日本語でのスピーチがあり、
盛り上がりました。
　祝辞が竹原義人三戸町長、鈴木唯司ガバナー、
スポンサークラブ代表として春日井 澄様（青森
RC）より述べられました。
　祝賀会は大庭会長の挨拶に続いて長嶺康廣ガバ
ナーエレクト（八戸南RC）が祝辞を述べた後、
ミニコンサートが行われました。
　名クラリネット奏者でもある 85才の通称ビル・
フォーレスト氏と三戸クラブ会員を含む地元バン
ドの合同演奏があり、
「WILLIAM J. FORREST＆
THE COSMOPORITANS」
の演奏に酔いしれました。
　南グループ山﨑 悟朗ガバ
ナー補佐の乾杯で祝宴に入り、
南部手踊りの余興もあり、終
始和やかな宴会となり、手に
手つないでまで参加者全員で
50周年を祝いました。
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弘前ロータリークラブ創立60周年記念事業

                            および記念式典ならびに祝賀会の開催ご報告

日時：平成27年9月23日（水・祝日）
場所：弘前文化センター（記念事業および記念式典）・フォルトーナ（祝賀会）

　9月 23日、秋分の日に弘前ロータリーク
ラブは創立60周年の日を迎えました。これ
を記念し、またこれまでの活動へ弘前市民
の皆様からご支援、ご理解を頂いてきたこ
とに感謝を表すべく、一般市民を招待して
の「青島広志のおしゃべりコンサート　ペー
ルギュントの大冒険　弘前から弘前へ」を
記念事業として開催しました。たくさんの
市民から参加の申し出を頂きましたが、抽選で280名の方々をご招待いたしまし
た。抽選にもれた皆様には心からお詫びを申し上げたいと思います。また日頃か
ら交流のある青森県立弘前第一養護学校の生徒のみなさん、介護福祉施設の利用
者のみなさんをお招きして、普段接する機会
が少ない生のコンサートを楽しんで頂く機会
といたしました。
　90分のコンサートは青島氏の軽妙なおしゃ
べりとピアノ、それに声楽の3名によって楽
しく進められ、あっという間に、しかし成功
裏に終演を迎えることが出来ました。
（※写真①）
　このコンサートの開幕に合わせて表千家流
の呈茶席を設け、来訪ロータリアンから一般
市民までひろくお茶の接待をさせて頂きました。
　引き続いての記念式典では弘前ローターアクトクラブ、聖愛高校インターアク
トクラブメンバーとSKK情報ビジネス専門学校のみなさんによるフラッシュモ
ブが披露され、若々しいダンスパフォーマンスという意表を突く形で幕を開け、
開会点鐘、会長式辞、来賓祝辞へと引き継がれました。
（※写真②）

弘前RC会長　福眞　睦城

写真①

写真②
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　来賓の鈴木唯司ガバナーからは西第 2
グループの牽引役を今後ともしっかり
果たしていくようにと大任を委ねる激
励を頂戴し、今後の活動にむけて会員
一同気を引き締めて拝聴いたしました。
（※写真③）
　また引き続きスポンサークラブの青
森、秋田ロータリークラブへ記念品の
贈呈があり、両クラブ会長から親しく
御挨拶を頂戴いたしました。なかでも秋田RC会長がフランス出張中というこ
とで、会長代理としてクラブメンバーである国際ロータリー第 2540 地区ガバ
ナー宮下正弘氏がお出で頂きましたことを付言いたします。（※写真④）

　式典無事終了、会場をフォルトーナ
へ移り祝賀会が催されました。当クラ
ブメンバー渋谷和生の津軽三味線演奏
にて皆様をお迎えし、オープニングは、
8月に実施した弘前RC創立 60 周年記
念ねぷた運行の様子を、プロジェクショ
ンマッピングにて放映し、皆様に楽し
んで頂きました。
　その後、当クラブ名誉会員である弘

前大学学長佐藤敬氏による乾杯の発声で賑やかにスタート。以後歓談へと進み、
各クラブとの交流交歓を深めクラブ還暦の誕生祝いが盛大に行われた一日とな
りましたことをご報告いたします。
　ご多忙の中お集まり頂きましたご来賓各位、また各クラブロータリアンの皆
様に心から御礼を申し上げます。

写真③

写真④
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八戸ロータリークラブ創立 60周年
創立 60周年実行委員会　委員長　橋本昭一

　国際ロータリー第2830地区八戸ロータリー
クラブは本年、創立60周年を迎えました。私
たちは「歩もう地域と世界のために―60年を誇
りにして」をテーマとし、去る10月 3日八戸グ
ランドホテルにおいて創立60周年記念式典を開
催いたしました。
　多数のご来賓やロータリアンをお迎えしまし
たが、とりわけ姉妹クラブである国際ロータリー
第3490地区台湾・基隆ロータリークラブからは
総勢30名の会員とご家族が、この日のために訪問し喜びを分か
ち合いました。
　我がクラブは、1955年に、盛岡・青森両ロータリークラブをスポ
ンサーとして誕生いたしました。その後八戸市は新産業都市の指定
を受け、目覚ましい発展を遂げましたが、その成長を担ったのは、
私たち八戸ロータリークラブ会員の職業奉仕精神だったと自負して
おります。
　また1974年からは台湾・基隆ロータリークラブと姉妹クラブ協約を締結し、民間外交の一助と
して友好親善を深めてまいりました。
　10月 3日当日は、午後3時から記念式典が挙行されました。司会は、青森クラブ幹事の大友寿
郎氏にご担当頂きました。大友さんは、八戸支社長時代に我がクラブに3年半在籍されたことから、
有り難くも元会員として快く大役をお引き受け頂きました。
　続いて、元八戸税務署長の財務省キャリア・枝広直幹氏による記念講演会を開催しました。演
題は「私が見たグローバル経済と地域経済」でした。
　その後の祝賀会では、我がクラブ最年長会員の浦山昭二さんが力強く乾杯の音頭を発声し、宴

会を盛り上げました。
　今回は3つの記念事業を行いました。第一は、
枝広氏による記念講演会です。第二には、台湾・
基隆市小学校への図書寄贈です。第三は、八戸市
立市民病院敷地内への植樹寄贈です。これらはい
ずれも「地域と国際親善のために」という60周
年テーマを具現化したものです。
　みなさまにおかれましては、今後も我がクラブ
をご指導賜りますよう、よろしくお願いを申し上
げます。
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ロータリー財団セミナーご報告１
２０１５年９月２０日　青森国際ホテル
ロータリー財団部会長　　長嶺康廣

９月２０日ロータリー財団セミナーを開
催しました。
内容は各委員会報告と、各クラブの地区
補助金活用事例発表とそれに対する質疑
応答でした。私の挨拶は例年ですと７月
に開催される地域ロータリー財団セミ
ナー（東京開催）報告をするのですが今
回は当該セミナーが開催されませんでし
たので財団室ニュース８月号から
２０１５－１６年度ロータリー財団の優
先項目と具体的目標について紹介しまし
た。
優先項目１：永久にポリオを撲滅する。
優先項目２：ロータリー財団に対する
ロータリアンの知識、参加、寄付を向上
させる。
優先項目３：財団の補助金と６つの重点
分野を通じて、ロータリーの人道的奉仕
の質と影響を高める。
優先項目：ポリオプラスにおける成果と
「世界でよいこと」をしてきた１００年
の歴史
に特に注目し、財団によるこれまでの実
績に対するイメージと認識を高める。
　詳細は財団室ニュースをご覧になって
いただければと思います。
　セミナー後半の質疑応答で出たのが次
の項目でした。
①財団の寄付とか活動がクラブの会員に
周知されていないがどうしてか？と言う
事でした。
　財団部会では年２回のセミナーを開催していますが、これに出席していないク
ラブには情報が上手く伝わらない問題。セミナーに出席してもその情報をクラブ
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ロータリー財団セミナーご報告２
ロータリー財団部会長　　長嶺康廣

例会で報告しないことで情報が上手く伝わらない問題。月信でもセミナー報告を
掲載して頂いていますがその月信を読まないことにより情報が上手く伝わらない
問題。色々な問題が考えられますが全クラブがセミナーに出席し、出席者が例会
で会員に周知し、会員全員が月信の記事をお読み頂ければ財団への理解ももっと
進むものと考えられます。
②地区補助金は継続事業ではなく単年度事業が推奨されると言われるので２年目
の同様の奉仕活動（継続事業に該当すると判断した為）に地区補助金を申請しな
かったがどうか？
と言う事でした。
　各クラブでは地域のニーズに合わせた奉仕活動を考案して実施していますが、
毎年同じような活動になる事は起こり得ると思います。原則的には「ロータリー
財団　地区補助金とグローバル補助金　授与と受諾の条件」・「ロータリー財団　
地区の参加資格認定：覚書（MOU）」・「クラブの参加資格認定：覚書（MOU）」
に反しない限り地区に自由な裁量権が付与されたのが（新）地区補助金です。こ
の範囲内で自由に地区補助金を活用して世界でよいことをすれば良いと思います。
継続事業とは複数年かけて１つの奉仕プロジェクトを完了させる事であり、それ
はグローバル補助金でやって頂いて、地区補助金は単年度で完了させる比較的小
さな活動ととらえればよいと思います。できれば毎年同じ活動ではなく地域のニー
ズに合わせた別の奉仕活動を次々に開発して頂き、地区補助金があなたの住む地
域に広く行渡りもっと住みよくなる事を祈念します。
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ロータリー財団セミナーご報告３

グローバル補助金委員会ご報告

奨学金・学友委員長　成田俊介

セミナー参加者に 2016-2017 年度地区補助金奨学生の募集要項と申請書類、グロー
バル補助金奨学生募集要項と申請書を配布しました。
　グローバル補助金奨学生は随時受け付けていますし、昨年との変更点は基本的
にはありません。
　地区補助金奨学生に関しては、前年度と変更点があります。主な変更点は
　①地区大会への出席義務を追加
　②地区大会への交通費は申請したクラブが負担する
　③留学先の地区に面倒を見てくれるクラブを委員会で探します。その地区のク
ラブの例会やローターアクトへクラブへの入会を推奨します。
前年度から地区補助金奨学金制度の申請は個人からクラブに変更されています。
例年三沢RCのバッカス奨学生が採用されることが多いですが、他クラ ブからも
是非ご応募下さい。わからないことがございましたらR財団奨学金学友委員長ま
でご連絡下さい。よろしくお願いします。

　グローバル補助金委員会はセミナー開始前にパワーポイントで会場にタイ第
3330地区との協同事業の様子を映してご覧頂きました。
　グローバル補助金委員会の持ち時間は10分でしたので、グローバル補助金につ
いて要約したA4判のパンフレットを配布し、パンフレットをご覧いただきなが
らご説明いたしました。
　当地区では松本年度よりグローバル補助金を利用した奉仕活動は実施していま
すが、クラブでの利用実績が無いため、積極的な活動をしてもらえるようご説明
いたしました。

グローバル補助金委員長　佐々木眞一
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サンパウロ国際大会中の専門家グループ研修で、「SMART（賢明）な目標」とは何かに関する話し合いが行われました。以下がその概

要です。今後、グローバル補助金の計画についてロータリー会員に助言される際は、これらの点をご考慮ください。 

目標（objectives）とは： 目標とは、プロジェクトで期待される効果や変化です。プロジェクト計画について助言する際は、プロジェクト全

体の目標を定めてから、それに基づく計画を立てる重要性を強調しましょう。 

目標と測定方法（Measures）： 目標は、プロジェクト全体を通じて目指すべき変化です。測定方法とは、その変化に向けた進捗を図るた

めの基準です。たとえば、目標が「小学5、6年生の識字率向上」である場合、「教師研修の実施時間」が測定方法の一つとなるでしょう。 

グローバル補助金の要件には「目標」が含まれていませんが、地域調査後のプロジェクト計画の際、最初に検討すべきことは目標設定

です。目標が定まっていれば、関係者全員の足並みを揃えることも容易になります。 

目標設定後は、達成に向けたステップを検討します。目標達成と関係ない取り組みや活動はプロジェクトに含めるべきではありません。

プロジェクト実施段階でも、定期的に目標達成への道筋を確認し、順調に進んでいることとそうでないものを見定め、適宜調整する必要

があります。 

SMARTの要素 

S – Specific（明確）： 明確な目標であれば、達成に向けて何をすべきかについて関係者全員で共通の理解を得ることが容

易になります。 

M – Measurable（測定可能）： プロジェクトで生じる変化を量的に測定する方法が必要とされます。成果を具体的に把握す

ることがポイントです。 

A – Achievable（達成可能）： 決められた期限までに達成できる現実的な目標を定め、関係者全員で確認するようにしま

す。 

R – Relevant（重要）： プロジェクトが実施される地域社会にとって関連性が高く、重要な目標とします。地域社会にとって

重要でない場合は、再検討する必要があります。 

T – Time-bound（定まった期限）： 期限を定めることは、達成に向けて順調に活動することへの意欲につながります。ま

た、設定した目標が期限までに完了できることを確認してください。 

クイズ：以下4つの目標設定では、AまたはBのどちらがよりSMARTな目標でしょうか？ 

目標設定1 

水システムを効率的に運営するために、政府職員全員の能力を高める 

利用できる水と配水設備を管理、維持するために、地元政府機関の特定職員の能力を高める 

目標設定2 

3つの村で公衆衛生への認識を向上し、住民による衛生習慣の実践を促進する 

3つの村で公衆衛生と衛生習慣を改善する 

目標設定3 

特定地域での下痢性疾患による児童罹患率・死亡率を低減する 

水分補給の改善策ときれいな水を地域社会に提供する 

目標設定4 

都市の青少年グループ間の対立を緩和する 

青少年平和プロジェクトを通じて、参加者間の非暴力コミュニケーションを増やす 

正解 

目標設定1： B 

目標設定2： A 

目標設定3： A 

目標設定4： B 

最近の現地視察 

Hans-Juergen Schollさんは、タンザニア

での現地視察で住民会合に参加 

Mats Bartlingさんが視察したザンビアでの

水プロジェクト 

SMARTな目標設定を 
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現地視察を通じた関係構築 
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専門家グループメンバーは、グ

ローバル補助金プロジェクトの現

地視察が決まったら、どうすれば

現地のロータリアンや住民と最も

効果的に信頼・協力関係を築くこ

とができるか検討しなければなり

ません。このことは、視察の質そ

のものにも影響を与えます。私の

場合、「四つのテスト」の要素（真

実、公平、友情、全員の利益）を

考えることを大切にしています。 

関係構築は、現地視察の決定

後、プロジェクトの連絡担当者や

関係者に送る最初のEメールで始

まり、このメールが、その後のやり

取りと関係構築の質を決定づける

でしょう。  

最初のメール内容には、日時や

査察内容について明確に書く必

要がありますが、友好的な表現を

用いるようにし、事務的・形式的な

印象を与えないことが大切です。

私は、書面で自己紹介をする際、

重点分野に関連する職歴や、

ロータリーの国際プロジェクトにお

ける経験について説明します。 

現地の会員には、さまざまなかたち

で要件・基準を満たすための調整を

してもらうことになるため、自分たち

のプロジェクトが審査されるという自

覚をもってもらう必要があります。同

時に私は、プロジェクト担当者から

提供される情報から、相手について

よく知ろうと努力します。   

現地についたら元気に振舞い、関係

構築への前向きな姿勢を示します。

自ら歩み寄り、自然なかたちで自己

紹介することも大切です（大勢を相

手に自己紹介を繰り返すことになり

ますが、相手によって方法を変えて

自己紹介します）。初対面でも前向

きに話を聞くようにすれば、相手は

自ずと私生活や夢について語るよう

になるでしょう。自分の経歴、学歴、

ロータリーでの経験については、会

話の自然な流れの中で話し、常に誠

実であるよう心がけましょう。極力

オープンに話すようにし、考えや気

持ち、学んだことや間違えたことも伝

えるようにします。また、肩の力を抜

いて、専門用語の使用は避け、社会

的な身分格差を意識させないように

気をつけてください。  

身振り手振りを生かしながら巧みに

コミュニケーションを交わし、相手に

真摯に耳を傾けることは、新たな関

係構築にとって非常に重要となりま

す。消極的な人には、質問をしたり、

近づいて話の仲間に加えたりするこ

ともできます。相手の尽力をねぎら

い、意見に理解を示すことでも、参

加意欲を促すことができるでしょう。

また、相手が考えているときには急

かさずに、じっくりと回答を待ちま

しょう。 

自由参加を奨励するとともに、プ

ロジェクトの重要性やニーズに応

えるクラブの善意について触れる

ことで、より多くの情報を引き出す

こともできます。また、プロジェクト

関係者のフラストレーションや落

胆には共感と理解を示すことが大

切です。 

最後に、現地訪問中に予定され

ている活動には、すべて熱意を

もって参加することです。現地で

は査察任務に集中し、現地の人

びとに細心の注意を払うべきで

す。また、提案や招待を積極的に

受け入れることで、地域社会やそ

の文化についてさらに詳しく知る

ことができます。自分にとっての

快適な場所や範囲を超えて探究

心を発揮し、異文化理解に努めま

しょう。  

また親しみやすいゲストとして振

舞いましょう。不機嫌そうで用心

深いゲストは好まれません。「超 

現地視察で生徒と交流したBill Stumbaughさん 

グアテマラでの現地視察の様子 
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去る6月のサンパウロ国際大会で専門家グループの研修が行われ、

18カ国から50名以上のロータリアンが出席しました。地域調査の重

要性と目標設定に焦点を当てた研修では、現地視察の意見交換会に

ついて情報が提供されました。また、「持続可能性のための6つのス

テップ」に関するパネルディスカッションと、同じ専門分野のグループメ

ンバー同士での円卓討論が行われました。研修に出席できなかった

方は、専門家グループメンバーの共有サイトからプレゼンテーション

を含む研修資料を見ることができます。 

さらに、国際大会初となる専門家グループの分科会には、約100名の

ロータリアンが出席しました。経験豊かな南米の専門家グループメン

バーが紹介され、さまざまな意見交換が行われました。 

資金管理担当職員 
 

メレディス・バールー  

マネージャー 

meredith.burlew@rotary.org 

 

クリスチャン・ペペラ 

シニア・コーディネーター、専門家グループ 

christian.pepera@rotary.org 

 

キャサリンシューマー 

監査、モニタリング·地区支援スペシャリ

スト 

catherine.schumer@rotary.org 

 

トーマス·ウッズ 

監査とモニタリングスペシャリスト 

thomas.woods@rotary.org 

 

ラジャシュ・アナン 

会計監査シニア・コーディネーター 

南アジア事務局、インド 

rajesh.anand@rotary.org 

専門家グループのウェブサイトもご利用く

ださい。  

ロータリーのウェブサイト（www.rotary.org）のMy RO-

TARYに登録している専門家グループのメンバーは、

My ROTARYにログインし、プロフィールのページから

「ワークグループ」をクリックしてください。このページで

は、各種資料、アンケートのツール、ニュースや情報を

ご覧いただけます。また、フォーラムへの参加、研修資

料のダウンロード、「Tech Talk」アーカイブ、フォトギャラ

リーなど、さまざまな機能をご利用いただけます。 

今後の研修行事 

次回の研修は、9月17日（木）、ケニアで開催される第20Aゾーンのロータリー研究会に併

せて実施されます。この研修には、世界中の専門家グループメンバー、ならびに同グルー

プや資金管理に関心のあるすべてのロータリアンが出席できます。詳しくはこちらから 

11月5日（木）には、トルコで開催される第20Bゾーンのロータリー研究会で研修が行われ

ます。詳しい情報は、Eメール（cadre@rotary.org）でお問い合わせください。 

サンパウロでの研修 

専門家が必要とされる分野・地域 

ロータリアンの持続可能・測定可能な補助金活動を支える専門家グループの取り組みは、ロータリー補助金の活動とともに

進化します。そのため財団では、専門家グループメンバーとして次の領域でご協力いただける、さらに多くの有志ロータリアン

を探しています。 

 地域社会のニーズ調査 

 モニタリングと評価 

 持続可能なプロジェクトの立案 

また、次の分野でも新メンバーを募集してい
ます。 

 水と衛生分野の専門家 

 保健分野の専門家 

 スペイン語を話せる北米・中米地域の方 

 6つの重点分野のいずれかに該当する専門知
識をお持ちで、アフリカ、東南アジア、中米にお
住まいの方 

これらの募集領域・分野に該当する方をご存知であ
る場合は、ぜひEメール（cadre@rotary.org）でご連
絡いただけますようお願い申し上げます。 

サンパウロでの研修で自らの経験を発表したGedson Bersaneteさん（第4470地区パス

トガバナー） 

前ページからの続き 

我の奉仕」を実践するもの同士、全身全

霊を傾けて信頼を築いてください。 

注意点： 文化や慣習における違いを前

もって調べ、理解しておくことが大切で

す。必要に応じてコミュニケーションの方

法を変える必要もあるでしょう。 

  

mailto:meredith.burlew@rotary.org
mailto:christian.pepera@rotary.org
mailto:catherine.schumer@rotary.org
mailto:tannia.dubon@rotary.org
mailto:rajesh.anand@rotary.org
http://www.rotary.org/
http://rotarymombasainstitute2015.org/
mailto:cadre@rotary.org
mailto:cadre@rotary.org
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地区米山記念奨学会・青少年奉仕部会」合同セミナー
青少年奉仕部会長　三浦順子

　2015年 10月 4日（日）午後から米山記
念奨学委員会・青少年交換委員会・ロー
ターアクト委員会の３委員会合同セミ
ナーを開催しました。
　セミナーは鈴木唯司ガバナーと松本康
子パストガバナーからご挨拶をいただい
たあと、関場慶博パストガバナーの基調
講演から始まりました。
　工藤真人委員長率いる米山記念奨学委
員会は参加した7名全員のスピーチがあ
り、留学した目的や日本に住んでみて苦労したこと、
今後の目標などが流暢な日本語で語られました。川﨑益
美委員長率いる青少年交換委員会は石 馥綺さん（台湾）
が来日して間もないながら高校生活を楽しんでいる様子
のスピーチがあり、得意のオカリナ演奏も披露してくれ
ました。
　小林幹夫委員長率いるローターアクト委員会は長尾代表の現状報告のあと、今年２
月にインド国ポリオ一斉接種に参加した二人の報告があり、参加したことで撲滅への
意識や理解が深まったように感じました。
　昨年までは１泊２日のセミナーでしたが、地区大会との日程調整で３時間という長
丁場のセミナーでしたが、その後の懇親会ではローターアクターや米山奨学生との交
流もあり米山や青少年奉仕への
理解も深まったことと思ってい
ます。
　十和田ではB1グランプリが
あったり、各地イベントが多く
本当にお忙しい中参加いただい
た鈴木ガバナー、松本パストガ
バナー、北山パストガバナー、
佐々木ガバナーノミニー、東京
出張からまっすぐ会場入りして
講演をいただいた関場パストガ
バナー、また多くのロータリア
ンに心から感謝申し上げます。
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青森大学との教育連携に関する協定締結式ご報告
職業奉仕委員長　花田勝彦（五所川原RC）

 １０月１４日、青森大学において，国際ロータリー
第２８３０地区と青森大学との教育連携に関する協
定締結式が行われ、当地区からは鈴木唯司ガバナー，
青森大学側からは岡島成行青森山田学園理事長と崎
谷康文青森大学学長が出席して、協定書に調印いた
しました。新聞報道でご覧になった方もあろうかと
存じます。
 今回の協定の内容は、２０１６年４月から，当地区
のメンバーが講師として、青森大学の学生に対して
「寄附講義」を行うというものです。これまで教育に
深く携わってこられた鈴木ガバナーのご発案で、青
森モーニングクラブの会員である岡島成行氏が青森山
田学園の理事長を務めているご縁から、青森大学で講義を
行う運びとなりました。
  講義の名称は、仮称ですが，「じょっぱり経済学」と銘打
ちました。１５名のロータリアンが毎回交代でそれぞれの
職業やロータリー活動から得られた経験に基づく講話をし
ていただき、課題を出して学生のレポートを採点していた
だくというものです。学生にとっては、半期１５コマで２
単位が与えられる授業となります。
 このような「寄附講義」のアイディアは、鈴木ガバナー、静岡ロータリークラブが静岡大学で行っ
ているものを参考にしたものです。６月に鈴木ガバナーのお供をして、静岡大学の講義を拝見し、
運営に携わる静岡ロータリークラブのメンバーから様々な情報をいただいてまいりました。
 協定の期間は差しあたり２０１７年３月までの１年間ですが、２０１６年度前期の講義の状況次第
で、更新することができるようにしてあります。大学側にとっては、県内で有数の企業経営者や専
門家の講義を無料で実施できるとともに、学生がこの青森県で活躍する場を提供する機会となるメ
リットがあると考えられます。そして、第２８３０地区にとっては、ロータリアンやロータリーの
活動を学生に知っていただく機会となり、社会奉仕の有効な実現手段となると考えています。
 聴講できる学生は青森大学の全学部の学生ですが、学生以外の一般の聴講生も可能な限り受け入れ
たいというのが大学側の意向であり、そうなると我々の活動がさらに社会的に周知される機会が広
がることが期待されます。
まずは第一歩を踏み出したところです。これから地区内のロータリアンの皆様には、講師として講
義をご担当いただくことをお願いすることもあろうかと存じます。その節にはご協力いただけます
ようお願い申し上げます。

東奥日報社提供 /平成27年10月15日掲載
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ロータリー財団寄付者名 (9 月分 ) 
アーチ・クランフ・ソサエティ（レベル 1） マルチプル・ポールハリスフェロー（MPHF）

ポールハリスフェロー（PHF）

黒田 正宏さん
八戸南RC

米山記念奨学金寄付者名 (9 月分 ) 
米山功労者

今　広樹さん　
五所川原RC

東 慎治さん
五所川原RC

木村 重介さん（２回目）　
五所川原RC

山崎 淳一さん（10回目）　
五所川原RC

成田 文治さん　
大鰐RC

木村 重介さん（２回目）　
五所川原RC

平山 敦士さん
五所川原RC

増田 尚紀さん　
五所川原RC
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会員動向
新会員名

（順不同）

本田　富彦さん
青森RC／ 9月 10 日入会
SP: 和田一穂　会員

原  久美さん
八戸南RC／ 9月 2日入会
SP: 豊川勝　会員

石橋　信雄さん
八戸RC／ 9月 9日入会
SP: 小井田和哉　会員

川守田 道治さん

櫻田　博幸さん

南部RC／ 9月 1日入会
SP: 八戸中央 RC　小沢本江 会員

十和田八甲RC ９月 25 日逝去

お悔やみ
慎んでお悔やみ申し上げます。

永井　純一さん
弘前 RC／ 9 月 14 日入会
SP: 小山内康晴　会員

堰野端 展雄さん
十和田東RC／ 9月 1 日入会
SP: 欠畑茂治　会員



18ガバナー月信 2015年11 月号

文　庫　通　信（338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。

「デジタル化されたロータリー文献 (３)」
◎「留学生援助の意義」　増田房二　吹田R.C.　1978　14p
        　　
◎「D.259『座談会　米山奨学会に望む』に対応して」　増田房二　
　米山記念奨学会　1983　5p　　　　

◎「米山奨学事業の精神的原点」　増田房二　1983　34p

◎「落穂集〔改訂版〕」　斎藤堅治　青森R.C.　1979　186p

◎「決議 23-34 はロータリーのキイ・ポイントである　増補改訂版」　末積 正
　関西ロータリー研究会　1987　125p

◎「“He Profits Most Who Serves Best”( 最もよく奉仕する者、最も多く報いられる )
について思う」　鳴海淳郎　1998　11p

◎「ハーバート・J・テーラーの『我が自叙伝』を読んで」　鳴海淳郎　1999　8p 

◎「卓話 最近のロータリーに思う 附国際ロータリーに物申す」　油木恒久　2004　15p                        

◎「ロータリ―100 年その歩んだ道」　油木恒久　2006　31p
 
 ◎「スリランカ 10 年　1998-2009 - 学校から始めた生活習慣病の予防」小林 博   　    
2009　 70P 
                      　　　　　　　　　              　［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 9月分

グループ

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

12月　疾病予防と治療週間11月　ロータリー財団月間
ロータリー財団セミナ-
GETSほか
ロータリー研究会

ロータリーリーダーシップ研究会

東京
東京
東京

アピオ青森

がバナーエレクト壮行会 ホテル青森

ロータリー財団セミナー兼補助金管理セミナー 青森国際ホテル

第３回青少年交換委員会オリエンテーション ホテル青森

諮問委員会

31




