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Governor’s Message
今月のロータリー特別月間はロータリー親睦活動月間です。と言ってもクラブにおける親睦活
今月のロ タリ 特別月間はロ タリ 親睦活動月間です と
動を盛んにし、クラブを活性化しようと言う事でないのは皆様ご存知でしょうか。恥かしなが
ら私は My Rotary でロータリー親睦月間の資料を見るまではそれが R1 の国際奉仕の正式プロ
グラムである事を知りませんでした。My Rotary によりますとロータリー親睦活動（Rotary
Fellowships）とはある事柄に関心を持つロータリアンとその配偶者、そしてローターアクター
からなる国際的なグループ活動のことです。共通の趣味、スポーツ、職業やいろいろな関心事
項についての交流を通じて世界中で新しい友人を作り、奉仕の機会を探求することでロータリー
での経験を更に充実したものにしようとする行動なのだそうです。そのグループは共通の興味
を持ったロータリアンとその家族、及び国際ロータリー又はロータリー財団のプログラム参加
者からなり、少なくとも３カ国のメンバーからならねばならず、国際ロータリー理事会の承認
が必要です。
現在６６のグループがあるようです。日本ではあまり関心がない為か、
ヨット、
囲碁、
切手収集、
ランニングとフィットネス等に関わっているのみのようです。世界ではビール、ワイン、バー
ドウォッチング、ジャズ、写真、スキー、テニス、コンピューター、弁護士等多岐にわたり、
シングルス（独身）住まい交換等のユニークなグループも有ります。そう言えばサン・パウロ
で医師の分科会に出た事がありますが、これがグループの一つだったのでしょうか。
各グループは国際ロータリーとは独立して運営されていますので、興味がある方は各クラブ
のウェブサイト等で確認できます。My Rotary からロータリー親睦活動委員でご覧ください。
私はガバナーの任期が終ったらワインのクラブに入ろうかと今思っています。ワイナリーに皆
寄り集まって楽しむことも有るようです。きっとワイン好きの集まりですから言葉は何とかな
るのでしょう…か？皆様も世界を股にかけた親睦活動は如何ですか。
なお最終月信に載せるべきガバナーとしての今年度総括は別項で述べさせて頂きます。

ガバナー月信 2016年６月号

02

「地区研修・協議会」ご報告

日時：平成２８年５月１５日
八戸南ロータリークラブ
実行委員長 三川 博

さる 5 月 15 日 ( 日）
、八戸パークホテルにおいて本年
度の「地区研修・協議会」が盛大に開催された。五月晴
れの穏やかな晴天に恵まれ、参加者も２９２名と十分な
数となり、時間前から相当数の会員が登録を済ませるな
ど、新年度を目前にした各クラブのリーダーとなられる
方々の熱意と意気込みがみなぎる中でのスタートと
なった。
会議は十時三十分に長嶺康廣ガバナーエレクトの点
鐘をもって開会、主要会議は①本会議Ⅰ、
②全体会議、
③
分科会、
④特別講演、
⑤分科会報告、
⑥本会議Ⅱ、の流れ
で行われ、最後の本会議Ⅱにおいては、鈴木ガバナー
から長嶺エレクトへのしっかりとした、感動的なバッ
ジの伝達が行われ、新年度への期待が最高潮に達する
瞬間を参加者一同が共有できたことは、意義深いこと
であった。
発表内容でいくつか印象に残った項目を挙げる。ま
ず、長嶺ガバナーエレクトの方針発表では、会員数が 4
月末現在で 1167 名であることが報告され、続いて、
Ｒ
Ｉ会長メッセージ「人類に奉仕するロータリー」の踏
み込んだ説明が行われたが、特に四つのテストを実践
する人を育てるクラブであることが強調点であった。次いで地区
スローガン「ロータリーの魅力を語り合おう」と地区運営方針の解説がな
され、会長賞などに挑戦する意義が強調点であった。最後に芭蕉の不易流
行説を援用して、基本を堅持しつつ新しい時代に対応した変化の大切さが
強調された。その他では、規定審議会報告が村井達地区代表議員からなさ
れ、入会金の廃止や例会回数の緩和（月最低二回）などの大きく変更とな
る事項について解説があった。また黒田元ＲＩ理事の特別講演「戦略計画
について」では、
ＲＩの活動理念の流れを概括し、その上で日本で重要視
されている職業奉仕がＲＩではあまり強調されなくなっていることや、
各国政府への働きかけや他財団との連携が必要な時代に入ったことが示された。
会場が手狭なため、移動を繰り返しての会議となったが、参加者の熱意と協力で運営はスムー
スに行われ、熱心な意見交換もなされ、充実した会議であった。会議にひき続いて行われた懇親
会も、ポリオ・プラスに多大な貢献をした白山春男氏（十和田東ＲＣ）に鈴木ガバナーから特別
表彰の伝達が行われるなど、終始和やかに進行、総じて、長嶺ガバナー年度に向けての大きな弾
みとなった一日であった。
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ソウル国際大会参加報告

2015-16 年度 RI 第 2830 地区
地区幹事長 米谷 恵司

５月２７日 ( 金 ) 〜２９日（日）２泊３日のタ
イトなスケジュールにて韓国ソウル国際大会に参
加して参りました。私自身初めての国際大会の参
加でした。しかし２９日の１０：１０発の飛行機
にて帰国のため、開会式に参加できなかったのが
残念でした。
５月２８日（土）はメイン会場の KINTEX で
参加受付登録しました。東京ビックサイトを思わ
せるような大きな会場で大会規模の大きさを肌で
感じました。
「友愛の家」の前日アトラクション
を堪能し、またその場でラビンドラン RI 会長、
令夫人の顔を真近で拝見できた事は何より感動に
値する出来事でした。そしてその日の夜１９：０
０より地区ナイトが開催されました。宿泊ホテル
から１８時に出発したものの途中渋滞にあい、予
定到着時刻より４０分も遅れ、１８時５０分位の
到着でした。当初５２名参加予定でしたが、５月
２７日（金）午後０時４０分頃羽田空港にて離陸
滑走中のソウル・金浦空港行き大韓航空の左翼エ
ンジン出火トラブルにより、羽田空港 C 滑走路
が約 6 時間にわたり閉鎖になった影響で、羽田空
港経由にて参加予定者１４名がキャンセルとなっ
た事は誠に残念ではありますが、弘前 RC、弘前
西 RC からの参加者１０名は次の日の地区ナイト
当日千歳空港経由にて１９時半ごろ会場入り、総
勢３９名参加のもと韓定食を堪能しながら盛大
に開催されました。添乗員にお願いし、時間を
延長してもらう程楽しいひと時を過ごす事が出
来ました。これだけの参加者で地区ナイトを開
催した事は未だかつてないそうです。参加したロータリアンを初め、トラブルでやむ
なく参加できなくなったロータリアンにも感謝申し上げ報告とさせて頂きます。
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第５回日台ロータリー親善会議報告書

ＲＩＤ２８３０
ガバナー 鈴木 唯司

去る６月５日、金沢市にあります石川県立音楽堂コンサートホールにおいて第５回
日台ロータリー親善会議が開催されました。ロータリーの趣旨に基づき、日本と台湾
ロータリアンの交流によりお互いの親善と相互理解を深め、世界平和に貢献すること
を目的に２００８年第一回会議が開催され、日本、台湾で交互にこれ迄４回開催され
てきたものです。
台湾からは２８３人、日本からは６９２人のロータリアンの登録があり、地元ロー
タリアンは会場に入りきれなかったようです。当地区からは黒田正宏パストガバナー、
田中常浩ご夫妻（むつ RC）、坂本良盛氏（六ヵ所 RC）
、欠畑茂治氏（十和田東 RC）
、
金沢守昭氏（十和田東 RC）、成田秀治氏（つがる RC）、
北山輝夫パストガバナーご夫妻、
石馥綺さん（交換留学生）、長谷川歩果さん（インターアクター）
、鈴木唯司夫妻の１
３人が出席しました。
３時間３０分に亘る会議ではお互いのロータリー活動の実情を報告し合い、田中作
次元 RI 会長、黄其光 RI 直前会長の特別講義がありました。その後会場をホテル日
航金沢に移し、懇親会が開催されました。金沢芸奴連の踊り等があり、華やかに開会
しました。我々は今年 インターアクトの翼 でお世話になった RI 第３４９０地区
のロータリアン、許国分パストガバナー（今回は台日国際ロータリー親善会副理事長
としてご活躍）
、邸添木ガバナーを含む多くの方と再会を喜び、歓談致しました。
次回は台湾国高雄市で２０１８年３月３１日（土）開催されます。皆様そろってご参
加下さい。
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七戸ロータリークラブ創立 50 周年記念式典を終えて

七戸ロータリークラブ
創立 50 周年記念実行委員長
大下内 尚

七戸ロータリークラブの創立 50 周年は平成 28 年 6 月
になるがそれをどのようにするか。その最初の話し合
いが前年の 8 月でした。
50 周年迄 1 年を切っているのですが、のんびりして
いたのか、又余裕があるというのか…。何回か話し合
いを重ねた結果、七戸ロータリークラブは会員数も少
ないことだし七戸ロータリークラブらしい手作りの会
にしようということになりました。
だが実際に準備作業に入ったのは年を越してからで、
いろいろと話し合われた結果次のことが決まりました。
記念事業は、七戸神明宮に七戸に縁の殿様の
石碑を献納、記念演奏は、七戸町出身のマリン
バ奏者、新谷祥子さんにお願いいたしました。
新谷祥子さんは打楽器奏者ですが、最近はマ
リンバを演奏しながら歌うという新しい分野に
取り組んでおられます。七戸での演奏に当たっ
ては特に地元に馴染みのある曲を披露してくだ
さいました。
記念式典では実行委員長が式辞で鈴木ガバ
ナーはじめロータリー関係者、そして来賓の
方々。又参加ロータリアンに七戸ロータリーク
ラブ創立 50 周年記念式典へのご臨席に対しお礼
の言葉を述べた後、創立当時からの会の流れ、
周年記念に行ってきた主な記念事業を紹介しま
した。最後に七戸ロータリークラブは小さいク
ラブながらも今迄続いてこられたのは一つに事
務局がしっかりしているからですとこれまで事
務を担当して下さった方々にお礼を述べました。
今回創立 50 周年記念事業および式典を行って思うことは、今後 5 年ごとの周年記念
を見直していかなければならない時が来ているのかなと思いました。
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金木ロータリークラブ創立 50 周年記念式典
金木ロータリークラブ５０周年実行委員会
実行委員長
白 川 昭 麿

金木ロータリークラブは去る６月１８日に創立５０周
年記念式典を開催いたしました。当日は何かとご多用中
の中、鈴木唯司ガバナー様、平山五所川原市長様はじめ、
多数のご来賓の皆様と多くのロータリアンのご参加をい
ただき挙行することが出来ました、誠に有難うございま
した。
当クラブは、五所川原・弘前・弘前東・青森ロータリー
クラブをスポンサークラブとし、１９６６年６月１９日・
桜桃忌の日に産声を上げ、同年６月３０日、当時の第３
５２地区・国内においては７４８番目のクラブとして国
際ロータリーに加盟認証されております。チャーターメ
ンバーの方々の話によるとロータリーは金と暇のある人が入会す
る会だから入るのには躊躇しただとか、２１名のチャーターメン
バーで発足するまでには様々なハプニングがあり紆余曲折を経て
の船出であったようでございます。また当時としてはめずらし
かった夜の例会ということでありましたが、アルコール類は禁止
ということで、晩酌をする方々には不評で退会する方もいたとい
うことでございます。
この５０年の間には主な事業として、町内全小学校に一輪車６
０台、金木小学校・金木中学校新築落成に際してブロンズ像、川
倉小学校新築落成にピアノ、金木町斎場と老人ホームに観音像、
３０周年記念として芦野公園子供広場に太陽電池式ポール時計、
旧金木町役場、津軽三味線会館前にそれぞれポール時計を寄贈し
てまいりました、そして今回５０周年記念事業として芦野公園内
に二基目のポール時計を寄贈することになっております、金木と
共に時を刻んできたのが金木ロータリークラブであります。
しかしながら、３０周年式典を挙行してから数年後、当クラブ
は一度シャッターを下ろしかけましたが、それを心配されて幾度となく足を運んでくれたのが五所川原
クラブ重鎮の鎌田嘉兵衛さんでした。そして、それに答えるべく２０００年から三年連続で会長を引き
受け、当クラブを救ってくれたのがチャーターメンバーであった故片岡八千雄さんであり、実行委員長
として活躍する予定でありました故今誠康さんでした。
話は変わりますが、今年度の規定審議会で様々な規定が大幅に変更になったと聞き及んでおります。
ロータリーも１００年以上の時を経て、大きく変わろうとしておるのでしょうか。当クラブは会員１６
人と少数クラブですが、幸いにして金木町で活躍している素晴らしい若い方々も徐々に入会の兆しをみ
せつつあります、今後も希望をもち、変えるべき所は変え、残すべき所は残し６０周年、７０周年、い
や１００周年を祝うことが出来ますよう会員一同、奉仕の理想に向かってなお一層努力を重ねてまいる
所存でございますので皆様方のご指導・ご協力を賜りますよう切にお願い申し上げます。
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ＲＹＬＡを振り返って
地区ＲＹＬＡ委員長 高瀬英人

本年度のＲＹＬＡセミナーは、平成 28 年 6 月 18 日
〜 19 日に、青森公立大学で開催しました。青少年の
参加者は、18 名でした。今年は、国際理解というテー
マで、これからはグローバルな視点で物事を考えなけ
ればいけないという内容にしました。ちょっと、専門
用語が多かったので難しかったかもしれませんが、国
際問題を直視して考えるよい機会になったかと思いま
す。
最初の講演は、岩手大学の越野先生による『安全保
障と危機管理』でした。近隣の諸国の敵対関係と友好
関係の図が、興味を引きました。次に講演をしていた
だいた関場先生の話は、
『世界はあなたを待っている』
というタイトルで、国際的にボランティア活躍してい
る人の実例を紹介してもらいました。
その後、参加者全員が 4 グループに分かれ、グルー
プディスカッションを約１時間行いました。青少年た
ちも、ロータリアンも、活発に意見を交わしていまし
た。宗教上の差別や戦争時のわだかまりがまだ根強い
国もあり、将来の課題は多いと感じました。夕食懇親
会は、とても盛り上がり、1 日目を終了しました。
２日目の午前は、日本の武道を知ろうということで、
抜刀術（いあい）体験を行ないました。青森市にある
神心館道場の早川師範をお招きし、ロータリークラブ
のための「四方祓いの儀」でスタートして頂きました。
次に、わらの柱を真剣で切る演武などを見たあと、会
議室に移動し、技のビデオ上映や質疑応答も行ないました。若い人達
にとっては、真剣の演武を実際に見れた貴重な体験だったと思います。
最後に、一人ずつ壇上でスピーチを行い、鈴木ガバナーより修了証
を授与していただきました。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。
2016−2017 年度のＲＹＬＡセミナーは、2017 年 5 月 27 日（土）〜 28
日（日）に青森市で開催予定ですので、
多数のご参加をお願いいたします。
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第２１回国際ロータリー日本青少年交換研究会
地区青少年交換委員長 川崎益美

２０１６年５月２１日（土）〜２２日（日）にかけて、東京代々木にある「国立オリン
ピック記念青少年総合センター」を会場に、
『第２１回国際ロータリー日本青少年交換研
究会』が開催されました。
参加者は次年度ガバナーの長嶺康廣さん、次年度青少年交換委員長の奥谷史人さん、来
訪学生の McKenna さんと Fu-Chi SHIH さん、それと私の５名で参加致しました。
２１日の初日は１３時３０分からの開会で、RIJYEC 理事長 舟木いさ子様の点鐘から
始まり、お決まりのロータリーのセレモニーの後、１４時からＲＩ元会長の田中作次様の
基調講演がありました。演題は「青少年奉仕の意義」でした。内容を箇条書きにして報告
致します。
青少年交換プログラムは青少年本人とその家族に大きな影響を与えます。ロータリーア
ンは、彼らに接して彼らの成長と、将来的には社会に影響を与えることになります。また、
青少年から学ぶことも多くあります。
人生の目的は、他人や社会に役に立つ事です。そして、ロータリーを通じて子供達に夢
を与える社会にする事です。ロータリーとは、未来を築く青少年を育成する事です。ただ
単に、会員を増やすのではなく相手の幸
せを考えて勧誘をする事が大事です。青
少年交換プログラムは、長い歴史のある
プログラムで、視野を広げるプログラム
です。また、親善の目的もあります。参
加者とその家族に変化を与えます。また、
参加者の人生を変える力があります。
青少年交換プログラムは、安全と責任
感が無いと成功しないプログラムです。
ロータリーは、より良い世界を築く事で
す。ライバルは、自分の中にあります。
先ず自分のライバルに打ち勝つ事が必要
です。
思い方によって人間は変わる。考え
方を変える。発想を変えることが重要
です。概ね上記の内容でした。改めて
青少年交換プログラムの意義を考えさ
せられました。
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その後、
ＲＩ理事エレクトの斎藤
直美さんから「ＲＩの最近の方向性
について」と題しまして、報告があ
りました。
エレクトとしてカルチャーショッ
クを受けました。なぜなら、規定審
議会に歴代ＲＩ会長が６人いて、一
生懸命勉強をしていたとの事。元Ｒ
Ｉ会長が勉強会をしていたことが
ショックでした。
ロータリーの変化。例会が月２回、
けれども但し書きが沢山あるとの事
でした。この案件は、圧倒的多数で
可決されたとの事です。特に、グア
テマラ、メキシコ等中南米は賛成し
ていたとの事です。
インターアクトは、高校を卒業す
るまで認められることになりまし
た。留学して帰国した学生は、１８
歳を過ぎているからです。
今回は、青少年交換プログラムの
案件がありませんでした。但し、セ
クハラの問題が全世界でＲＩに報告があった件数は４０件程ありました。ですから、地区
ベースではまだまだあると思われるとの報告です。
ソウルの国際大会で、RIJYEC アドバイザーの近藤真道さんがプレコンでスピーチしま
す。行かれる人は是非参加してください。
ロータリーの組織を逸脱して、セクハラなどの問題をマスコミが取り上げることをＲＩ
は恐れています。自分達の組織は自分で守る。
危機管理委員会は、子供たちを守る事は勿論ですが、自分達の組織を守る。地区を守る。
ガバナーを守る。
この後、１５時１５分から RIJYEC アドバイザーの近藤真道さんから「青少年交換の基
本的考え方」として、スピーチがありました。
内容は、概ね下記の通りです。
青少年交換プログラムは、手間と時間がかかる。
来訪学生は台風みたいなものだ。次から次と大騒動が起こる。それでいて帰る時は『私は
何もしていない』と言うような顔をして帰る。
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理念をきっちりと持っていないといけない。国際理解と親善が目的です。
ロータリーアンは、青少年に対し力を合わせて育てる。
青少年交換は自分たちの子弟を参加させる事が出来る。
ヨーロッパでロータリーアン同士が、自分たちの子供を交換したのが、最初といわれている。
成功の秘訣は、交換先の相手の委員長の顔を知っている事が重要。
現在は、ロータリーアン以外の高校生が多くなっている。
里親プログラムである。親権が移っています。
他の留学プログラムと比較して、ロータリーのプログラムは、長期留学の手続きが比較的
簡単です。自分の子供と思って育てる。
来日学生は、いろんな問題を起こすのが当たり前。
帰るときに、
『お父さん、お母さん有難う。また来ます』と言わせたら成功です。
最後に、RIJYEC は疑似的なマルチ地区となっています。
ＲＩからは正式なマルチ地区と
なるように期待されている。報告がありました。そのあとの後半は、
質疑応答がありまして、
短期交換の保険の問題や、危機管理委員会のあり方等の質問がありました。
その後、懇親会では立ち席でしたけれども、とても充実した交流会でした。
翌日の、
「全国青少年交換委員長会議」では、保険加入の最新バージョンの説明や、東日
本大震災を教訓に、全ての交換学生の管理システムの途中経過が説明されました。
本会議では、前日の分科会の報告、また、
【一般社団法人 ＲＯＴＥＸ】が設立された事
とその活動内容が報告されました。
総括質問では、危機管理の在り方の質問がありました。特にパストガバナーがセクハラ
した場合、どのように危機管理委員会で対処するのか？少し抽象的ではありましたが現実
に起こったことで、本音と建て前の議論が交わされました。
閉会セレモニーでは、次年度開催地と開催日が発表されました。次年度開催地：Ｄ２６
９０（岡山・鳥取・島根）の米子市で開催されます。
（開催予定日：２０１７年５月１３日
〜１４日）
最後に、地区青少年交換委員長は、自ら委員長を引き受けているわけではありません。
ガバナーから指名を受けてやむを得ず引き受けているのが現状です。前文の報告にもあり
ましたが、時間と手間とお金がかかります。そして、ガバナーに責任が及ばないようにプ
ログラムをしっかり行う必要があります。故に自分の仕事等の犠牲が必然的になります。
今回の大会に来訪学生を引率してそのついでに、終了後は、
「東京観光オリエンテーション」
を開催致しましたが、地区青少年交換委員長の交通費及び宿泊費位は、当然地区予算で対
処するべきものだと思います。
『来訪学生の分は地区負担で、地区委員長は、自己負担で参
加してください』とは、あまりにも青少年交換プログラムに理解が無いのではないかと思
います。
以上。
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２０１５〜２０１６年度を振り返って

国際ロータリー第２８３０地区
ガバナー 鈴木 唯司

国際ロータリー第２８３０地区ガバナーとして不安な思いで出発してから早１年、皆様
のご支援のお陰である程度の成果を上げ、ここまでやってきました。
私はガバナーエレクトの時代に他地域との交流の経験から、会員増強が無ければ各クラ
ブの活力は勿論、今後の地区の運営も困難だとの思いを強く持ちました。地区の運営を支
える予算だけではなく次世代を担う人材の加入です。そこで、RI 会長が強調されていた会
員増強に力を入れる事にし、地区の会員数１２００人を目標に地区テーマ ミラクル１２
００を再び としました。公式訪問の際には繰り返しその理由を説明し、ご協力をお願い
致しました。地区、各クラブ会員増強委員会の方々や、勿論会員の皆様のご協力のもと、
６月１０日の会員数は１１９４人に達し、もう少しの増加も望めます。今年度中は無理で
も来年度早期には１２００人に到達するでしょう。この間２衛星クラブが誕生し、その内
の１クラブは早くも新クラブの申請を出す予定になっています。今後は若い会員中心で、
これまでの慣例にとらわれないクラブ設立も視野に入れる必要があるのでしょう。次に各
奉仕活動について述べます。
１．職業奉仕活動として、所謂 vocational service についての理解を得る為の講演会等を開
催する機会がありませんでした。その歴史的展開から service の意味迄の勉強は次年
度にお願いします。一方、青森大学にロータリアンによる寄附講義を提供する事が出
来ました。最終的に単位取得を目指す約６０人の学生、５人程度の市民、他にロータ
リアンの聴講があります。これまでのところ順調に続いています。学生の意見等を含
めその成果は終了後検討し、今後も続けたいものです。
２．国際奉仕活動として先ず当地区ポリオ対策委員会主催のインドにおける NID 参加が全
国に呼びかけて行われました。当地区の参加者１６人を含め日本各地から５０人が関
場パストガバナーの指導下 NID に参加し、インドに於けるワクチン接種について研修
（？）すると共にインド料理も堪能しました。今回はローターアクター、ROTEX が１
０人参加し、ロータリーのポリオ撲滅への活動を理解したようです。インドはポリオ
撲滅国となり、今後は不活化ワクチン（注射）投与に進み、私達でも生ワクチンを直
接子供達の口に投与できる方法はなくなるでしょうから、機会があれば近いうちに参
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加してみて下さい。
タイ（RID3330）での浄水器設置プロジェクトはグローバル補助金による当地区唯一
の事業です。数年にわたり事業の視察が行われており、今年度も７人の参加が有りま
した。地元の学校での浄水器引き渡し式や、設置状況視察は楽しいです。地区大会参
加も有ります。来年度も事業は続きますので、多くの会員の参加が望まれます。
青少年奉仕部門では新しい活動が有りました。青少年交換では今年度マレーシアと
当地区のインターアクター２人ずつの短期交換が初めて行われました。２週間でした
が楽しい経験だったようです。更に案を練って継続出来ればと思います。長期交換は
多くの学生に経験させたい所ですが、実際には煩雑な手続等は略委員長お一人の肩に
かかっており拡大するには home stay 先の確保と手続きを支援できる固定事務員が必
要のようです。今後ガバナー事務所固定化の案と共に議論されるべきでしょう。
インターアクトの翼が再開されました。RID3490（台湾国羅東）のご協力で２４名
のインターアクター、７名のインターアクトクラブ担当教諭、１１名のロータリー関
係者が参加しました。３泊４日の旅で、
羅東高級中学生との２日間の交流と２泊のホー
ムステイでしたが、その交流は楽しく、学生達は深い印象を得て、その後も学生同士
の交流を続けているようです。今後２年間は続くのですが、その後は不明です。続け
るには相手国学生の受け入れを含む協議と協定が必要ではないかと思います。
現在当地区での正式な国際交流は無く、地区内の交流はクラブ単位かあるいはロー
タリアンの個人的関係に基づく交流です。他地区の国際交流は概ね友好地区としての
関係を正式に結んで行われているようです。その為に国際交流委員会が設立されてい
る地区もあります。今後国際交流を確固たるものにする為にもお考え頂きたいと思い
ます。
３．公共イメージ向上のための広報は広報委員会のご努力で効果を上げました。昨年度に
引き続きタイでの浄水器設置活動のテレビ放送を行いましたが今年度は夕方のゴール
デンタイムに放送できたので、市民の方々に広く見て頂き、ロータリーの活動を知っ
てもらえたと実感しています。但しこの広報が会員増強に直結したかは検討が必要で
す。その他各奉仕活動につき新聞紙上に取り上げてもらうよう積極的に働きかけて頂
き、ポリオ活動、浄水器活動、寄附講義は勿論、クラブ毎の活動も新聞に取り上げて
もらいました。ロータリーの奉仕活動を共ににしたいという方が出てくることを期
待しましょう。
４．My Rotary への登録は年度初め遅遅として進みませんでした。特に固定事務所、事務
員が無く、幹事さんがクラブ事務を全て担当しているクラブ等では困難でした。しか
し現在２００人を超える会員が登録を済ませ、少なくともクラブ情報のクラブセント
ラルへの入力は順調に行われるようになり、９５％のクラブは１５以上の目標を設定
しています。但し Rotary Global Reward は少なくとも日本では成功しませんでした。
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５．ソウルでの国際大会は５月２９日から６月１日まで開催され、当地区の録者は７２
名 でありました。２８日はレストランで「地区の夕べ」が開催されました。５０名を
超える参加申し込み者がありましたが、前日の羽田空港における大韓航空機事故の影
響で参加中止者があり、他地区よりの参加者３名を含め３７名の参加となり、美味し
い食事、酒それにスピーチと楽い夕べを過ごしました。２９日の開会式から本会議、
各分化会と多くの参加者が集まり有意義な大会でした。次年度はアトランタ、ぜひ参
加して国際大会を楽しみましょう。
最後に、５月に開催された地区研修協議会の分科会 職業奉仕委員会 の自由発言の場
で話された内容はまさに四つのテストに沿うものでした。発言者安田喜高氏（八戸東 RC）
のご承諾を得て発言内容を記します。
［私の職業奉仕の考え方］
ペットショップを経営している私は、犬やその他の動物を売るときに心に決めている事
があります。それはお客様に売る生き物が本当に喜ばれ、家族の一員になれるかという事
です。そのために私はまず、その動物の健康状態、遺伝的な障害、性格、その他色々な事
をお客様とコミュニケーションをとります。
まず動物、
特に犬、
ネコなどは価格のとなりに遺伝的障害をあらかじめ書いて告示します。
これは他の店ではあまり行われていません。この遺伝的障害は、私どもが最初に見るので
はなく現在、日本の多くの店では動物はオークションによる買い付けを行っております。
オークションではアニマルドクター、
その他犬、
ネコに関して長い間の経験者が見て判断し、
買い手に示し値段が決まります。その買ってきた動物を私たちや、ホームドクターが見て
価格が決まります。
それでも問題が生じた場合には、色々お客様の立場に立って良いように常に考える様に
しております。店員も物事を隠すことなく常に長いお付き合いをするように、トラブルを
トラブルでなくするよう努力を行っています。
生物の商売は時として隠し、騙す商売が広く行われているのが現状だと思います。いろ
いろと問題のある商売ですが、ロータリーに入って４つのテストを知り、自分が考えてい
る商売のやり方そのままで驚きました。お客様も店員も笑顔で長くお付き合いできる関係
を大切にしています。
ペットと友に豊かな暮らしを。
豊かな暮らしとはお金のことではなく、
精神の事です。
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地区幹事長を経験して

2015-2016 年度地区幹事長
米谷 恵司
（青森モーニング RC）
2014 年 8 月にガバナーエレクト事務所を立ち上げ、もう少しで二年になろうとしており
ます。ガバナー事務所立ち上げ準備の為のエレクト事務所はガバナー事務所と変わらない
くらい膨大な仕事量感じられました。特に当クラブから初のガバナー輩出。地区幹事経験
者はわずかだけ。そんな中せめてもの救いはガバナー補佐経験者が２人いた事と、絶大な
ご協力を頂いた青森ロータリークラブでガバナー輩出時の幹事経験者が数人。そんな状況
のもと地区ロータリー活動が始まりました。
何からはじめればよいか訳も分らず、
成田幹事長（当時）に度あるごとに問い合わせをし、
アドバイスを頂き少しずつ準備をすすめて参りました。クラブ幹事、会長も経験はしてい
るものの、地区役員どころか委員さえ未経験。地区の事を殆ど理解していないまま進める
うち、地区幹事長を受けた事を後悔するようになりました。本当に暗中模索の状態でした。
それでも過去の資料を参考に徐々に理解しながら事務所業務を消化していきました。そ
して地区最大行事地区大会がガバナー年度始まって２ヶ月、例年より約１ヶ月早い 9 月 5
日〜 6 日 2 日間で開催されました。準備期間の少ない中、正に一致団結し無事終了した時
には感極り胸が熱くなった事が昨日のことのように思い出されます。地区大会終了後まで
続いたガバナー公式訪問は地区幹事全員がガバナーに随行する事を決め、遂行いたしまし
た。私も４０クラブ中、約３割のクラブに訪問する事が出来、大歓迎を受けた事に感謝い
たします。その後、何かと行事が続きましたが、クレーム受付、予算要求受付係りとして
追われる日々でした。あと残された仕事は地区大会での表彰業務、決算報告、年次報告書
発行等あります。もうひと踏ん張りしたいと思います。
終わりに山崎研修リーダーを始とするパストガバナー、そして、地区役員、地区４０ク
ラブの会員皆様方には浅学菲才ゆえ多々ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げるとと
もに、私を支え、苦楽を共にして頂きました地区幹事の皆様方に深甚なる感謝の意を表し
ます。そして再び経験できないと思われるすばらしい経験が出来た事はロータリアンとし
てこの上ない喜びであったと思っております。
人として、ロータリアンをして成長出来たか確信はありませんが、大変貴重な経験であっ
た事は言うまでもございません。本当にありがとうございました。
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一年を振り返って

東第一グループガバナー補佐
菅原偉久
（大畑 RC）
東第一グループのガバナー補佐を拝命してから、早いもので１年が経とうとしています。
各クラブには３回程しか訪問できませんでしたが、いつも温かく迎えていただき大変お世
話になりました。各クラブを何度か訪問しているうちに各クラブの特徴がわかってきまし
たが、それに対する適切なアドバイスができたのかは疑問が残ります。逆に教えられたこ
とや、勉強させられた事の方が多く、私自身、貴重な体験をさせていただきました。
今年度は周年行事も多く、各行事やいろいろな集まりで各クラブの皆さんと何度もお会
いする機会が出来、親睦を深められたことは、私にとって、これからロータリー活動をす
るうえでも大きな財産になりました。会員拡充にはあまり貢献できませんでしたが、鈴木
ガバナーが掲げられた地区のテーマ「ミラクル 1200 を再び」も達成間近となり、ほっとし
ているところです。
地域社会がどんどん変化し、ロータリーも変革を求められる中で、私たちは、ロータリー
の基本理念をわすれずに、新しい取り組みにもチャレンジしながら、奉仕の理想に向けて
進んでいきたいものです。
最後に各クラブの益々のご発展と、会員皆様の更なるご活躍をお祈り申し上げまして、
お礼とさせて頂きます。1 年間ありがとうございました。
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一年を振り返って

東第２グループガバナー補佐
相場 博
（三沢 RC）
東第２グループのクラブは、三沢、十和田、十和田東、おいらせ、三沢東、十和田八甲
の６クラブです。クラブの年度目標の設定を援助する事、そして効果的なクラブの要素を
取り入れ、クラブの長期計画を支えるもの等を目標にかかげる事などが、ガバナー補佐の
役割と責務の思いで１年間頑張る事としていました。
各６クラブを訪問し、それぞれのクラブの年次計画を拝見しましたら、各クラブ共、色々
な工夫をされ努力されていました。
【三沢クラブ】においては高校生を対象とした奨学生を募り、バッカス奨学金ゴルフカンパ
のイベント等の開催をしていました。
【十和田クラブ】においては、
次々年度の佐々木ガバナーも誕生する事で、
会員が一丸となっ
て会員増強につとめていました。
また、十和田地区３クラブ合同の高校生就職面接セミナーの実施等を開催していました。
【十和田東クラブ】においては、国際ロータリーより「2015˜2016 年度ポリオのない世界の
ための奉仕賞（地域賞）
」を白山春男会員が選ばれております。
また、十和田地区３クラブ合同の高校生就職面接セミナーの実施を開催していました。
【おいらせクラブ】においては、鈴木ガバナーの 2015˜2016 年度地区テーマ「ミラクル 1200
再び」を目標に、会員の増強に力を入れていました。
【三沢東クラブ】においては、三沢東ロータリークラブ杯青森県チビッコアイスホッケー
ルーキー大会の主催等を実施し開催をしていました。
【十和田八甲クラブ】においては、会員の増強に力を入れており、現在 79 名と大所帯では
有るが、目標は 100 名としており、会員一丸となって会員増強に努めています。
十和田地区３クラブ合同の高校生就職面接セミナーの実施、また十和田八甲ロータリーク
ラブ杯青少年ラグビーフットボール大会の主催等を実施し開催していました。
終わりに、今年の I.M は東第１グループと東第２グループの合同で開催しています。担当
は東第２グループでした。
I.M の開催にあたり、ホストクラブの三沢ロータリークラブの皆様の諸準備に対して感謝
を申し上げ、ガバナー補佐としての１年間の締め括りといたします。
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一年を振り返って

西第 1 ガバナー補佐
渡辺典睦
（つがる RC）
鈴木唯司ガバナーエレクト壮行会にて紹介されてから早いもので、2015-16 年度も終わり
になりました。RI テーマ「世界へのプレゼントになろう」そして地区テーマ「ミラクル
1200 を再び」を掲げ、出発した一年を振り返ってみますと、地元つがる RC より選出され
期待に応えようと不安の中で活動を始めました。前ガバナー補佐の山本晃嗣さんからアド
バイスを受け、年度前に一緒にクラブを回って頂きました。初めてのガバナー公式訪問、
鈴木唯司ガバナー随行させて頂き、各クラブの活動内容、そして実情を聞いて、各区アラ
ブの特色等を知り、大変な中で頑張っていることが感じられ勉強になりました。又、鶴田
RC の活動の一環でもあります、町の社会福祉協議会へのリヤカーの贈呈式にも参加させ
て頂きました。その他に会報を毎月届けてくれるクラブ、そして卓話に呼んでくれるクラ
ブ等、
大変有難うございました。ガバナー補佐としての活動が今までの自分の活動から見て、
3 年分くらいはあると思いました。
特に一番思い出に残るのは IM です。五所川原 RC がホストクラブとなり、タイ王国よ
りビチャイ・ラタクル元 RI 会長をお迎えしての記念講演「ロータリーの基本に返ろう」
を中心にした内容で大成功で終える事が出来たと思います。IM に関わった役員の皆さん、
そして参加されました皆様に心から感謝申し上げます。
最後にこの一年間学ばせて頂いた経験を生かして、更にロータリー活動に頑張って参り
ます。西第 1 グループの皆様支えて頂き、又、ご協力を頂き本当に有難うございました。
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一年を振り返って

西第 2 グループガバナー補佐
西村 昭紘
（弘前東 RC）
この一年はロータリアンとして一番充実した年度となりました。
思いも因らない西第 2 グループ 8 クラブガバナー補佐として、鈴木ガバナーと公式訪問に
同行し、各クラブ会長、幹事、委員長の皆さんと気さくに意見交換が出来、クラブ独自の
カラーに合わせた会員増強や奉仕活動へのアドバイスが出来たと思います。
また、グループ内での移動例会を実施し合い、ロータリアン同士の親睦を深める事と、
市内 4 クラブで毎年行われている弘前市土手町の歩行者天国での出展で、各クラブのロー
タリーの PR が出来た事と、各クラブの社会奉仕活動を行っている事を誇りに思います。
I・M 及び 8 クラブ合同例会では、基調講演として市の職員で市民文化部スポーツ部
文化スポーツ振興課主査で市民球団「弘前アレッツ」監督でおられる 今関 勝 様に
「プロ野球一軍誘致とまちづくり」をテーマに講演をいただきました。
町づくりや青少年への教育・指導・人材育成に力をいれておられる 今関監督のお話を
お聞きした事で、我々ロータリアン一同、今後の活動への元気と勇気を戴きました。
I・M は大成功に終わらせたと自負しております。
この一年、鈴木ガバナーとグループ内の会員皆様にご協力とご指導を戴き、無事終えま
す事に感謝申し上げ、御礼とさせて戴きます。有難うございました。
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中グループガバナー補佐
沼田 実
（青森東ＲＣ）
鈴木ガバナー所属の中グループのガバナー補佐として、地区内ガバナー補佐のまとめ役
もお願いされましたが、何とか一年間努めることが出来ました。鈴木ガバナーをはじめス
タッフの皆様のご指導の賜物と感謝申し上げます。
８月１０日〜１０月９日までのグループ内５クラブのガバナー公式訪問に同行し、各ク
ラブの会長・幹事との面談や例会出席で、クラブのカラーを感ずることが出来ました。
元気なクラブや少し停滞しているクラブなど様々ですが、ロータリークラブの魅力アップ
のためにも今後のクラブ改革の必要性を感じました。
地区事業、各グループＩＭ、各クラブ周年記念式典等は可能な限り出席しましたが、主
に各グループのＩＭを中心に参加させていただきました。
中グループのＩＭは、
２月２８日、
青森東ＲＣをホストクラブとして開催されました。テー
マを「輝ける女性の未来」とし、今後の女性の活躍を願い開催致しました。青森東ＲＣの
会員数は少ないですが、歴史あるクラブとしてＩＭを運営出来たと思います。
締めの事業参加として、ソウル国際大会への申込みをしておりましたが、大韓航空の羽田
事故により行けなくなり心残りであります。
最後になりましたが、
中グループのロータリアンはじめ、
地区内ロータリアンの方々には、
大変お世話になり心より感謝申し上げます。今後の皆様のご健勝とご活躍を祈念し年次報
告といたします。
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南グループガバナー補佐
山﨑 悟朗
（八戸東 RC）
鈴木唯司ガバナーのご指導の下、一年間のガバナー補佐としての責務を全う
出来たことを感謝申し上げます。
私の担当する南グループは、会員数３０名未満の４クラブと３０名を超える４クラブが
あります。各クラブとも創立３０年以上のクラブで、歴史と伝統のある事業やクラブ運営
を行っておりますが、それぞれに独自性や特徴を有すると同時に課題点をも抱えて、ロー
タリー環境の新しい変化に懸命に対応しているのが現状です。
総括的な感想として、外的環境の変化に対応したクラブ組織の構成・運営を
見直し、継続的事業の棚卸の必要性を多少感じました。ガバナー公式訪問を始めガバナー
補佐としての数回の例会訪問を通して意見を述べさせて戴きました。
特にクラブのマンパワーや活動・運営エネルギーに見合った身の丈の組織構成と運営手法
が求められていると感じました。
今年のガバナー方針の『ミラクル１２００を再び』を目指して、各クラブとも会員増強
と退会防止に鋭意努力しましたが、期首（２０１５．７．１）２７５名でスタートし現在
（２０１６．６．２０）２９０名（男２６３女２７）で１５名の増強で終わりそうです。
会員増強の大きな課題として、新クラブの創設がありましたが、５月八戸中央クラブの
衛星クラブとして仮称八戸西クラブが１２名の登録でスタートしました。今年度中の本ク
ラブとしての発足は間に合いませんでしたが、６月２２名の会員登録を以てＲＩに申請を
終えましたので、９月頃までに認証・創立が見込まれます。念願の新クラブ設立、会員増
強の目標は見事達成されることになります。新クラブ創設に奔走された八戸中央ＲＣの皆
様に敬意を表します。
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前年度後期の八戸南ＲＣ４０周年（４月）
、八戸中央ＲＣ３０周年（６月）に続き、今年
度は三戸ＲＣ５０周年（１０月）
、八戸ＲＣ６０周年（１０月）
、八戸東ＲＣ５５周年（２月）
と周年行事が相次ぎました。各クラブとも周年の節目を迎え次なるクラブの発展と構築に
進むことと思います。
ガバナー補佐の責任主催事業である南グループＩＭ
（インターシティミーティング）は、
2 月６日八戸東ＲＣ主管により３００余名の参加を得て、滞りなく成功裏に終わることが
できました。講師に株式会社ホテルオークラ東京代表取締役会長の清原當博氏をお迎えし
て、
『観光立国日本と心ビジネス』の演題にて、日本の観光事情とおもてなしに関する大変
時宜を得た講演で、参加者に大いに感銘を与えたことと思います。
次年度は当南グループより長嶺康廣ガバナー（八戸南ＲＣ）が誕生します。
グループ内の各クラブがコ・ホストクラブとして一致協力して支援することになるでしょ
う。地区内ロータリアン各位の更なるご支援をお願いして１年間のお礼と感謝のご挨拶と
致します。
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ロータリー財団寄付者名 (４月分 )
マルチプル・ポールハリスフェロー（MPHF）

青森東 RC

八戸東 RC

五所川原 RC

五所川原 RC

沖津義男さん（７回目）

千葉忍さん（３回目）

木村重介さん（３回目）

長谷川通さん（１回目）

ベネファクター

メジャードナーレベル１

弘前アップル RC

青森東 RC

三浦順子さん

沖津義男さん

米山記念奨学金寄付者名 (４月分 )
米山功労者

五所川原 RC

青森北東 RC

八戸北 RC

五所川原 RC

津嶋廉造さん

鈴木慶勝さん

北山輝夫さん

花田勝彦さん

（マルチプル２回目）

（マルチプル 7 回目）

（マルチプル６回目）

（１回目）

八戸東 RC

細川寿雄さん

（１回目）

（順不同）
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会員動向
新会員名

眞壁

岳志さん

むつ RC ／４月１日入会
SP : 畑中一之 会員

佐々木

文仁さん

三沢 RC ／４月５日入会
SP : 下久保和成 会員

佐藤

健太郎さん

青森 RC ／４月 14 日入会
SP : 蝦名文昭 会員

西澤

稲川

大輔さん

三沢 RC ／４月５日入会
S P : 田嶋孝安 会員

藤田

昌人さん

高屋

昌彦さん

むつ RC ／４月１日入会
SP : 畑中一之 会員

渡邊

明彦さん

弘前 RC ／４月 25 日入会
S P : 福眞睦城 会員

小城

直樹さん

八戸 RC ／４月６日入会
SP : 石橋 司 会員

黒田

政道さん

三沢 RC ／４月５日入会
SP : 北村安信 会員

森田

芳郎さん

青森 RC ／４月７日入会
SP : 川嶋勝美 会員

安田

徹さん

八戸 RC ／４月１３日入会
SP : 種市良意 会員

英之さん

八戸東 RC ／４月 1 日入会
SP : 菅原章夫・細越寿一 会員

（順不同）
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２０１６年１月２７日に五所川原イブニングロータリー衛星クラブが認可されました
スポンサー会員／島村吉三久会員（五所川原中央 RC）

市村

博さん

伊南

勝則さん

木村

兼四郎さん

高坂

正史さん

古川

勝治さん

成田

和代さん

成田

朋広さん

大澤

公至さん

下山

知さん

寺田

清枝さん

（順不同）
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2015-2016 年度
グループ

クラブ名

出席報告・会員報告４月分
出席率

例会数

2015−16年度会員数
７/1現在

当月

男性

女性

増減

東第１グループ

71.00%

4

44

44

42

2

100.00%

4

17

17

15

2

0

七戸

89.39%

4

18

17

16

1

-1

大畑

70.30%

3

10

10

10

0

0

東北

62.00%

4

14

15

14

1

1

むつ中央

71.00%

4

33

33

33

0

0

六ヶ所

64.10%

4

32

32

32

0

0

168

168

162

6

0

0

5

むつ
野辺地

7クラブ小計

75.40%

0

東第２グループ
西第１グループ

74.10%

4

19

24

24

100.00%

4

25

24

22

2

-1

十和田東

91.70%

4

19

21

20

1

2

おいらせ

74.20%

4

11

11

10

1

0

三沢東

80.00%

4

30

30

28

2

0

十和田八甲

70.00%

4

78

78

78

0

0

6クラブ小計

81.67%

182

188

182

6

6

五所川原

73.50%

4

61

60

53

7

-1

16

15

14

1

-1

13

13

0

0

三沢
十和田

93.30%

4

100.00%

4

鶴田

70.20%

4

11

11

10

1

0

五所川原中央

38.50%

4

41

47

43

4

6

つがる

75.00%

4

30

33

33

0

3

172

179

166

13

7

金木
鰺ヶ沢

6クラブ小計

75.08%

13

西第２グループ

弘前

74.36%

4

49

49

49

0

0

弘前東

62.50%

4

12

12

12

0

0

板柳

87.00%

3

17

17

17

0

0

黒石

100.00%

4

17

19

17

2

2

大鰐

85.00%

3

14

14

0

1

100.00%

3

36

34

32

2

-2

93.70%

4

17

17

17

0

0

100.00%

2

27

28

23

5

1

188

190

181

9

2

弘前西
平賀・尾上
弘前アップル
8クラブ小計

87.82%

13

グ ル ー プ

青森

71.53%

4

66

74

72

2

8

青森東

69.23%

4

13

13

13

0

0

青森北東

91.67%

4

34

36

30

6

2

青森中央

63.89%

4

10

9

8

1

-1

青森ﾓｰﾆﾝｸﾞ

60.00%

4

28

30

26

4

2

5クラブ小計

71.26%

151

162

149

13

11

89.93%

4

66

66

66

0

0

100.00%

4

51

53

53

0

2

三戸

96.50%

4

12

14

14

0

2

五戸

88.75%

4

22

23

21

2

1

南部

74.00%

4

13

13

13

0

0

八戸北

79.59%

4

34

39

31

8

5

八戸南

88.20%

4

44

46

41

5

2

八戸中央

62.58%

3

28

25

19

6

-3

8クラブ小計

84.94%

270

279

258

21

9

1,131

1,166

八戸

南 グ ル ー

八戸東

40クラブ合計

80.17%
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