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ガバナー挨拶

ガバナー　今　井　高　志（弘前R.C）

　こんにちは、ガバナーの今井でございます。
本日はお忙しい中、次年度の為の地区チーム研
修セミナーにたくさんお集まり頂きありがとう
ございます。
　本日の目的は二つあると先程沼田ガバナーエ
レクトとお話ししました。
１．次年度ガバナー補佐、地区委員、委員長の
指導準備にあたる。

２．地区指導者チームが意欲高めるチャンスを
沼田氏に与える。

　沼田氏はサンディエゴで缶詰教育を受け、国
際協議会RI会長テーマ「ロータリーは世界をつ
なぐ」が発表され、それに基づいて「共に変化
し行動しよう」を定め、地区目標を10に減ら
した。同じような目標もあるが、米山の寄付を
1万でいいのかと思っています。地区の役割は
クラブの活性化を図ることでありまして、元気
なクラブつくりのお手伝いをすること。それは
沼田さんが一人では出来るものでは有りませ
ん。今日お集まりの皆様の支援と協力があって
初めてでき成果が表れるもの。本日のセミナー
では研修リーダーからガバナー補佐や地区委員
長の役割と責務の話、ガバナー補佐については
担当グループの4回の訪問となっている。公式
訪問の前に各クラブの現況を把握しガバナーに

伝える事。そしてクラブの課題や目標達成に向
けて取り込むことが求められている。地区の委
員会はガバナー方針に基づいて地区目標を達成
するための方策を考え、具体的にクラブに展開
することが仕事である。それも一方的に押し付
けるのではなくクラブに関心を持たせ意欲を高
めるためヒントを与えクラブ自ら成果を出せる
ように応援することが大切である。ここにお集
まりの皆様は地区指導者チームの一員です。あ
る意味では沼田丸の乗組員の集まりである。沼
田船長が目指す目的に向けて一緒になって船を
進めていって欲しいと思う。船に乗るお客様は
各クラブかもしれませんが只のお客様でなく舵
取りは皆様が行い、実際漕ぐのは各クラブだと
思います。
　今日はまだお客様は乗っておりません。乗務
員を乗せた沼田丸の進水式です。ぜひ皆様の役
割と責務を十分に理解してこれから乗せるお客
様共々沼田船長の目的地に向けて無事到着する
ことを祈願しております。最後に沼田ガバナー
エレクトインカミングガバナーが今後益々ご活
躍することと沼田年度が実り大きい年になりま
すよう、併せて本日お集まりの皆様のご健勝と
ご活躍を祈念申し上げましてガバナーとしての
挨拶とさせて頂きます。

RIテーマ・RI強調事項・地区運営方針

2019－20年度ガバナー　沼　田　　　廣（青森R.C）

　地区チーム研修セミナー（DTTS：District 
Team Training Seminars）の地区チームとは、
ガバナーエレクト、ガバナー補佐、地区委員会
委員長及び委員等からなり、地区研修リーダー
がセミナーの計画と実施を担当し、パストガバ
ナーがそれぞれ担当する部門に対しアドバイス
を行うものです。ここでは国際協議会で発表さ
れた次年度RI会長テーマ及び強調項目から次年
度の地区方針や目標をガバナーエレクトが明ら
かにし、地区チームメンバーに目標達成への役
割と責務を理解してもらうものです。
　マーク・マローニー次年度RI会長のテーマは、
「Rotary connects the world：ロータリーは世
界をつなぐ」です。この意味を次の通り説明し
ています。
　「国際ロータリーは地域社会とのつながり、
職業のネットワークを広げてきました。又、数
多くのプロジェクトやプログラム、ポリオ撲滅
活動等国連との協力を通し、私たちはグローバ
ルコミュニティとつながっています。ロータ
リーで私たちは、お互いの違いを超え、意義あ
るかたちでつながっています。それはロータ
リーがなければ出会うことのなかった人びと、
職業上の機会、私たちの支援を必要とする人た
ちとのつながりをもたらしてくれます。ロータ

リーの体験の中核にあるのがこのつながりであ
り、ロータリーを成長させる方法もこのつなが
りであります。」
　更に、4つの強調項目をあげていますが、そ
れは次の通りです。
１．ロータリーを成長させる（特に会員増強及
び奉仕活動やプロジェクトの成長）

２．家族の重要性（ロータリー活動と家族の時
間との競合を避けること）

３．ロータリーリーダーと仕事の共存（仕事で
忙しい人もクラブ会長や地区ガバナーを引
き受けられるようにする）

４．国連との連携（国連が掲げる持続可能な開
発目標への貢献）

　最後に、戦略的優先事項から次の2019－
2020年次目標が発表されました。
優先事項1．「人びとが手を取り合うのを促す」
１．クラブや地区内のリーダーの積極的参加を
促すプロセスを強化する。

２．既存会員を維持しつつ、さらに入会を促進
することで、クラブ会員の増加を図る。

３．新しいクラブを結成する。
４．女性会員や40歳未満の会員の入会、また
ローターアクターのロータリークラブへの
入会を促し、会員増加を図る。

５．インターアクト、ローターアクト、ロータ
リークラブ会員間およびほかのロータリー
活動の参加者間の積極的参加・協力を強化
する。

優先事項2．「行動する」
６．ポリオ撲滅活動においてロータリーとロー
タリアンが果たしている役割を広く伝え
る。

７．地区財団活動資金（DDF：Di s t r i c t   
Designated Fund）を十分に活用すること
で、地区補金、グローバル補助金、ポリオ
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プラス、ロータリー平和センターの資金と
し、地域社会および海外でのプロジェクト
を増やす。

８．年次基金とポリオプラスへの寄付を増やし
つつ、2025年までに恒久基金を20億
2,500万ドルまで成長させる。

９．ロータリーへの認識を高め、「世界を変え

る行動人」キャンペーンを促進する。
　これらの年次目標を実行するアイデアとして
「ロータリー賞」に挑戦し、受賞していただき
たいと結んでいます。
　以上のことを踏まえて私は、第2830地区の
スローガンと目標を決定し、本日発表いたしま
す。

地区委員会の実務

地区研修リーダー　鈴　木　唯　司（青森モーニングR.C）

　研修セミナーでは何をやるのかをお話ししま
す。
　研修リーダーは初めてなので何をやればよい
のか…まずマイロータリーを調べました。ロー
タリーの研修はセミナーということで講演では
ない。ひたすら実習する事が全てに当てはまる。
「共に変化し行動しよう」とは根本的には元気
なクラブを作ろうと言う事です。
　ガバナーが目的として推進するところに、い
わば各委員会が協議して計画を立てて頂き、各
委員会が委員長を中心にして討論していただき
たい。
　委員会の目標としてはチームワークを築いて
いただき各委員に自己紹介していただく。その

際に特技とか、この委員会で何をやりたいかお
話し頂き委員長が役割を決めるようにして資料
にしていただきたい。RI地区の方針を支える方
法を全会員で考えて頂きたい。委員長が発表し
てそういうものですかと終らないで皆さん討論
してください。委員会は今年の目標を立てて頂
きたい。クラブの中長期計画と同じく委員会の
中長期計画を立てて頂きたい。一方クラブが目
標を設定し達成できるよう支援して頂き、ガバ
ナー補佐あるいはPDGにも協力をして頂き動
いて頂く。
　沼田ガバナーエレクトはガバナー補佐の力を
ぜひ出して頂き、協力いただくようにお願いし
ます。
　オンラインツールの活用としてガバナー補佐
編、地区委員長編、各奉仕活動編とか沢山あり
ますのでマイロータリーを活用していただきた
い。それから活動記録の保存をお願いします。
合同事務所に保存していただきたく保存方法は
これから検討いたします。委員長が、委員が交
代したとき前に何をやっていたかを知るために
も必要です。後継者育成の為委員の教育をする
のに役立つと思います。

第2830地区2019－20年度スローガン

「共に変化し行動しよう」
地 区 目 標

１．ガバナー事務所とガバナーエレクト事務所の合同化と固定化を実現

２．会員増強（各クラブ1名以上、特に女性と40歳未満の会員）

３．新クラブの結成（1クラブ、衛星クラブも含む）

４．新ローターアクトクラブの結成（1クラブ）

５．公共イメージの向上（ポリオ撲滅活動の広報はじめ各種奉仕活動、MyRotary

　　への登録率を35％以上に向上）

６．ロータリー財団への寄付→1人当たり　年次基金150＄、ポリオプラス30＄

７．米山記念奨学金寄付→1人当たり　特別寄付1万円以上、普通寄付3千円

８．アクトの翼の復活（台湾へ）

９．青少年交換及びRYLAの推進

10．ロータリー賞への取り組み推進（4クラブ以上）
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RI の 動 向

元RI理事　黒　田　正　宏（八戸南R.C）

　黒田です。宜しくお願い致します。私のは簡
単に、先ほど詳しく述べていただいた沼田エレ
クトが話したものの裏付けを少しでも理解頂け
るように、実際ロータリーがどういう方向に向
かっているのか主に理事会の内容をお伝えした
いと思います。

　この図は2000年を100としてその後の変化
を見たものです。国際ロータリーはこれ以上増

えないとみており上昇気流に持っていけないか
強力なロータリーの組織にできないか。日本は
減少傾向にある。最近は回復傾向にあるが世界
に比べると遥かに少ないようです。
　世界の会員数はこういう背景があってRI会長
エレクトは強調しております。現在発表されて
いるロータリアンの会員数は122万4,445人。
世界で34ゾーン、1ゾーン当たり役員会3万
6,000人になる。日本では8万9,962人ですから
3ゾーンを示しておりましたが、それがなくな
り今では2.5になります。世界の会員数の約
7.4％となりました。一時は14％だった。2000
年と比較してインド、ドイツ、東ヨーロッパ、
台湾、韓国から会員数が増えてきて、逆に本場
アメリカ、もっとひどいのが日本で会員が減っ
て立ち直っていない。これを何とかしなければ
とロータリーの会員数を増やすことをしており
ます。

　第1ゾーンBはバングラデシュ、インドネシ
ア、パキスタン。影響の大きいのは第1ゾーン
Aから理事を出すのは今までは4年間に一人で
したが今度は8年間に一人しか出ない。次から
はBから出るようになる。ただRIが妥協してき
たのは地域のロータリーコーディネーターとか
置くようにしております。

　今年度は埼玉西北、南東、千葉、茨城、群馬
が第2ゾーンへ再編される。また岐阜、三鷹は
新しいゾーン3へ移動します。
　問題は委員会とか理事会は会員数が1,200名
未満になると地区の編成合併が出来ると謳って
います。下がるようであれば秋田等との編成を
理事会が決めてしまう。今は理事が一人ですの
で頑張っても多数決で負けてしまいます。

　未来の奉仕として皆さんの寄付、奉仕財団と
して活用しているが、17－18年はロータリー
としては2億＄以上集めている。日本円では20
億円以上だが世界の10％程度に当たる。回数
としてはグローバル補助金、ポリオ、平和フォ
ロー等十分に貢献しているのでRIでは日本の心
に感謝しております。

　半分以上はパートナーが支援してくれていま
す。世界の大きなパートナー達と奉仕活動を続
けていることが背景にあることを知っていただ
きたい。国連群も関わっているのでマローニー
さんも重視しているようです。
　ポリオ撲滅活動ではWHO・ユニセフ・CDC
等や日本及び各国政府もロータリーが中心と
なっての人道的や平和構築奉仕活動に協力いた
だいております。

　RI理事会では新しい戦略計画を行っておりま
す。まさに変革の時代です。
　ローターアクトクラブを増やしRC会員に導
入する。コーディネーター補佐を任命しガバ
ナーが奨励する。グローバル会員に人頭分担金
を求め会員として認めるということが試験的に
行われており、近い将来はされるかも知れない。
ロータリーの組織全体のガバナンス見直しを簡
素化し、それから業務プロセスを見直し評価す
る。既に行われているが51歳以下の若年パス
トガバナー委員会を設けて若返りを図る。
　財団の重点分野を見直しどんどん変化して行
かなければならない。

　ポリオ撲滅活動ではロータリーが中心だとい
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うことを地域・マスコミに広報理解して貰う。
地区は災害復興にも使えるDDFを活用して貰
う。知識豊富なRI本部国際事務局役員スタッフ
の報酬等の値上げを実施しスキルアップしてい
ただく。
　事業継続のために人頭分担金増額を規定審議
会に求める。

　職業奉仕委員会はグローバル。ネットワーキ
ング・グループ委員会に統合し電話会議や移動
費の見直しを図るが地区やクラブは任意で行
う。職業分類は残すが一業種一会員制は制限し
ないで廃止の方向である。リーダーシップ育成
としてガバナーは補佐が助け、役割基準任期を
見直し、スキルアップを図る。クラブ活性化の
ため財団・会員増強・公共イメージ等統合して
推進する。

　個人データ・プライバシーについて見直し
ロータリーをチェンジするためには特別なこと
をするのではなくて、職場での奉仕、地域での
奉仕等小さくてもいいのでそれをMyRotary・
Facebook・Twitter等で報告すると世界につな
がり地区レベルのプロジェクトも紹介できる。
来年は100周年でもあるのでぜひ頑張っていた
だきたい。

国際ロータリーでの研修リーダーの経験から

　山　崎　淳　一（五所川原R.C）

　ロータリーは世界をつなぐというキーワード
ですが、繋がるという事を大事にしています。
リーダーとつながる、家族とつながる、地域社
会とつながる、そして世界とつながる。テーマ
だけだと誤解するかも知れませんが、沼田ガバ
ナーエレクトの考えです。エレクトの方々とお
話ししたのですが、最近RIからの情報が多すぎ
る。これは何だろうという話が出ている。先に
することは何だろうと思いお話ししたいと思い
ます。
　まず最近の変化では規定審議会です。2018
年、例会と出席、あるいは簡易クラブの柔軟性
が大変だと思います。実は2001年の規定審議
会で簡易なクラブ、地区の変化が起きていまし
た。会員・クラブ・地区・ゾーンの再編成につ
ながって今につながっています。こうして例会
の出席についても試験的に行い今につながって
います。
　規定審議会が変わると手続き要覧も変わりま
す。昔は手続き要覧が有れば良かったが今は
持っててもしょうがない。170頁が3頁ぐらい
になってしまった。もはや手引書ではない、こ
れでは勉強できない。マイロータリーから調べ
る、これが大きな変化です。今回国際協議会で
のジョンヒューゴ事務総長が破壊的イノベー

ションと言ってるが、家庭でも会社でも時代の
変化にしっかり対応するのがこの姿なのかなと
思います。
　三つ目の変化はDLP（地区リーダーシッププ
ラン）。1992年から始まり2002年では全地区
で採用されている。この後はCLPが始まる、し
かしこれは推奨なのです。誤解を受けたのは
CKPは当初、弱小クラブの再生強化の目的でス
タートしたため混乱が生じた。CLPは元気なク
ラブづくりのためであってこれはマイロータ
リーからすぐ拾えます。システムとして出来て
おります。私は大事だと思います。推奨ですが、
クラブの活性化と考えるとCLPは大事かなと
思ってます。
　もう一つはRIの戦略計画、これは1981年頃
からロータリー全体のあり方と目標を設定すべ
く40年近く前から永らく研究してきました。そ
の結果として戦略計画を立案して2000年に来
た訳です。その後優秀な委員が育っております。
実際手続き委員会でも採択されておりますし、
2007年にはRIの使命・RIのビジョン・中核と
なる価値観を採択されております。あちこちに
これが主役かと出ております。ただ、理解はツー
ギャザーからなのです。雰囲気は英語と和訳で
は随分と変わるという事を御理解ください。中
核となる価値観、昔は親睦と奉仕ですが最近は
奉仕が下がってるかなと個人的に思います。
　それから年次目標が出ております。沼田さん
の資料に細かく載ってますので内容は割愛しま
すが、年次目標、戦略計画では中長期目標だっ
たら短期目標として。それから世界を変える行
動人とよく聞きますね、これは又種類が違うが
公共イメージを変えるためのキャンペーンの名
前です。外部に向かって配信する。最近はいっ
ぱい出てきて訳わからないが道しるべ、コンパ
スだと思い活用すればよいと思うが、大事なの

2019年RI研修リーダー
パストガバナー
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はロータリーの目的です。これが一番。全てで
す。だが目的は変化しないから、ロータリー哲
学は大事にしなさい、ロータリー哲学が目的な
のです。変化してはいけないものがしっかり有
るんだと、あるいはどんどん新しくなるものが
有るんだという事です。
　ロータリーの問題は難解です。和訳になりま
したがそれでも難解です。一般的には奉仕の理
念、クラブ奉仕と職業奉仕と社会奉仕と国際奉
仕と言っておりますが、なんで目的のところに
意義ある事業の基礎という職業奉仕的なエン
タープライズという英語名ですけれど。第1が
知り合いを広めることは親睦なのか、やっぱり
ゆるぎない信頼関係を構築する位でないと親睦
でないと思う。第2に職業奉仕の中に社会奉仕
する機会が出てきて、第3が普通は社会奉仕と
言ってるが、個人としてまた事業を持ってと家
庭と職場も入ってきて、第4に至っては奉仕の
理念で結ばれた職業人がと、読めば読むほど訳
が分からない。これは和訳とかじゃなくロータ
リアン個人一人一人がどう理解するかだろうと
思っています。私は読み直しながら解釈して
使っております。奉仕の理念、これは私のロー
タリーの目的です、私の人生観です。

　こういう事を教えてくれたのがロータリーで
す。そしてたくさんの先輩方でした。特に11
年前ピチャイさんに会ってから色々なことを教
えて貰っています。五所川原にも来ていただき
ました。彼の言うBack to Basicsとはロータ
リーの親睦と職業奉仕なんです。これが柱なの
です、柱の下の石なのです。ロータリーは親睦
と奉仕を通じて自分を磨く場所であり、職業奉
仕とは職業を通じて地域社会、更には全世界の
平和と繁栄のために奉仕する。これがロータ
リーの基本である。日本の最も尊敬する佐藤千
寿さんも同じこと言っています。生き方そのも
のが立派な奉仕なのです。ビチャイさんも「慈
愛の種を蒔きましょう」は先ずは自分自身そし
て職場、次にクラブ、地域社会、できれば世界
中に蒔きましょうとマローニーさんも同じだと
理解しています。
　こういう事でつながりを作りましょう作って
いきましょう、この繋がりとはロータリー世界
をつなぐというテーマだと中々理解しづらい
が、ロータリーは親睦と奉仕で世界を繋ぐ、と
理解した方が分かりやすいと思います。ご清聴
ありがとうござました。

ガバナー補佐研修

会員増強部門会員増強部門

分 科 会

今井　高志　ガバナー（アドバイザー）

沼田　　廣　ガバナーエレクト

笹森　　剛　パストガバナー
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ガバナー補佐研修
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分科会報告

第2830地区に衛星クラブ二つを誕生させたい
１．南グループ（八戸市内）→（仮）八戸臨海RC
２．中グループ（青森市内）→（仮）青森西RC

＊更に中グループに女性だけのクラブを作りたい

目標2020年4月迄に設立させたい!!
◎会員基盤向上セミナーへの参加を委員長だけ
ではなく、後進の教育の為に委員メンバーか
ら研修に出して委員長と一緒にセミナーへ参
加させるようにしたい。その為の予算をいた
だくよう申請する。
（＊2019年4月8日ホテルオークラ東京にて開催のセ
ミナーから）

会員増強部門会員増強部門

クラブ拡大・会員増強委員会委員長

中村　　勉（八戸中央R.C）

　今年も当委員会の最も大きな事業である
「じょっぱり経済学」を4月10日から7月をまた
いで開催する。日程は毎週水曜日、14：40－
16：10、全15コマの講義の予定。講師を出し
ていただいているクラブには応援に駆けつけて
いただきたい。内容についての案内、発信は
「ロータリーの友」にもUPしていく予定で、地
区のロータリアンにも周知していく。対外的に
は3月に新聞広告を行う。その他、1月の職業
奉仕月間には地区の委員会として協力していき
たい。

社会奉仕・職業奉仕部門社会奉仕・職業奉仕部門

社会奉仕・職業奉仕委員会委員長

花田　勝彦（五所川原R.C）

　財団委員長の任期は3年ですので、沼田年度
から3年間委員長をやらせていただきます。
　7月28日（日曜日）、第1回目の財団セミナー
を「地区補助金の活用例」というテーマで、
12月1日（日曜日）第2回目の財団セミナーを「地
区補助金申請の仕方」というテーマで青森市に
おいて開催致しますのでご参加宜しくお願いし
ます。

○地区補助金委員会の発表
　（委員長欠席のため佐々木委員長が発表）
　地区補助金の申請締切りは4月、5月に申請
内容の精査、補助金の分配決定、6月に各クラ
ブへ補助金の送金という予定です。
　41クラブ全てが補助金申請していただくこ
とを目標に活動いたします。

○グローバル補助金委員会の発表
　（委員長欠席のため佐々木委員長が発表）
　従来通りタイ第3330地区の水浄化設備設置
事業を行います。また、識字率向上活動として、
同じく第3330地区に絵本の寄贈を行います。

ロータリー財団部門ロータリー財団部門

ロータリー財団委員会委員長

佐々木眞一（むつ中央R.C） 　沼田年度の目標年次基金150$、ポリオ110$
等皆様にお願いしたい。ゼロクラブを出さない。
寄付は強請するものではないが、協力金と思っ
てお願いしたい。年2回の財団セミナーでの情
報を発信したい。沼田年度でも協力を宜しくお
願い致します。

資金推進委員会委員長

三浦　順子（弘前アップルR.C）

　平和フェローについては、財源の仕組みが不
明な点もあり、留学先大学院が国外4大学に限
定されるなど条件も厳しく、手を挙げる方が少
ないと思われるが、地区としては募集する。
　5月締切。GG奨学生については、現在NY州
に一人派遣中である。地区の財源にもよるが、
広く募集する。通年募集。
　地区補助金奨学生については、今年度は該当
者はいなかったが、次年度分は、11月募集、1
月15日締切とする。

平和フェローシップ・奨学金・学友委員会委員長

佐藤　健一（青森R.C）

　公共イメージ向上ということでロータリーク
ラブの活動のメインはポリオ撲滅です。ですが、
日本人にはポリオがあまりPRにならないので
日本独自の米山奨学金制度を広くPRする方が
公共のイメージは向上すると考える。
　沼田年度では40名を超えるメンバーを要す
るクラブには「公共イメージ向上委員会」の設
置を依頼したい。
　メンバー数が40名に満たないクラブでも例
会時などでどのようにすれば公共イメージ向上
が図れるのかを検討を依頼したい。

公共イメージ向上部門公共イメージ向上部門

公共イメージ向上委員会委員長

花田　　仁（三沢東R.C）
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地区チーム研修セミナー

　私どもの委員会はインドのデリーにおいてポ
リオ撲滅の生ワクチンを投与する活動を2001
より実施しておりますが、これはRIから非常に
高い評価をいただいております。今年度におい
てもすでに十数年続いた活動でございますが、
パストガバナー関場先生のご指導をいただきま
して、地区内で多くの人が参加できる活動にし
たいので、ご協力よろしくお願いします。

ポリオ対策委員会委員長

川﨑　益美（八戸北R.C）

　インターアクトの年次大会を青森市の「アピ
オ青森」において7月20日～21日、青森モーニ
ングRCがホスト、青森山田高校が幹事クラブ
として開催されます。今回は、青森盲学校の生

徒も参加しますので、皆様のご協力ご参加をお
願い致します。
　また、青少年の国際的な活動の一環として「ア
クトの翼」を復活させたいと思いますので宜し
くお願い致します。
　インターアクトクラブに関して、ホストクラ
ブはもちろんのこと、ホストクラブ以外のクラ
ブの皆様にもいろいろな行事に呼んでいただき
インターアクトへの理解を深めていただきたい
と思います。
　最後にインターアクトクラブを卒業し他の地
区へ行ったとしてもローターアクトクラブへ入
会するなど、いつまでもロータリーとの繋がり
を持っていてほしいと考えています。
　今後とも皆様のご理解ご協力を宜しくお願い
します。

インターアクト委員会委員長

柴田　文彦（むつ中央R.C）

　こんにちは、青少年交換委員会の細川でござ
います。
　現在留学生で3名の方が来ておりまして、交
換ですので3名の方が外国へ行ってます。次年
度なんですけど、これから行く予定の方が1名
でございます。女性です。なのでいらっしゃる
方も1名。この点について北山パストガバナー
からも、人数のところをもう少し考えて、選抜

国際奉仕・青少年奉仕部門

青少年交換委員会委員長

細川　勝也（弘前R.C）

　ローターアクト委員会の田中でございます。
　まず地区行事プログラムの中での年次大会が
今年の5月の11～12日と有りますが5月の11日
土曜日1日のみで場所の記載が有りませんので
この場をお借りしてお伝えします。弘前土手町
コミュニティパークという所で開催いたします
ので、インターアクト年次大会と同様でロー
ターアクトの年次大会も皆様の多数のご協力を
いただければと思っています。ローターアクト
委員会と致しましては先ほどの話し合いの中で
沼田ガバナーエレクトの地区目標にありました
通り、ローターアクトクラブを新設して行きた
いということで進めております。現在ローター
アクトクラブは地区の中で弘前、五所川原、八

ローターアクト委員会委員長

田中　裕介（弘前アップルR.C）

　ライラでは、認知度の不足が問題点として挙
げられました。ライラの認知度、またロータリ

RYLA委員会委員長

竹内　知弘（弘前西R.C）

して見てください。過去のことを思うと二桁と
いう、もっと人数が多かったですよねと、沼田
ガバナーエレクトからもご指摘がありました。
現在南ブロックから南グループからだけですけ
ど、全グループからも交換留学生の募集をした
時に各ロータリークラブから推薦がいただける
ように、選抜が行えるようだとよろしいと考え
ております。委員会では折に触れてオリエン
テーションを開催しておりまして、結構活発に
やっております。それと3月ですね、来月なん
ですけど、長野県の白馬スキー合宿を他の地区
と一緒にタイアップしてやっております。これ
もかなり続けている行事です。それと5月に全
国研究会がありますから、これにも留学生の方
も一緒に行っておりますので、色々と旅費交通
費がかかるものですけどその辺は委員会予算と
は別枠でいつもご承認頂いております。是非沼
田ガバナーエレクトにはこれを解っていただい
て、後でバツとかなっちゃうとオリエンテー
ションでずーっと細川というおじさんが嘘つい
たとなっちゃいますので一つよろしくお願いい
たします。また短期交換についても検討するよ
うにというご意見がございましたので、そちら
の方も頑張って聞いて行きたいと考えておりま
す。以上でございます。

戸、むつ、そして青森保健大学の学生のクラブ
が有りまして計5クラブになっております。現
状45名のローターアクトが活動しているんで
すけれども、今の今井ガバナーの代では倍増計
画ということで80名を目標にやってるんです
が、中々うまくいってない状況が有ります。で
すからそういった所も含めまして新設クラブを
作る活動を中心に動いていきまして、拡充をし
ていきたいと思っています。昨年むつの方で新
しくローターアクトクラブが出来たんですけれ
ども、提唱クラブ1クラブということじゃなく
て共同提唱ということも可能となっておりまし
て、むつの方ではむつクラブさんとむつ中央ク
ラブさんと二クラブで提唱頂いております。
ローターアクターの意見としましては青森に社
会人クラブが欲しいという意見があったりと
か、先程の青少年の話し合いの中でインターア
クトクラブを卒業して大学に進む学生の中、
ローターアクトのクラブを作りたいという声も
上がっていることもあるようで、そういった所
も私たちがしっかりサポートして行きながら
ローターアクターの若者の育成を図っていきた
いと思っております。まだまだローターアクト
もインターアクト同様で理解が得られていない
部分とか知識が及んでいない部分が我々にあり
ますので、ローターアクト委員を含めて各クラ
ブの皆様方にお伝えしながらご理解を深めてい
ただいてご協力していただけるようにしていき
たいと思います。
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地区チーム研修セミナー

アンに対する認知度をより上げるため、みなさ
まのご令嬢・ご子息のご参加、または企業の若
手従業員の参加をご協力頂きたく思います。
　次年度のライラ開催予定日は、沼田ガバナー
エレクトの主要スケジュール一覧を鑑み、
2020年5月9日～10日を第一候補日とし、第二
候補日は5月16～17日としております。場所は
青森公立大学 国際交流ハウスにて予定してお
ります。
　沼田ガバナーエレクトにおかれましては、日
程の調整等をよろしくお願い致します。

　2018－19年度の活動報告を野坂委員長より
説明。上記を踏まえ、2019－20年度の活動を
確認。寄付について、特別寄付・普通寄付の認
識が弱いので、理解されやすいよう検討が必要
との事。また特別寄付を1万円以上、普通寄付
を一人3,000円でお願いしていく事とした。米
山学友会について、修了生への呼びかけ連携を
深める事を模索したい。
　米山フォーラムは7月21日予定。また他事業
についても昨年同様の実施とし、日程調整中。
2019－20年度米山奨学生は10名。

米山記念奨学部門米山記念奨学部門

米山記念奨学委員会委員長

野坂　幸子（野辺地R.C）

　2019－2020年度のRLIは10/26（土）～10/27
（日）の2日間、はまなす会館にて開催予定。
・2018－2019年度だが、2019年3月23日～24
日の2日間、PETSが開催される。そのうち
24日にはRLI手法を用いた会員増強を目的に
したセミナーを開催する。ディスカッション
リーダーへのお願いをしているが、あと4名
必要なため引き続きお願いをしていく。

・ディスカッションリーダーは3年続けて一人
前になるといわれている。2019年度はディ
スカッションリーダーを育成していく方針で
ある。

ロータリーリーダーシップ研究会ロータリーリーダーシップ研究会

ロータリーリーダーシップ研究会委員長

米谷　恵司（青森モーニングR.C）

◎委嘱状の伝達

ガバナー補佐　6名

◎委嘱状の伝達

地区委員長　14名

◎挨　拶

地区をけん引する皆様へ
沼田ガバナーエレクト
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地区チーム研修セミナー

◎懇親会挨拶　　　沼田ガバナーエレクト

◎乾杯のご発声　　　今井ガバナー
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地区チーム研修セミナー

◎中締め　　　木村実行委員長 「地区チーム研修セミナー」出席者名簿

手に手つないで

スタッフ

役 職 等 参 加 者 名 所属クラブ名 備　考

◎は委員長、〇は副委員長（敬称略、順不同）

ガバナー

元RI理事・パストガバナー

米山記念奨学部門担当パストガバナー

会員増強部門担当パストガバナー

公共イメージ向上部門担当パストガバナー

RLI地区代表委員・パストガバナー

国際奉仕・青少年奉仕部門担当パストガバナー

国際奉仕・青少年奉仕部門担当（副）パストガバナー

社会奉仕・職業奉仕部門担当パストガバナー

次期地区研修リーダー・パストガバナー

ロータリー財団部門担当パストガバナー

会員増強部門担当（副）直前ガバナー

ガバナーエレクト

ガバナーノミニー

GNデジグネート・次期ポリオ対策委員

次期東第1グループガバナー補佐

次期東第2グループガバナー補佐

次期西第1グループガバナー補佐

次期西第2グループガバナー補佐

次期中グループガバナー補佐

次期南グループガバナー補佐

次期クラブ拡大・会員増強委員長

次期クラブ拡大・会員増強委員

次期クラブ拡大・会員増強委員

次期クラブ拡大・会員増強委員

次期公共イメージ向上委員長

次期公共イメージ向上委員

次期公共イメージ向上委員

次期社会奉仕・職業奉仕委員長

次期社会奉仕・職業奉仕委員

次期社会奉仕・職業奉仕委員

次期ロータリー財団委員長

次期グローバル補助金委員

次期資金推進委員長

次期資金推進委員

次期平和フェローシップ・奨学金・学友委員長

次期平和フェローシップ・奨学金・学友委員

次期ポリオ対策委員長

次期ポリオ対策委員

次期青少年交換委員長

弘前

八戸南

弘前アップル

弘前

八戸東

五所川原

八戸

八戸北

弘前西

青森モーニング

八戸南

十和田

青森

八戸北

五所川原イヴニング

野辺地

十和田八甲

鰺ヶ沢

弘前西

青森北東

八戸中央

八戸中央

十和田八甲

八戸西

青森

三沢東

八戸南

青森

五所川原

青森モーニング

七戸

むつ中央

青森

弘前アップル

弘前アップル

青森

青森

八戸北

青森

弘前

6F 牡丹の間

2F 末広の間

2F 高砂の間

6F 菊の間

6F 桔梗の間

2F 末広の間

5F 銀扇の間

5F 銀扇の間

6F 若草の間

6F 若草の間

5F 金扇の間

6F 菊の間

6F 牡丹の間

6F 牡丹の間

5F 金扇の間

6F 牡丹の間

6F 牡丹の間

6F 牡丹の間

6F 牡丹の間

6F 牡丹の間

6F 牡丹の間

6F 菊の間

6F 菊の間

6F 菊の間

6F 菊の間

6F 桔梗の間

6F 桔梗の間
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5F 金扇の間

5F 金扇の間
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5F 金扇の間

5F 銀扇の間

　 今　井　高　志
　 黒　田　正　宏
　 関　場　慶　博
 　笹　森　　　剛 
　 鐘ヶ江　義　光
　 山　崎　淳　一
　 村　井　　　達
　 北　山　輝　夫
　 工　藤　武　重
　 鈴　木　唯　司
　 長　嶺　康　廣
　 佐々木　千佳子
　 沼　田　　　廣
　 源　新　和　彦
　 成　田　秀　治
　 松　山　隆　志
　 今　　　春　淑
　 成　田　守　男
　 中　畑　　　肇
　 上　野　浩　之
　 上　野　実　穂
◎ 中　村　　　勉
　 今　泉　湧　水
　 工　藤　威美子
　 田　中　正　子
◎ 花　田　　　仁
　 吉　田　立　盛
　 三　浦　　　基
◎ 花　田　勝　彦
　 浅　利　壽　信
　 横　手　幸　年
◎ 佐々木　眞　一
　 竹　内　通　昭
◎ 三　浦　順　子
　 木　村　由　美
◎ 佐　藤　健　一
　 工　藤　真　人
◎ 川　﨑　益　美
　 森　内　忠　良
◎ 細　川　勝　也
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6F 菊の間

6F 桔梗の間

6F 桔梗の間

6F 桔梗の間

6F 若草の間

6F 若草の間

6F 若草の間

5F 金扇の間

5F 金扇の間

5F 金扇の間

5F 金扇の間

5F 金扇の間

5F 金扇の間

5F 金扇の間

5F 金扇の間

5F 銀扇の間

　 今　井　高　志
　 黒　田　正　宏
　 関　場　慶　博
 　笹　森　　　剛 
　 鐘ヶ江　義　光
　 山　崎　淳　一
　 村　井　　　達
　 北　山　輝　夫
　 工　藤　武　重
　 鈴　木　唯　司
　 長　嶺　康　廣
　 佐々木　千佳子
　 沼　田　　　廣
　 源　新　和　彦
　 成　田　秀　治
　 松　山　隆　志
　 今　　　春　淑
　 成　田　守　男
　 中　畑　　　肇
　 上　野　浩　之
　 上　野　実　穂
◎ 中　村　　　勉
　 今　泉　湧　水
　 工　藤　威美子
　 田　中　正　子
◎ 花　田　　　仁
　 吉　田　立　盛
　 三　浦　　　基
◎ 花　田　勝　彦
　 浅　利　壽　信
　 横　手　幸　年
◎ 佐々木　眞　一
　 竹　内　通　昭
◎ 三　浦　順　子
　 木　村　由　美
◎ 佐　藤　健　一
　 工　藤　真　人
◎ 川　﨑　益　美
　 森　内　忠　良
◎ 細　川　勝　也



26

地区チーム研修セミナー

役 職 等

スタッフ
地区チーム研修セミナー

実行委員長

地区幹事（地区財務委員長）

地区幹事

地区幹事

地区幹事

地区幹事（事務局長）

事務局

木　村　義　正
小　林　俊　一
工　藤　真　人
森　内　忠　良
竹　内　通　昭
長谷川　利　夫
福　井　純　子

参 加 者 名 所属クラブ名 備　考
次期青少年交換委員

次期インターアクト委員長

次期インターアクト委員

次期インターアクト委員

次期インターアクト委員

次期ローターアクト委員長

次期ローターアクト委員

次期RYLA委員長

次期RYLA委員

次期RYLA委員

次期RYLA委員

次期米山記念奨学委員長

次期米山記念奨学委員

次期米山記念奨学委員

次期RLI委員長

次期RLI委員

次期RLI委員

次期RLI委員

次期RLI委員

次期ロータリーの友地区代表委員

次期国際大会推進委員会委員長

次期国際大会推進委員会副委員長

次期地区幹事長

次期地区財務委員長

次期地区幹事

次期地区幹事

2020－21地区幹事長

2018－19地区幹事長代理

青森

むつ中央

青森モーニング

つがる

おいらせ

弘前アップル

むつ

弘前西

五所川原

八戸東

青森

野辺地

つがる

青森

青森モーニング

青森モーニング

弘前

十和田東

青森

青森

青森

青森

青森

青森

青森

青森モーニング

八戸北

弘前

5F 銀扇の間

5F 銀扇の間

5F 銀扇の間

5F 銀扇の間

5F 銀扇の間

5F 銀扇の間

5F 銀扇の間

5F 銀扇の間

5F 銀扇の間

5F 銀扇の間

5F 銀扇の間

2F 高砂の間

2F 高砂の間

2F 高砂の間

2F 末広の間

2F 末広の間

2F 末広の間

2F 末広の間

2F 末広の間

　 伊　藤　幸　生
◎ 柴　田　文　彦
　 村　塚　正　隆
　 佐　藤　眞　治
　 田　中　常三郎
◎ 田　中　裕　介
　 田　中　常　浩
◎ 竹　内　知　弘
　 高　瀬　英　人
　 林　　　克　己
　 三　枝　慎太朗
◎ 野　坂　幸　子
　 葛　西　孝　信
　 佐　藤　一　尚
◎ 米　谷　恵　司
　 阿　保　康　雄
　 三　上　貴　生
　 欠　畑　茂　治
　 櫛　引　大　樹
　 石　川　佳共子
　 林　　　　　均
　 中　山　大　輔
　 木　村　義　正
　 小　林　俊　一
　 長谷川　利　夫
　 中　山　瑶和子
　 小　向　龍　悦
　 三　浦　真　介

国際ロータリー第2830地区

会長エレクト研修セミナー
と　き

ところ

2019年3月23日（土）～24日（日）
青森国際ホテル

2018－19年度　ガバナーエレクト

2019－20年度　地区研修リーダー

沼　田　　　廣
鈴　木　唯　司
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　 田　中　常　浩
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　 高　瀬　英　人
　 林　　　克　己
　 三　枝　慎太朗
◎ 野　坂　幸　子
　 葛　西　孝　信
　 佐　藤　一　尚
◎ 米　谷　恵　司
　 阿　保　康　雄
　 三　上　貴　生
　 欠　畑　茂　治
　 櫛　引　大　樹
　 石　川　佳共子
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　 中　山　大　輔
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　 長谷川　利　夫
　 中　山　瑶和子
　 小　向　龍　悦
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国際ロータリー第2830地区

会長エレクト研修セミナー
と　き

ところ

2019年3月23日（土）～24日（日）
青森国際ホテル

2018－19年度　ガバナーエレクト

2019－20年度　地区研修リーダー

沼　田　　　廣
鈴　木　唯　司



2F 春秋の間懇　親　会

28 29

会長エレクト研修セミナー

第１日目

12：30
13：00

13：05
13：10
13：40
13：50

13：55

14：00
14：15
14：25
14：55
15：15

16：35

青森国際ホテル　3F 萬葉の間

登録受付開始
開　　会
点　　鐘
国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
出席ガバナー、パストガバナー紹介
ご挨拶（デジクネート紹介共）
挨　拶　　RIテーマ・強調事項・地区方針
PETSの目的
地区行事予定
公式訪問日程他
地区予算案説明
地区予算決議
G，GE固定事務所について
2019規定審議会について
クラブ会長の役割と責務
休憩（ホテルチェックインなど）
地区事業説明（各5分程度）
　１　クラブ拡大・会員増強委員会
　２　公共イメージ向上委員会
　３　社会奉仕・職業奉仕委員会
　４　ロータリー財団委員会
　５　地区補助金委員会
　６　グローバル補助金委員会
　７　資金推進委員会
　８　平和フェローシップ・奨学金・学友委員会
　９　ポリオ対策委員会
　10　青少年交換委員会
　11　インターアクト委員会
　12　ローターアクト委員会
　13　RYLA委員会
　14　米山記念奨学委員会
　15　RLI委員長
点　　鐘
諸事おしらせ

進行　PETS実行委員長　 森　内　忠　良

ガバナーエレクト　　　　沼　田　　　廣

ソングリーダー　　　　　工　藤　真　人
次期地区幹事長　　　　　木　村　義　正
ガバナー　　　　　　　　今　井　高　志
ガバナーエレクト　　　　沼　田　　　廣
次期地区研修リーダー　　鈴　木　唯　司
次期地区幹事長　　　　　木　村　義　正

次期地区財務委員長　　　小　林　俊　一
次期地区幹事長　　　　　木　村　義　正
ガバナーエレクト　　　　沼　田　　　廣
規定審議会地区代表議員　山　崎　淳　一
パストガバナー　　　　　山　崎　淳　一

次期委員長　　　　　　　中　村　　　勉
次期委員長　　　　　　　花　田　　　仁
次期委員長　　　　　　　花　田　勝　彦
次期委員長　　　　（代理）成　田　俊　介
次期委員長　　　　　　　蒔　苗　俊　二
次期委員長　　　　　　　伊　東　　　睦
次期委員長　　　　　　　三　浦　順　子
次期委員長　　　　　　　佐　藤　健　一
次期委員長　　　　（代理）成　田　秀　治
次期委員長　　　　　　　細　川　勝　也
次期委員長　　　　　　　柴　田　文　彦
次期委員長　　　　　　　田　中　裕　介
次期委員長　　　　　　　竹　内　知　弘
次期委員長　　　　　　　野　坂　幸　子
次期委員長　　　　　　　米　谷　恵　司
ガバナーエレクト　　　　沼　田　　　廣

第２日目

 9 ：00
 9 ：10
 9 ：30
 9 ：50
10：20
10：30
10：40
10：50

青森国際ホテル　3F 萬葉の間

点鐘　挨拶
奉仕プロジェクト
ロータリー財団について
年次計画と長期計画
地区現況と会員増強について
RLIの概要
・・・移動・・・
会員増強RLI

会長エレクト会議
　Aグループ
　（三沢RC，五所川原RC，八戸西RC）
　（東北RC，つがるRC，板柳RC，三戸RC）
　Bグループ
　（大畑RC，十和田八甲RC，鶴田RC，弘前RC，青森モーニングRC，五戸RC）
　（平賀尾上RC，むつ中央RC，十和田東RC，弘前西RC）
　Cグループ　
　（野辺地RC，五所川原イブニングRC，黒石RC）
　（青森北東RC，八戸RC、六ヶ所RC，金木RC，弘前東RC，八戸北RC）
　Dグループ
　（七戸RC，十和田RC，鰺ヶ沢RC，弘前アップルRC，青森RC，南部RC）
　（五所川原中央RC，大鰐RC，八戸東RC，三沢東RC）
幹事エレクト会議
　Eグループ
　（むつRC，三沢RC，五所川原RC，八戸西RC）
　（東北RC，つがるRC，板柳RC，三戸RC，平賀尾上RC）
　Fグループ
　（大畑RC，十和田八甲RC，鶴田RC，弘前RC，青森モーニングRC）
　（むつ中央RC，十和田東RC）
　Gグループ
　（野辺地RC，五所川原イブニングRC，黒石RC）
　（六ヶ所RC，金木RC，弘前東RC，青森北東RC，八戸RC）
　Hグループ
　（七戸RC，十和田RC，弘前アップルRC，青森RC，南部RC）
　（大鰐RC，八戸東RC，八戸中央RC，三沢東RC）

進行　PETS実行委員長 森　内　忠　良
ガバナーエレクト 沼　田　　　廣
パストガバナー 長　嶺　康　廣
パストガバナー 長　嶺　康　廣
パストガバナー 小山内　康　晴
パストガバナー 笹　森　　　剛
2018－19RLI地区委員長 源　新　和　彦

2018－19RLI地区委員担当　委 員 16 名

会議室
 6F 牡丹の間

 6F 菊 の 間
　

 　6F 桔梗の間

 6F 若草の間

 5F 金扇の間

 5F 銀扇の間

 2F 高砂の間

 2F 末広の間

17：00

19：00

挨　　拶
乾　　杯
中 締 め
手に手つないで

ガバナーエレクト　　　　沼　田　　　廣
ガバナーノミニー　　　　源　新　和　彦
PETS実行委員長　　　　 森　内　忠　良

国際ロータリー第2830地区

会長エレクト研修セミナー
プログラム



2F 春秋の間懇　親　会

28 29
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　Dグループ
幹事エレクト会議
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　Fグループ
　Gグループ
　Hグループ
ま と め
講　　評
修了証書　授与
挨　拶　　点　鐘
閉会の言葉
・・・次期会長の皆様は孔雀の間へ移動お願い・・・
集合写真（GE，会長のみ）

代表が発表
代表が発表
代表が発表
代表が発表

代表が発表
代表が発表
代表が発表
代表が発表
次期地区研修リーダー　　鈴　木　唯　司
ガバナー　　　　　　　　今　井　高　志
ガバナーエレクト　　　　沼　田　　　廣
ガバナーエレクト　　　　沼　田　　　廣
PETS実行委員長　　　　 森　内　忠　良

 孔雀の間

ガバナー挨拶

ガバナー

今　井　高　志（弘前R.C）

　本日は「会長エレクト研修セミナー（PETS 
President Elect Training Seminars）」に次年
度会長、次年度幹事はじめ多くの皆様にご出席
いただき誠にありがとうございます。
　次年度のための研修として、先月はDTTSが
開催され、来月には地区研修・協議会が開催さ
れますが、PETSが始まるといよいよ沼田年度
が本格的に始動するのだという思いを強くしま
す。
　PETSの目的は、次期クラブ会長が次年度の
会長となるための準備を整えること、そしてガ
バナーエレクトと次期ガバナー補佐に、次期ク
ラブ会長の意欲を高め、協力関係を築く機会を
提供することです。クラブ会長に就任するため
には、PETSを受講することがマストとなって
います。
　昨年は参加者の負担を軽くしようということ
からDTTSとPETSを1日で開催しましたが、今
年は沼田さんらしく2日間しっかり勉強しよう
ということのようです。
　沼田DGEは国際協議会での研修を終え、次
年度RI会長のテーマ「ロータリーは世界をつな
ぐ」に基づき、今まで暖めてきた思いを加味し、
継続性も勘案しながら、ガバナーとしての取り
組み方針を定め、今回皆様に展開することに
なっております。それを踏まえてクラブ会長エ
レクトの皆さんは次年度の方針を決めていただ
きたいと思います。
　新年度のスタートは7月ですが、今回の研修

のように新年度が始まる前に取り組んでいかな
ければならないこともあります。クラブで言え
ば、方針を決め、組織を決め、予算を決めなけ
ればなりません。地区に関してでは、次年度の
地区補助金の申請は来月中に提出すること等が
あります。
　今年度が終了していない中で、実質的に次年
度もスタートするということで、海に向かって
流れ行く川が2本に分かれてしまうイメージも
ありますが、2本に分かれるのではなくて、2
本の川が合流して大河として進んで行きたいと
思っています。
　今年度11の目標を掲げました。中には沼田
年度でも継続される目標もあります。今年度は
もう諦めて次年度頑張ろうと思わないで、今年
度中に次年度の目標を先取り達成してしまおう
というくらいの気概で取り組んで欲しいと思い
ます。
　先月のDTTSでは沼田丸に乗務員を乗せて進
水したと申し上げましたが、今回はいよいよお
客さまを乗せて港を出航します。お客さまでは
ありますが、一緒に船を漕いでもらうお客さま
です。一緒に目的地に向かって大海を進んでく
ださい。
　結びになりますが、今回の研修セミナーが実
りあるものになりますよう、合わせてご参会の
皆様方のご健勝、ご活躍を祈念申し上げ、挨拶
に代えさせていただきます。

「会長エレクト研修セミナー開催に当たり」
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会長エレクト研修セミナー

つつ、2025年までに恒久基金20億2,500
万ドルまで成長させる。

９．ロータリーへの認識を高め、「世界を変え
る行動人」キャンペーンを促進する。これ
らの年次目標を実行するアイデアとして
「ロータリー賞」に挑戦し、受賞していた
だきたいと結んでいます。

　以上のことを踏まえて、私は当地区のスロー

ガンと目標を決定し以下に掲げています。本日
のセッションでは、各委員会からも活動方針や
目標が示されますのでそれぞれのクラブの年次
目標に反映させていただくようにお願いいたし
ます。2019－20年度は、6人のガバナー補佐
と共に元気で活力のあるクラブ作りのお手伝い
をさせていただきたいと思っていますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。

ガバナーエレクト挨拶

2019－20年度ガバナー

沼　田　　　廣（青森R.C）

　会長エレクト研修セミナー（PETS:President-
elect Training Seminars）は、地区内のクラブ会
長エレクトが次年度の準備を整えるためにガバ
ナーエレクトが招集責任者となって開催される
もので、参加はクラブ会長エレクトが会長にな
るための必須条件でもあります。他の出席者は、
次年度のガバナー補佐、地区研修リーダー、地
区指導者チーム（各委員会委員長、委員会担当
パストガバナー）等で研修セッションにあたり
ます。
　当セミナーで最初にご理解していただくこと
はマーク・マローニー次年度RI会長のテーマや
方針ですが、テーマは次の通りです。
「ロータリーは世界をつなぐ：Rotary connects 
the world」
　「国際ロータリーは地域社会とつながり、職
業のネットワークを広げてきました。又、数多
くのプロジェクトやプログラム、ポリオ撲滅活
動等国連との協力を通し私たちはグローバルコ
ミュニティーとつながっています。ロータリー
で私たちは、お互いの違いを超え、意義あるか
たちでつながっています。それはロータリーが
なければ出会うことのなかった人びと、職業上
の機会、私たちの支援を必要とする人たちとの
つながりをもたらしてくれます。ロータリーの
体験の中核にあるのがこのつながりであり、
ロータリーを成長させる方法もこのつながりで
あります。」と説明されています。
　更に、強調項目として次の4つをあげていま
す。
１．ロータリーを成長させる（特に会員増強及

び奉仕活動やプロジェクトの推進）
２．家族の重要性（ロータリー活動と家族の時
間との競合を避けること）

３．ロータリーリーダーと仕事の共存（仕事で
忙しい人もクラブ会長や地区ガバナーを引
き受けられるようにする）

４．国連との連携（国連が掲げる持続可能な開
発目標への貢献）

　最後に、2019－20年度の年次目標を9つ掲
げています。
１．クラブや地区内のリーダーの積極的参加を
促すプロセスを強化する。

２．既存会員を維持しつつ、さらに入会を促進
することで、クラブ会員の増加を図る。

３．新しいクラブを結成する。
４．女性会員や40歳未満の会員の入会、また
ローターアクターのロータリークラブへの
入会を促し、会員増加を図る。

５．インターアクト、ローターアクト、ロータ
リークラブ会員間およびほかのロータリー
活動の参加者間の積極的参加・協力を強化
する。

６．ポリオ撲滅活動においてロータリーとロー
タリアンが果たしている役割を広く伝える。

７．地区財団活動資金（DDF :D i s t r i c t  
Designated Fund）を十分に活用すること
で、地区補助金、グローバル補助金、ポリ
オプラス、ロータリー平和センターの資金
とし地域社会および海外でのプロジェクト
を増やす。

８．年次基金とポリオプラスへの寄付を増やし

第2830地区2019－20年度スローガン

「共に変化し行動しよう」
地 区 目 標

１．ガバナー事務所とガバナーエレクト事務所の合同化と固定化を実現

２．会員増強（各クラブ1名以上、特に女性と40歳未満の会員）

３．新クラブの結成（1クラブ、衛星クラブも含む）

４．新ローターアクトクラブの結成（1クラブ）

５．公共イメージの向上（ポリオ撲滅活動の広報はじめ各種奉仕活動、MyRotary

　　への登録率を35％以上に向上）

６．ロータリー財団への寄付→1人当たり　年次基金150＄、ポリオプラス30＄

７．米山記念奨学金寄付→1人当たり　特別寄付1万円以上、普通寄付3千円

８．アクトの翼の復活（台湾へ）

９．青少年交換及びRYLAの推進

10．ロータリー賞への取り組み推進（4クラブ以上）
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４．新ローターアクトクラブの結成（1クラブ）

５．公共イメージの向上（ポリオ撲滅活動の広報はじめ各種奉仕活動、MyRotary
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会長エレクト研修セミナー

　このPETSにご参加頂きましてありがとうご
ざいます。マイロータリーで国際協議会の次期
RI会長のお話をご覧になった、或いはお聞きに
なったと思いますが、その中に皆様へのメッ
セージとして、リーダーの役割はクラブで活動
する会員を支援し、強い組織を築くこと。全部
一人でこなさなくてもリーダーシップを取る事
により優れたクラブ会長になれる事でありま
す。その話の中で、国際ロータリーの優先事項
として既存会員を維持しつつ入会を促進する。
昨年度ロータリー退会者数が最高を記録。この
ままでは老人クラブになってしまう。40歳未

満の若い会員、女性会員をと強調されておられ
ました。それで今回の主催者の目標と致しまし
て、会長エレクトが次年度の役割に意欲を高め、
準備をする為のプログラムを用意する。特に元
気なクラブを作る為の勉強の場を築く。会長エ
レクト同士の交流とアイデア交換する場を作
る。更にガバナー補佐との協力関係を作る機会
を用意する。そして会長エレクトへの要望とし
て、クラブ細則の見直しクラブを活性化して頂
きたい。
　次にクラブ戦略委員会の設立。クラブの強み
と弱みを特定し、本年度の目標を立てる。出来
れば中長期の計画を策定する。クラブ入会促進
のアイデアを学び行動計画を立て、会員維持の
為の戦略を考える。充実した例会等でクラブを
作って頂きたいと思います。そして、各委員会
主催の研究会への参加と例会での報告をして頂
く。最後にガバナー補佐との協力を再度お願い
致します。

ろが最近は19地区に増え、今後も2地区増え21
地区になるということです。背景には皆さん財
政の問題、二つめには人材の問題です。いまロー
タリーはいろいろな面で活動している訳です
が、その事務処理は会社経営と同じで非常に複
雑化しております。
　例えばRIに対する報告とか早期スケジュール
とかきっちり管理していかないと大変なことに
なる。これを固定の事務所、職員でやっていく。
そして残された資料の管理をする。今までは事
務所が変わるたび、それがどこかへ行ってしま
う。それではいけないという事で、一か所に保
管する。また各委員会の活動内容もいずれはガ
バナー事務所で保管集約するようにしたいと
思っております。こうすることによって今まで
躊躇していた小規模なクラブでも事務所がしっ
かりしていればガバナーを輩出することができ

る。連絡についても今はNET社会でして、RI
からの指示等についてもすべてメールで来る時
代です。それについての回答も文書を作って発
送するという事は有りません。全部メールで済
んでしまいます。
　その為にもマイロータリーをやってない方は
是非登録をして頂きたい。地区大会についても
ガバナー輩出地域で行うことがよろしいかと思
いますが、それ以外の委員会とかにつきまして
は、事務所のある所でも開催できますし、事務
局員もサポートできるように教育したいと思っ
ております。考えてもプラス面が多いので今後
数年は固定化を続けたい。それでどうしても不
具合が有るようであれば又検討したい。どうし
て青森に置くのかという事は、昔から津軽と南
部、下北からは中心地で地域的に集まりやすい
という単純な理由です。

PETSの目的 地区研修リーダー　鈴　木　唯　司 PDG
（青森モーニングR.C）

　先程の地区の目標の中にG,GE事務所の固定
化が掲げられておりますが、数年前から、鈴木
PG時代には出ていたのですが、メリット・デ
メリットがございますので議論を重ねて参りま
したが、ようやく昨年PETSやDTAで承認され
てきたわけです。

　なぜこういう問題が出たかと申しますと一つ
には財政の問題があります。今まではガバナー
事務所には800万円程の予算を組み、その半分
の400万円程をガバナーエレクト事務所に付け
ておりましたが、会員数が中々伸びないむしろ
減少傾向にありましたし、一時会費も下げてい
た時期もございました。実質赤字で有りました
がこのまま行くと大変なことになると、今井年
度で若干上げさせて頂き元に戻して収支が改善
されてきたわけですが、それも放っておくと又
すぐ元に戻る問題だと、昨年固定化すると決断
したわけでございます。
　全国的に見ても二年程前は34地区ある中、
14地区4割くらいが固定化だったのです。とこ

G,GE固定事務所について ガバナーエレクト　沼　田　　　廣
（青森R.C）

　規定審議会は4月14日からシカゴで開催され
ます。3年に一度開催され2016年に行われてお
ります。2013年には鐘ヶ江氏が活躍し、腹切
り発言までした年であります。2016年は大変
内容が変わった年でした。2016年はルールが
変わりまして、制定案とはRIの定款細則または
標準ロータリークラブ定款を改正する立法案。
決議案とはRIの組織規程を改正したり抵触する
ことなく、意見を表明したり、方針や手続きを
推奨するような案件です。決議審議会について
決議案はインターネットで討議する。
　今年は制定案を集めて審議する。決議案とは

RI理事会や財団管理委員会に対する要請です。
決議審議会の決議は毎年オンラインで投票する
ようになった。私はあと１年の任期で次の方は
３年担当する。内容についてはマイロータリー
で全部見れます。
　2018年決議審議会の審議結果は14か国から
55案件（内、日本からは23件）採択数は27件（内、
日本は12件）だった。採択内容の一つとして、
（職業奉仕）ロータリアンの事業と職業に於い
て職業奉仕を強調することを検討するよう要請
する件。（手続き要覧）ロータリーの方針と手
続きの簡潔な概要を手続き要覧に再び盛り込む
ことを要請する件。支持は337票、支持率68％
あった。今後の規定審議会、今回制定案につい
ての審議及び見解表明案について審議する。RI
の組織規程の改正を求める立法案が審議され
る。これに私が14日シカゴに行き審議します。
これは多数決。提出期限は2017年12月31日で
した。
　2019年規定審議会提出立法案は9か国及びRI

2019規定審議会について 規定審議会地区代表議員　山　崎　淳　一 PG
（五所川原R.C）
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会長エレクト研修セミナー

の目標の「ロータリーは世界をつなぐ」と「共
に変化しよう」を意識してください。マイロー
タリーに有る「クラブの健康チェック」「元気
なクラブづくりの為に」も活用していただきた
い。
　CLPはDLPに続いてクラブの計画として
2000年9月より立案。目的は効果的なクラブの
管理の枠組みを提供することにより、クラブの
レベルでロータリーの強化を図ること。実施段
階として1、効果的なクラブの要素に取り組む
長期計画を立案すること。2、「戦略計画立案
ガイド」等を使用し長期計画と合致した年間目
標を設定すること。3、クラブ協議会を開催し、
会員に計画策定に参加してもらい、ロータリー
に関する情報を常に把握していられるようにす

る。4、クラブ会長、理事会、委員会委員長、
クラブ会員、地区ガバナー、ガバナー補佐、お
よび地区委員会の間に明確な意思疎通が図られ
るよう確認する。5、将来の指導者育成を確実
にする一貫した引継ぎ計画の概念を含め、指導
者の継続性を確保する。6、クラブ委員会構成
とクラブ指導者の役割と責務を反映させるべ
く、細則に修正を加える。7、クラブ会員の親
睦をさらに深めるような機会を提供する。8、
全会員がクラブのプロジェクトや業務に活発に
関与するよう計らう。9、以下を確実にするた
めの包括的な研修を企画する。
　・クラブ指導者が地区研修会合に出席する。
　・新会員の為の一貫したオリエンテーション
を定期的に実施する。

　・現会員の為の継続的教育の機会を提供する。
CLPは強請されるものではありません。よ

り魅力あふれるクラブづくりをめざし、自
分たちに最も適したクラブの組織の運営の
在り方について、皆で検討し続けることが
大事です。

　・「クラブの例会」魅力ある例会を実施する
のは、会長の責務です。例会を緻密な計画
のもと、会員の自己研鑽を高め、関心を惹
き付ける内容のものにする必要がありま
す。魅力ある例会づくりこそが、会員増強
をはじめ我々が抱える様々な課題への最大
の解決策です。

　ロータリーの特別月間は毎月ありますが、
ロータリーの友とは違う時が有りますので気を
付けてチェックをお願いします。
　・「クラブの委員会」クラブの年次目標を実
行するために活動の主体となる委員会を任
命します。（CLP推奨委員会構成例）クラ
ブ管理運営委員会。会員増強委員会。クラ
ブ広報委員会。奉仕プロジェクト委員会。
ロータリー財団委員会。必要に応じ、委員
会を統合、廃止、拡充、追加。

（クラブ細則の改正）新しいクラブ委員会構成
は、19のクラブ委員会から成るかつての推奨
委員会構成に取って代わるものです。
　5つのクラブ常任委員会。1．クラブ管理運
営委員会…クラブの効果的な管理運営に関する
活動を実施する。2．クラブ広報委員会…ロー
タリーに関する情報を一般の人々に提供し、ク
ラブの奉仕プロジェクトや活動を推進するため
の計画を立案、実行する。3．会員増強・退会
防止委員会…会員の勧誘と退会防止の包括的計
画を立案、実施する。4．奉仕プロジェクト委
員会…地元社会や他国の地域社会のニーズを取
り上げた教育的、人道的、職業的プロジェクト
を立案、実施する。5．ロータリー財団委員会
…財政的寄付およびプログラム参加の両面から
ロータリー財団を支援するための計画立案、実
施する。
　この他の委員会も、年度ごとに必要に応じて
任命することができます。クラブ・リーダーシッ
プ・プランの下、継続性を確保するために委員

理事会から116件の制定案、内、日本は25件。
見解表明案1件RI理事会にRIの課税上の地位を
変更するための適切な措置を講じることを許可
する件。今回目立つのを紹介しますと、ロータ
リーの目的を改正する件を敦賀RCが（2650地
区京都・福井・滋賀・奈良）出した。5月の地
区研修協議会に発表されるので期待したい。次
にクラブの目的が出ましたけれど「ロータリー
の目的」があり混乱をもたらす。ロータリーク
ラブの自律性と反するもの。これは韓国から出
されたものですが、本当はうちの地区からも出
したかった。
　次にクラブの職業分類の制限を廃止する件、
専門職務とは異なる職業を持つ会員がいること
を反映するため、職業という言葉を追加する。
また現行の職業分類の制限を廃止する。こうし
た変更によって、クラブが会員構成において柔

軟性を保つことができると思われる。日本は反
対すると思われるが537名中の34名なのでどう
なるのか。
　他に大きな変化としてRI理事会から提案され
た「国際ロータリー細則」標準ロータリークラ
ブ定款を実質的な変更を加えることなく現代化
及び合理化する件。簡略化により、すべてのロー
タリアンに分かりやすい内容にする目的。広範
囲だが実質的変更はない。
　次に制定案を提出したければ2020年12月31
日までに出す。それには2020年地区大会で承
認されなければ間に合わない。今後のことです
が規定審議会分は10月の地区大会で承認され
れば間に合いますが、決議審議会は6月なので
遅すぎる。提案としては5月頃の地区研修協議
会等でなければ間に合わないので是非検討して
いただきたい。

　前は会長幹事会計等への冊子が届いたが今は
全てマイロータリーに集約されている。資料を
ダウンロードしてラーニングセンターにて通信
レッスンを受ける。国際ロータリーやロータ
リー財団のリソースや報告のほとんどがオンラ
イン化されている現在、マイロータリー等のオ
ンラインツールの使い方を身に付けましょう。
ラーニングセンターの中にはクラブ会長の基
本、幹事の基本、会計、財団、運営委員会、増
強委員会、公共イメージ等々有ります。その中
の会長の基本は2h程の就任への準備、クラブ
の運営、クラブセントラルのリソース、情報プ

ログラム等有りますので勉強していただきた
い。そのように幹事の基本と会員編が有ります
のでご活用ください。
　クラブ会長の役割と責務について、Ⅰ.年次
計画を立てる。Ⅱ.会員を導くリーダーシップ。
Ⅲ.クラブの運営。まず会長エレクト年度とし
て7/1まで準備することとして、ラーニングで
勉強する。そしてPETSに参加する。戦略計画
立案ガイド等を活用して年次目標を設定する。
例会の年間計画を立てる。各委員会の委員長と
委員を任命する。指導者チーム全員の地区研修・
協議会参加を促す。クラブ協議会を開催する。
戦略計画立案ガイドの活用には手順が示されて
おりますのでそれに従って行う。まずクラブの
長所と短所を挙げて、クラブ現況を把握する。
　次にクラブの目指すビジョンを描き戦略的優
先事項を設定する。注意点として、①クラブの
長所と短所②地域社会のニーズ③RIとR財団の
プログラムと使命④良きロータリアンの育成⑤
チームで話し合い実勢。国際ロータリーと地区

クラブ会長の役割と責務 パストガバナー　山　崎　淳　一
（五所川原R.C）
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会の任命が行われます。
　・「クラブ協議会」クラブ協議会は、すべて
のクラブ会員、役員、理事、委員会委員長
による会合です。会長エレクトとして、地
区研修・協議会後に、最初のクラブ協議会
を実施してください。クラブ協議会の討論
の主な主題・奉仕プロジェクト、委員会、
クラブ活動・年次目標と長期目標の設定・
会員の増加と維持・地区とRI会合への出席・
例会のプログラム。大切なことはどんなク
ラブにしたいのか。会長としての年度全般
に、クラブ会長は、クラブ目標に向けて活
動し、目標への到達状況を継続的に評価し、
また各委員会が明確な目的を持っているこ
とを確認する必要があります。

（7月1日以降に行うべきこと）
　a）すべてのクラブ会合で議長を務める　b）
クラブや地区会合への準備を整え、参加を促す   
c）クラブ理事会と会合を設ける　d）予算と
募金計画を監督する。
　活力あるクラブづくりのためには、ロータ
リーの活動の主役はクラブであり、国際ロータ
リーも地区もロータリークラブの連合体にすぎ
ません。クラブ会長の主な役割は、クラブがよ
り活発に機能するリーダーとなることです。奉
仕部門に沿って活動を実践することにより、
ロータリーの目的の達成に向けてクラブを指導
する責務があります。

　沼田年度の目標として、1．会員増強1クラ
ブ1名の増強。2．女性会員の増強。3．新クラ
ブの造成1クラブ、衛星クラブを2クラブ作る。
クラブ拡大会員増強セミナー年2回開催する。
女性から見た会員増強セミナーを開催する。中
Gに青森西RC（仮）、南Gに八戸臨海RC（仮）
を作りたい。

　会員を導くリーダーシップとして、会社経営
におけるリーダーシップは①企業の方向付け②
経営資源の最適配分③人を生かす。ロータリー
のリーダーシップのあり方は、①会員は平等・
対等である②合意形成を大切にした運営③会員
それぞれの個性を生かす④継続性を意識する。
ロータリーの組織運営。会員の平等・対等な関
係が前提。企業のように権限を持ったトップが
指示・命令して動く組織ではありません。会員
全員の合意形成・対話・協力を大切にした運営
が求められます。さまざまな課題について、自
由にディスカッションできる機会と環境をつく
りあげましょう。ロータリーの会員は職業・年
代・価値観・経験が違う人々の集まりです。し
かし、間違いなく誰もが素晴らしい能力を持っ
て、地域の中で活躍しています。だからこそ、
リーダーはすべての会員がそのモチベーション
を高め、それぞれがその個性と能力を発揮でき
るように工夫した運営を心がけましょう。
　ロータリー活動は長い道のりであり、職業や
時代を超えた多くの人々のバトンタッチで築か
れています。一年で交代するクラブ指導者は、
リーダーシップの継続性を意識して活動するこ
とが大切です。ロータリーは世界をつなぐ。家
族・仕事の関係者・ロータリアン・地域の人々。
世界の人々とロータリーは親睦と奉仕で世界を
つなぐ。ご清聴ありがとうございました。

地区事業説明

クラブ拡大・会員増強委員会１

次期委員長　中村　　勉（八戸中央R.C）

　地区では青森大学じょっぱり経済学を実施し
ております。期をまたぎますが今井年度から沼
田年度に引き継いで計画しておりますので各ク
ラブからの講師派遣を要請致します。また、職
業奉仕月間に合わせ、私どもは各クラブの運営
を手助けをする立場ですので、卓話、フォーラ
ムとかにお声掛け下さい。

社会奉仕・職業奉仕委員会3

次期委員長　花田　勝彦（五所川原R.C）

　今井年度は地区HPから地区財団ハンドブッ

ロータリー財団委員会4

次期委員長　佐々木眞一（むつ中央R.C）
（代理）　成田　俊介（弘前西R.C）　

　本年度はロータリアンの高い人間性、ロータ
リーの広告とは我々全てのロータリアンであ
る。内部発信を含めた心機一転の活動をする事
がイメージ向上になるのではないかと。その為
にもロータリアンの人間性の向上に努めなけれ
ばならない。マイロータリーの登録についてア

ンケート調査の結果41クラブで未返答も有り
ますが40％位という事です。新年度もアンケー
トを実施しますのでご協力をお願い致します。

公共イメージ向上委員会2

次期委員長　花田　　仁（三沢東R.C）
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次期委員長　花田　　仁（三沢東R.C）
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クをダウンロードして利用しましたが、引き続
き沼田年度も同様にできるだけ印刷物を減らし
コスト削減に努めたい。沼田GEから地区R財
団への要請として、・寄付金ゼロクラブは出さ
ない・地区補助金の全クラブ申請・地区補助金
奨学生の募集・グローバル補助金奨学生の輩出・
年次寄付金150＄/人・ポリオプラス30＄/人・
2019－20．2020－21年度DDFの配分。これ
らを実施したいので申請がまだのクラブは是非
申請をしてください。

　水対策委員会より今年度から次年度への地区
計画としてD3330地区との浄水器設置事業を
行い、今年度は5地区の学校で設置予定で進行
中です。次年度も同様計画。さらに識字率向上
の為の指導者育成、書籍贈呈の計画をしており
ます。

　本年も引き続き行いますが、本年度はインド
政府よりポリオワクチンが不足している為活動
を延期した。それにより参加者が少なかったが、
沼田年度では15名以上の参加者と、ローター
アクター3名程度を目標として参加者を募集し
ます。

ポリオ対策委員会9

次期委員長　川﨑　益美（八戸北R.C）　　　　　　
（代理）　成田　秀治（五所川原イヴニングR.C）

　年次大会は7月に青森商業高等学校・青森盲
学校の協力の下、青森山田高等学校の担当で青
森市で行います。地区の補助金と登録料で運営
し非常に厳しい予算ですので、是非皆様のクラ
ブでの登録をお願いしたい。年次大会には是非
とも来ていただき年間を通して皆さんと係わっ
ていきたいと思います。

インターアクト委員会11

次期委員長　柴田　文彦（むつ中央R.C）

　本年度インバウンド3名、アウトバウンド4
名でしたが、次年度は各1名。7－8月にアウト
バウンド候補生を募集します。9月には候補生
の面談を行い、8月下旬にはインバウンド生1

名来る予定です。10－2月までに3回程度のオ
リエンテーションを行う。3月には他クラブと
合同で長野にて2泊3日のスキー合宿を行いま
した。今年度は25－27日に皆でスキーに行っ
て参ります。4－7月に3回程度のオリエンテー
ションを開催致しまして5月には青少年交換グ
ループ全国会議に皆で参加します。6月送別会
を行い、8月にはアウトバウンド生を送ります。
国際的な活動をしておりますので、ご協力をお
願い致します。

青少年交換委員会10

　補助金申請は3月末ですので是非とも申請し
て頂きたい。全クラブ申請を目標にしておりま
すが現在31クラブ出ております。地区財団セ
ミナーは7/28、12/1を予定しておりますので
その時も詳しく説明致します。

地区補助金委員会5

次期委員長　蒔苗　俊二（弘前西R.C）

次期委員長　伊東　　睦　（三沢東R.C）

グローバル補助金委員会6

次期委員長　細川　勝也（弘前R.C）

　寄付をお願いする委員会でございます。沼田
年度の目標として年次寄付金150＄/人、ポリ
オプラス30＄/人、寄付金ゼロクラブをゼロに
ですが、2月時点で2クラブございますのでご
協力をお願いしたい。補助金申請等のお手伝い、
大口寄付者への助言も行っております。

資金推進委員会7

次期委員長　三浦　順子（弘前アップルR.C）

　グローバル補助金奨学生は国外の大学入学に
経済的に困難な方に申請により行うものである。

平和フェローシップは国外4指定校に留学して
ロータリー平和センターというカテゴリーで2
年間勉学していただくので、ご推薦の方が居れ
ば申請して頂きたい。

平和フェローシップ・奨学金・
学友委員会

8

次期委員長　佐藤　健一（青森R.C）
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会長エレクト研修セミナー

◎謝辞・点鐘

　　　　沼田ガバナーエレクト

一 日 目 終 了

　皆様こんにちは。次期RLI委員会委員長を仰
せつかりました青森モーニングロータリークラ
ブ所属の米谷恵司でございます。RLI（Rotary 
Leadership Institute）はロータリーリーダー
シップ研究会の略で、1992年アメリカ、ニュー
ジャージー州の元RI理事のデビット・リンネッ
ト氏の発案で始められました。そして現在は全
世界110カ国、約300近い地区にロータリーの
研究組織として発展しております。また我が地
区はRLIの先進地区となっており、黒田パスト
ガバナーはRLI日本支部特別顧問として、また
山崎パストガバナーはRLI地区代表委員として
2018年度から2021年度までお務めになってお
ります。RLIの研修は従来の一方的な講義を聴
くスタイルではなく、予め決められたテーマの
もと皆さんで自由に意見を述べ合うスタイルで
行われます。そしてディスカッションリーダー
は進行役として質問を投げかけながら参加者の

自発的な考えや意見を引き出していきます。参
加者は解答を求めるのではなく、テーマに対す
る参加者の発言から自分独自の解答や方向性を
見出すという研修方法になっています。この手
法はロータリークラブの将来展望を考えるにあ
たり、クラブを牽引するリーダーの育成、そし
てクラブの継続、活性化、刷新を図る上で最も
大切な事だと考えます。その為にはロータリア
ン各自のスキルアップが必要不可欠です。それ
を実現する為是非ともRLIをお役立て頂きたい
と考えております。
　次年度はここ数年来同様に、一泊二日の集中
研修で10月26日、27日の土、日、青森市「は
まなす会館」にて開催予定です。将来クラブの
リーダーとして活躍されたい方、入会3年未満
の方は是非参加をお願いいたします。そして参
加の方法がもうひとつあります。RLIの運営に
欠かせないディスカッションリーダーです。こ
ちらの育成にも力を注いで参りたいと思いま
す。昨年はディスカッションリーダーが初めて
の方が数人いらっしゃいましたが、事前研修の
成果が表れ見事な進行だったと思いました。
　最後に当RLI委員会は皆様のクラブの益々の
発展、活性化の為精一杯ご協力いたす所存でご
ざいますので、多数のご参加宜しくお願い致し
ます。ありがとうございました。

RLI委員会15　地区目標と致しまして、新しいローターアク
トクラブを新設したいので当面その活動をした
いと思います。現在5ローターアクトクラブが
有り、中グループには社会人クラブが欲しいの
で協力をお願いしたい。

　ロータリー青少年育成指導として14－18歳
と19－30歳に分けて運営している。2020年5
月に青森公立大学内に於いてロータリー青少年
指導者養成クラブを行いたいと思っています。
　また、RYLAを皆様の若い社員のリーダー育
成の一環として利用して頂ければと思い、登録
をお待ちしておりますのでご参加ください。

ローターアクト委員会12

次期委員長　田中　裕介（弘前アップルR.C）

次期委員長　竹内　知弘（弘前西R.C）

RYLA委員会13

次期委員長　米谷　恵司（青森モーニングR.C）

１　米山奨学生の選考
　米山記念奨学会の使命は、留学生の優れた学
業の達成を支援する。カウンセラーや世話クラ
ブとの交流を通じて、ロータリーの奉仕の精神
を学んでもらう。国際理解を深め日本と母国の
架け橋となり国際親善に尽くす人材を育成する
ために優れた留学生の選考をする。
２　米山学友会への支援
　2008年7月に第2830地区では米山学友会が
設立されました。奨学生を卒業した学生が社会
人になってからも絆をつないでおります。後輩
の世話をし、母国に帰ってからも連絡を取り
合っています。私達の寄付活動が多くの奨学生
の将来をも見守り、引き継がれています。
　今後は、学友会の役員と連絡を取り合い米山
記念奨学会と地区の行事に参加して頂くよう声
掛けをしていきます。
３　寄付増進
　2019年度も我が地区は、奨学生10名を受入
れる事が出来ました。会員の皆様の寄付のお陰
と感謝申し上げます。奨学生の人数は地区の寄
付額で決まります。
　今年度は、特別寄付は、目標を一人10,000
円以上とし全会員が目標達成するようにお願い
致します。普通寄付は、一人3,000円を引き続
きお願い致します。
　そして、次の目標12名の奨学生を皆のご支
援のもとお世話をしていきたいものです。
　私たち委員会は皆様の寄付金で活動しています。

米山記念奨学委員会14

次期委員長　野坂　幸子（野辺地R.C）

委員会事業予定計画
　 4 月 6 日　新米山奨学生及びカウンセラー

オリエンテーション・懇親会
　 6 月 2 日　卓話講習会・カウンセラー研修
　 7 月13日　米山フォーラム
　12月 1 日　面接選考試験
　 2 月 1 日・ 2日　新春米山の集い
　 3 月 1 日　修了証書授与式
◎　米山奨学生は世界をつなぐ「宝」共に育て
よう

　一日目お疲れ様でした・・・
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会長エレクト研修セミナー

通じて、行動を起こすためのつながりを築いて
まいりましょう」と訴え、沼田ガバナーは「変
化し行動しよう」と訴えています。できれば「つ
ながり」とか「変化」・「行動」というキーワー
ドをテーマにクラブでも活動することが望まし
いと思いますが、もちろんこれらに拘束される
必要は全くなくクラブ独自のテーマで活動され
ることは大歓迎です。ロータリーはクラブの活
動が主人公です。地区やRIに拘束されることは
ないと思います。
　とにかく会長がクラブで一番ロータリーを楽
しんでいると思える一年にしましょう。
　会長が楽しまないとクラブの会員も楽しめな
いと思います。

　「ロータリーの友」2018年7月号横組みの表
紙にバリー・ラシンRI会長の写真が掲載されて
いました。「ロータリーの友」の中身はよく読
まなくても、表紙は見ていると思いますがこの
写真について、2018年12月号の巻頭言で「群
れとは逆を行くその一羽のフラミンゴこそ、
ロータリーで私たちが行うべきことを見事に表
しています。変化を起こすのは難しいものです。
しかし組織には変化は欠かせません。ただ変化
を起こせばよいというわけではなく、慎重に、
よく練られた目標（＊戦略目標）に向けての変
化でなくてはいけません。ロータリーの進路を
決める時も、他にもっと良い別の道がないかと
探してみる好奇心、勇気、そして信念をこの表
紙は表している。」と言います。
　ロータリアンは皆さん一国一城の主ですので
誰一人として同じ方向を向いていません。しか
し逆に、このようなロータリーだからこそ素晴
らしいイノベーション（変化）が起こる可能性
がとても高いのです。
　その意味でロータリーはイノベーションの宝
の山だと思います。クラブの会長さんにはクラ
ブの中で違う方向を向いている人がいたら、そ
の会員を大切に育てていっていただきたいと思
います。その会員は次世代のイノベーションの
種となりますから。

　次年度の会長さんには、是非リーダーシップ
を発揮してクラブ内で火花の散るようなイノ
ベーションの嵐が起こることを期待したいもの
であります。

　さて皆さん方は、ロータリーに入会するまで
は、特段奉仕という事を意識しないで生活して
きたと思います。しかしロータリーに入会して
から奉仕というものを意識し出したのではない
でしょうか。何故ロータリーでは奉仕というも
のを大事にするのか？
　それは、昼ご飯を食べに来ればよいからと誘
われて入会した人も、得意先から脅かされて入
会した人も等しく、入会申込書にサインをして
入会したと思います。入会申込書にサインをし
たという事は「奉仕をします」という契約書に
「同意」をして入会したものとみなされるから
です。
　それでは皆さん方はどういう契約書にサイン
をしたかを覚えていますか。

　ロータリーには「ロータリーの基本理念」が
存在します。
　2016年手続要覧によりますと、「基本理念」に
「ロータリーの目的（OBJECT OF ROTARY）」
（以下＊印は私見です）
　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎（＊
仕事をする上で）として「奉仕の理念」を奨励し、
これを育む（＊実践する）ことにある。具体的
には、次の各項（＊奉仕）を奨励することにある：
＊「奉仕の理念」…朝起きてから夜寝るまでの
生活全般（個人生活、社会生活、職業生活）に
おいて利己的欲求（＊自分の利益）は最小限に
とどめ、常に最大利他の究極（＊人様のお役に
立つこと）を求め（＊考え）続けていこうとす
るロータリーの奉仕哲学である。

第１　知り合い（＊仲間）を広めることによっ
て奉仕の機会とすること：
第２　職業（＊仕事をする）上の高い倫理基準
（＊四つのテスト⇒真実（＊嘘をついていない

2日目　開会挨拶・点鐘

　皆様方には、次年度クラブ会長を引受けて頂
いてありがとうございます。
　自分から会長をやりたいと言って会長を引受
けるのは少数派だと思います。
　多くの場合は仕方なく又は数回目かの会長も
ありましょう。ごくろうさまです。
　私も12年前クラブ会長を引受けたときは、
「楽しんでやっても一年。いやいややっても一
年。どうせやるなら一年間会長を楽しもう」と
自分に言い聞かせて楽しみました。でも予想以
上に楽しかったです。クラブの皆が助けてくれ
たからです。
　皆様も一年間会長を楽しんでください。きっ
と仲間が助けてくれますから。
　本日のテーマ、「奉仕プロジェクト」につい

ては、皆様方は充分理解していると思います。
ましてや数回目の会長さんだと言う方にとって
は、何回もPETSに出席しているので私より詳
しいと思います。解り切ったことをジーっとし
て聞き続けなければならない難行苦行の20分
になると思いますが、奉仕プロジェクトはロー
タリーの基本部分ですので、ご辛抱をお願いし
ます。
　私もガバナー公式訪問で感じたことですが、
小規模なクラブほど入会して2～3年目でクラ
ブ会長をやるケースが見受けられましたので、
そういう方々や思いがけず降って湧いたような
話で今までロータリーの事をあまり勉強してこ
なかったが会長を引受けざるを得なくなり会長
を引受けた方々対象のお話だとご理解いただけ
ればと思います。

　次（2019－20）年度のRI会長テーマ「ロー
タリーは世界をつなぐ」、地区のテーマは「共
に変化し行動しよう」です。これらのテーマを
踏まえて各クラブでは会長独自のテーマに沿っ
た活動が一年間続けられることになると思いま
す。マローニーRI会長は「ロータリーの奉仕を

奉仕プロジェクトについて パストガバナー　長　嶺　康　廣
（八戸南R.C）

本日も一日どうぞよろしく
お願いいたします。

ガバナーエレクト　沼　田　　　廣
（青森R.C）
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　ロータリー財団は、「国際ロータリーのロー
タリー財団（The Rotary Foundation of 
Rotary International）」というのが正式名称で
す。
　ロータリー財団（TRF）の構成員は1種類とし、
これは「法人会員」として指定された唯一の構
成員から成るものとする。初めの法人会員は、
イリノイ州の非営利法人の国際ロータリー、ま
たは、合併、商号変更によるその後継者とする。
何らかの理由で、法人会員の地位に欠員が生じ
た場合は、当法人の管理委員会が新たに法人会
員を選ぶものとする（ロータリー財団細則第
2.1項）。
　ロータリー財団の管理委員の数は15名とす
る。管理委員は、法人会員（RI）の会長エレク
トが任命し、理事会が選出するものとする。管
理委員のうち4名は、法人会員（RI）の元会長
とする。管理委員の任期は4年とする（ロータ
リー財団細則第3.2項）。

〈なぜロータリー財団が必要だったのか〉
　国際ロータリー自体はイリノイ州の州法に
よって設立された非営利法人ですから、皆さん
から、あるいは外部から寄付金を受け入れるこ
とは当然可能です。しかし、寄付した側の会員
や法人等は、税制上の優遇措置を受けることが
出来ません。
　そこで、同じイリノイ州の州法ですが、別の
規定によって設立したのがロータリー財団なの
です。ロータリー財団は非営利財団として認め

られていますので、寄付をした方は、税制上の
優遇措置を受けることができます。
　日本でも公益財団法人「ロータリー日本財団」
が設立されて、この法人を通じてロータリー財
団に寄付をすると、日本の税制上の優遇措置を
受けることが出来ます。

〈ロータリー財団に寄付する理由〉
　「ロータリーの目的（OBJECT OF ROTARY）」
（以下＊印は私見です）
　先ほど「奉仕プロジェクト」の所でも詳しく
述べましたが（＊ロータリーの目的は日々の生
活において奉仕の理念を実践し、世界中の人々
が幸せに暮らせるようにする、ことにある）

「ロータリークラブの目的（PURPOSE OF A 
ROTARY CLUB）」
　本クラブの目的は、「ロータリーの目的」の
達成を目指し、五大奉仕プロジェクトを実施し、
ロータリー財団を支援し、（＊次世代の人を育
てる）ことである。

〈ロータリー財団の使命（ミッションステート
メント）〉
　ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、
教育への支援を高め、貧困を救済すること（＊
６つの重点分野）を通じて、世界理解、親善、
平和を達成できるよう（＊世界中の人々が幸せ
に暮らせるよう）にすることである。（R財団
章典1.030.）言わば、ロータリー財団は、ロー
タリーの目的を達成するための手段です。
　ロータリアンは会費を通じて国際ロータリー
を支援し、寄付を通じてロータリー財団を支援
しています。
　つまり、ロータリー財団に寄付をする理由の
結論としては、「ロータリーの目的」と「ロー
タリークラブの目的」に同意してロータリアン
になったわけですからロータリー財団を支援し、

ロータリー財団について パストガバナー　長　嶺　康　廣
（八戸南R.C）

か）、公平（＊えこひいきしていないか）、好
意と友情（＊仲良くしているか）、みんなの
為になるかどうか（＊人様のお役に立ってい
るか））を保ち（＊大切にし）、役立つ仕事は
すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕す
る機会としてロータリアン各自の職業を高潔
なものにする（＊自分の職業に誇りを持とう）
こと：

第３　ロータリアン一人一人が、個人として、
また事業および社会生活において、日々、奉
仕の理念を実践すること：

第４　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的
ネットワークを通じて（＊つながり）、国際
理解、親善、平和（＊国際奉仕）を推進する
こと（RI定款第4条、標準ロータリークラブ
定款第5条）。

　私の解釈では、（＊ロータリーの目的は日々
の生活において奉仕の理念を実践し、世界中の
人々が幸せに暮らせるようにする）ことにある。

「ロータリークラブの目的（PURPOSE OF A 
ROTARY　CLUB）」
　本クラブの目的は、「ロータリーの目的」の
達成を目指し、五大奉仕部門に基づいて成果あ
ふれる奉仕プロジェクトを実施し、会員増強を
通じてロータリーの発展に寄与し、ロータリー
財団を支援し、クラブレベルを超えたリーダー
を育成する（＊次世代の人を育てる）ことであ
る（標準ロータリークラブ定款第3条）。

「五大奉仕部門（FIVE　AVENUES　OF　
SERVICE）」
　ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリー
クラブの「（＊奉仕）活動」の哲学的および実
際的な「規準（＊根幹）」である。
１．奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本ク
ラブの機能を充実させるために、クラブ内で
会員が取るべき行動（＊奉仕）に関わるもの
である。
２．奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業お

よび専門職務の道徳的水準を高め、品位ある
業務はすべて尊重されるべきであるという認
識を深め、あらゆる職業に携わる中で（＊仕
事をする上で）奉仕の理念を実践していくと
いう目的を持つもの（＊奉仕）である。会員
の役割には、ロータリーの理念に従って自分
自身を律し、事業を行うこと、そして自己の
職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立て
るために、クラブが開発したプロジェクトに
応えることが含まれる。

３．奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブ
の所在地域または行政区域内に居住する人々
の生活の質を高めるために、時には他と協力
しながら、会員が行うさまざまな取り組み（＊
奉仕）から成るものである。

４．奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物な
どを読むことや通信を通じて、さらには、他
国の人々を助けることを目的としたクラブの
あらゆる活動やプロジェクトに協力すること
を通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、
願い、問題に対する認識を培うことによって、
国際理解、親善、平和を推進するために、会員
が行う活動（＊奉仕）から成るものである。
５．奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導
力養成活動（RYLA）、社会奉仕プロジェク
トおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、世
界平和と異文化の理解を深め育む交換プログ
ラムを通じて、青少年ならびに若者によって、
好ましい変化がもたらされることを認識する
ものである（標準ロータリークラブ定款第6
条）。（＊青少年がリーダーシップを伸ばせる
ように支援すること。）

結論：次年度は、皆さんのクラブで五大奉仕を
しっかり実施して、次世代の人を育てて下さい。
人を育てるという事は自分も成長することであ
り、ロータリーの「最も多く奉仕するものは最
も多く報われる」のロータリーのモットーに繋
がることでもあります。
　次年度が皆様方にとって実りある一年になる
事を祈念して「奉仕プロジェクト」についての
私の話を終わります。
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としてのロータリーの実践活動です〉

　「ロータリーの友」2019年1月号で、2018年
11月20～21日に開催された「第47回ロータ
リー研究会リポート」の記事が掲載されていま
したので要点を紹介します。
　マリオ・セザール・デ・カマルゴ財団管理委
員は、日本のロータリーが2016～17年度、
2017～18年度と2年連続で日本ロータリー内
の全クラブが年次基金に寄付した。さらに寄付
総額は2014～15年度から上昇し続けているこ
とを高く評価する一方、グローバル補助金につ
いては、過去5年で活用の増加が見られないと
指摘。財団管理委員会ではその理由として海外
パートナー探しの困難さと分析、地区が信頼で
きる海外のパートナーを探すための手段を模索
していると述べた。
　ロン・バートン財団管理委員長は、地区財団
活動資金（DDF）の活用・促進について、年々
繰り越されているDDFは使われないまま、少
しずつ増加傾向にあると指摘。「寄付者は、自
分の寄付が困った人に使われることなく、累積
されていくことを望んでいるだろうか」と参加
者に問いかけた。DDFの繰り越しが多いのは

日本に限ったことではなく世界で繰り越されて
いるDDF約5,400万ドル中800万ドル（15％）
が日本の地区で保有している。その活用方法と
して、2018年4月に財団管理委員会で決議され
た「日本ロータリー平和センター基金」への協
力を訴えた。
　また、会場から、もっと地区補助金で使える
額を増やしてほしいというロータリアンからの
声に対し、財団管理委員会は、2019～20（沼田）
年度、2020～21（源新）年度の地区補助金の
申請限度額を増額することを決定し、通常の計
算で算出された申請限度額に、2017～18（佐々
木）年度に繰り越されたDDFの20％の半額が、
それぞれの2019～20（沼田）年度に10％、
2020～21（源新）年度に10％増額されると述
べた。
　結論：ロータリークラブの目的にあるように、
ロータリー財団を支援し、五大奉仕をしっかり
実施して次世代の人を育て、世界中の人々が幸
せに暮らせるようにするロータリー。このよう
な素晴らしい組織はロータリー以外にはありま
せん。ロータリー財団を支援し、財団をしっか
り活用し、世界とつながり、よりよい社会にす
るために一緒に頑張りましょう。

　「クラブ年次計画作成のポイント」・会員間の
親睦が深まるような機会を提供する計画・会員
がクラブの事業、奉仕活動に活発に関与するよ
うな企画。RI年次年度テーマ・ロータリーは世
界をつなぐ・RID2830年次年度スローガン、

目標・共に変化し行動しよう・クラブ年次計画
作成。「クラブで取り組もうRID2830目標」・
会員増強－各クラブ1名以上・公共イメージの
向上－ポリオ撲滅活動広報、各種奉仕活動、
My Rotary登録35％以上・ロータリー財団寄
付－＠年次寄付$150、ポリオプラス$30・米
山記念奨学金寄付－＠年次基金　特別寄付1万
円、普通寄付3千円・青少年交換、RYLA－実施、
参加・ロータリー賞－チャレンジ。「長期計画」
RI長期計画－RI戦略計画。CLPの長期計画－ク
ラブ戦略計画・RI戦略計画　⇒　指針－親睦・
高潔性・多様性・奉仕・リーダーシップ。
「CLPにおける長期計画（クラブ戦略計画）」☆

年次計画と長期計画について パストガバナー　小山内　康　晴
（弘前R.C）

財団に寄付をするという事は必然の事ではない
でしょうか。
　ロータリー財団への寄付が必然ではあるが義
務ではないと言うのは解りにくい。
　ロータリー財団への寄付は義務ではなくロー
タリアンの権利である。

〈ロータリー財団の活動は主に次の2つの活動
から成ります〉
１・「寄付を集める活動」
　①　年次基金…地元や海外で実施されるロー
タリー財団の幅広い活動を支援する主な資
金源

　②　恒久基金…恒久的に投資され、その投資
収益の一部がロータリー財団プログラムと
補助金に使用される

　③　使途指定寄付金
２・「寄付を使う活動」
　①　地区財団活動資金（District Designated 
Fund…DDF）

　地区における地区財団活動資金（DDF）の
資金源は、当地区の3年前の寄付額によって決
まります。
　⑴地区補助金（DDFの50％以内）
　⑵グローバル補助金
　⑶ポリオ・プラス基金へ寄贈
　⑷ロータリー平和フェローシップ基金、ロー
タリー平和フェローシッププログラムに寄贈

　②　国際財団活動資金（World Fund…WF）
　⑴クラブや地区が計画するグローバル補助金
事業に使用

　⑵ロータリー財団が立案し、戦略パートナー
と合同で実施する長期的なプロジェクト
（パッケージグラント）に使用

「ロータリーの友」2018年11月号
（2016～20年度ロータリー財団管理委員　北　
清治）
　「ロータリー財団管理委員会は今」の記事か
ら要点を紹介します。
　国際ロータリー（RI）のロータリー財団

（TRF）は、RIと両輪の関係にあります。財団
管理委員会では、世界レベルでさまざまな問題
が討議されますが、現在問題になっている案件
の一つに、地区が地区財団活動資金（DDF）を使
い切れていないことがあります。長年にわたっ
て未使用分が少しずつ貯まった結果、現在日本
全体で約800万ドルのDDFが残っています。
　せっかくの「世界で良いことをする」ための
大切な寄付ですから、バートン財団管理委員長
が掲げる次の4つの優先項目を通じて、財団が
向かっている方向、そしてDDFの活用の方法
を検討して頂けたらと思います。
１・ロータリーの最優先事項であるポリオの撲
滅

２・6つの重点分野（平和と紛争予防／紛争解
決、疾病予防と治療、水と衛生、母子の健康、
基本的教育と識字率向上、経済と地域社会の
発展）における奉仕活動の持続可能性を高め
るグローバル補助金における重点分野プロ
ジェクトの成功は、補助金による支援が終了
した後も、現地の人々が「自分たちのプロジェ
クトだ」という認識で継続できる計画を提供
して初めて、持続可能なプロジェクトとみな
されます。「グローバル補助金は、申請や報
告が面倒」ですがこの資金は皆様の寄付によ
るものですから、適切な報告が必要です。こ
のように資金管理の透明性とアカウンタビリ
ティー（説明責任）を満たすことで、ロータ
リー財団は、アメリカの慈善団体の格付け機
関から10年連続で最高評価を得ています。
この評価は世界に数千ある団体のわずか1％
であり、ロータリー財団がいかに信頼性の高
いものであるかの証です。

３・毎年DDFの全額を使用し、「世界でよいこ
とをする（Doing good in the world）」
４・「恒久基金：2025年までに20億2,500万ド
ル」の目標です。

〈ロータリー財団が特別なのは、寄付をするだ
けではなく、この寄付を自分たちの奉仕活動に
使うことができる点です。世界を変える行動人
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年次計画と長期計画について パストガバナー　小山内　康　晴
（弘前R.C）

財団に寄付をするという事は必然の事ではない
でしょうか。
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４・「恒久基金：2025年までに20億2,500万ド
ル」の目標です。

〈ロータリー財団が特別なのは、寄付をするだ
けではなく、この寄付を自分たちの奉仕活動に
使うことができる点です。世界を変える行動人



52 53

会長エレクト研修セミナー

　ロータリー・リーダーシップ研究会について
ご説明いたします。
　RLIとはロータリアンの知識を啓発し、モチ
ベーションを高め、リーダーシップを養成する
ための草の根の多地区合同プログラムである。
RLIの歴史は、1992年アメリカ・ニュージャー
ジー州において元RI理事デビット・リンネット
氏の発案で始められた研修組織。現在全世界約
370地区に発展、日本は約15または16地区開
催しております。
　RLIの目的は、将来のクラブの指導者がロー

タリーに関する充分な知識を持ち、効果的なプ
ログラムが推進できるよう、一般会員を対象に
指導者育成の機会を提供すること。RLIの研修
の特色、従来の講義を聴くスタイルではなく、
決められたテーマについて、みんなで意見を自
由に出し合って討議する形式。RLIの学習スタ
イル、従来の講演型ではなく参加型の研修をす
る。記憶残存率としては、講義を聞く5％、読
む10％、見る20％、実演する30％、グループ
討議する50％と言われているが、RLIはこれを
目指していて知識として身に付けて頂くのが目
的です。
　リーダーは参加者に知識を教えるのではな
く、参加者が自ら気づいてもらうためのディス
カッションの進行役（ファシリテーター）であ
る。カリキュラムの狙い、ロータリアンとして
の成長、ロータリー観の確立、ロータリークラブ
とは何か？職業奉仕とは何か？寄付に対する考
え方、自分自身が納得のいく言葉や価値観を身

RL Iの概要 2019－20地区RLI委員長　源　新　和　彦
（八戸北R.C）

クラブの3年後、5年後の目標をたてる。☆目標
達成のための計画を組む。☆クラブで実践。
「RID2830内で戦略計画委員会を設置している
クラブ」17クラブ設置41％　24クラブ設置し
ていない59％
　何から手を付けるか？1、現状把握・アンケー
ト実施他　2、事業の見直し・スクラップ アン
ド ビルド。「ロータリーの原点に基づいてみま
せんか？」地域の経済状況は低迷のマンネリ化。
加えて、後継者問題、人口問題。この問題を避
けてクラブの未来を語れるのか！
　「ロータリーの目的」・会員個々の向上・所属

企業の向上・業界の向上・地域社会の向上・会
員間の友情がロータリーの基本・商売の悩みを
相談しあえるクラブを目指すべきでは。これに
基づいた戦略計画をたてたらどうだろう。
　フランク・コリンズのスピーチから、「ロー
タリー我々は非常に友情を大切にしている。あ
る会員が奥さんにこのように言っているそう
だ。自分が死んで、あなたが困って助けを必要
としたとき、迷わずロータリークラブに行きな
さい。そこで相談し、援助を求めなさい。」と。
友情に満ちた魅力あるクラブとなりますよう。
ご清聴ありがとうございました。

　今日おいでの皆さんにロータリーに入って一
番良かったと思うことは何ですかと聞くと、恐
らく皆さん異業種の方々との出会いでいろんな
事を学ぶことが出来たのが一番楽しい思い出で
ございます。という答えが返ってくると思いま
す。そして又クラブの運営は皆さんの会費で
賄っております。多いクラブはそれなりの運営
をされていると思いますが、会員の少ない所は
非常に苦労しながら運営をしていると思いま
す。この二つを取っても多ければ多いほど楽し
みが有ると思います。
　毎年ガバナーは変わります。ガバナーの活動
計画の中に必ず会員増強が入っております。本
年の今井ガバナーも女性会員を入会させて下さ
いとお願いしておりますが、恐らくこれを達成
したクラブは何クラブもないと思います。また
沼田ガバナーエレクトも同じようなことを第一

番に上げております。
　実は昨年の11月、沼田ガバナーエレクトの
元に地区の会員増強委員会の委員長並びに委員
の方、そして担当の私と佐々木さんと7名、ガ
バナー事務所から3名、沼田年度の時の増強に
対しての打ち合わせ会をやりました。これは恐
らくエレクトの段階で委員会のスタッフを集め
て打合せをやるという事は今までなかったと思
います。それ位エレクトが増強に力を入れてい
るという事は明らかであります。いくらガバ
ナーが皆さんに増強増強と言われても実際に動
くのはクラブの皆様です。まさかガバナーがク
ラブに行って手を取り足を取りながら増強に力
を入れるという事は不可能です。しからばガバ
ナーがやれないことを誰がやるのかというとこ
れは委員会です。
　今まで増強の委員会を何年か見てきておりま
す。今日この会場に三沢クラブの伊藤さんそし
て弘前アップルクラブの三浦順子さんも増強委
員会をやっております。もう一方、源新さんの
奥さまも委員長をやっております。果たして委
員長が皆さんに正しい情報を提供しているかと
いうと甚だ疑問でございます。何故なら委員長
に指名される方は余り増強に関心のない、又動
きのないときに突然委員長指名が来ますので何

地区現況と会員増強について パストガバナー　笹　森　　　剛
（弘前R.C）

をやれば良いのか、どうすれば良いのか分から
ないままに活動計画書を提出しなければいけな
い。となると前年度のやり方を真似するしかな
い。こんな事をやっていると果たして我が地区
の増強委員長というのは、適切な委員長が出て
くる訳がない。沼田年度の委員長は中村でござ
います。彼を除いての委員は八戸西の工藤さん、
青森クラブの田中さん、女性二人です。そして
十和田クラブ折居さん、十和田八甲クラブ今泉
さん、この委員が11月に集まった時に、私は
この委員を動かさなければ絶対にリーダーに相
応しい方は出てこないだろうという感じがしま
したので、早速増強委員会ではこの委員の時か
ら勉強して頂いて、質を高めて頂く。そしてその
方々から委員長という事を次々に育成していく
ことが最たる目的である。という事を提案した
が今日鈴木研修リーダーも提唱しております。
　本年も4月に東京で全国の増強委員長並びに

エレクト、ノミニーを集めてのセミナーがござ
います。その席に委員長並びに八戸西工藤さん
青森クラブ田中さんの3名が参加して勉強して
頂いて、沼田年度のセミナーは3回ございます
が、その中で生かされていくかと思います。次
の年度は折居さん今泉さんが委員長並びに委員
がセミナーに出て頂く。こういう形を取って行
くと委員長になった時には必ず立派なリーダー
シップを取れるだろうと私は考えていますの
で、皆さんの委員会の目的はクラブに正しい情
報を提供して、クラブの皆さんに、増強に励ん
でいただきたいのが最たる目的でございます。
　委員会のリーダーシップを取る方がしっかり
してなければ地区の状況も開いたと考えており
ますので是非とも期待してください。必ずや会
員増強委員長は素晴らしい人がこれからは出て
くると思いますので。この事を私の報告とさせ
て頂きます。ありがとうございました。
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会長エレクト研修セミナー

に付ける。本来RLI基本コースはパート1、パー
ト2、パート3の3日間各コース6テーマ合計18
テーマに分かれます。（全体テーマ）パート1、
ロータリアンとしての基礎を学ぶ、パート2、
クラブの活性化を目指して、パート3、ロータ
リーこの素晴らしき旅。本来RLIパート1は全
体テーマ「ロータリアンとしての基礎を学ぶ」
①ロータリーにおけるリーダーシップ　②私の
ロータリー世界　③倫理と職業奉仕　④財団
Ⅰ、私たちの財団　⑤会員の参加を促す　⑥奉
仕プロジェクトを創造する。RLIパート2、全
体テーマ「クラブの活性化を目指して」①ロー
タリーの機会　②効果的なリーダーシップ戦略   
③会員を勧誘する　④チーム作りとクラブ・コ
ミュニケーション　⑤ロータリー財団Ⅱ、目標
とする奉仕　⑥米山記念奨学事業。RLIパート
3、全体テーマ「ロータリーこの素晴らしき旅」   
①戦略計画とクラブの分析　②ロータリー財団
Ⅲ、国際奉仕　③公共イメージと広報   ④強い
クラブを創る　⑤規定審議会・決議審議会　⑥
変化をもたらす。2016年規定審議会最大のト
ピックスは柔軟性という例外規定の導入。ロー

タリークラブ多様化の時代選択、移籍例会の頻
度、形式、出席、会員種類に関する柔軟性。ロー
タリーの将来を嘆く声も多いが、柔軟性を持っ
たクラブの運営が可能となり、各クラブがそれ
ぞれの立場から自分たちの将来の姿を語り合
い、中長期の計画を立てながら、主体性をもっ
て一つひとつ実践していく機会ととらえるべ
き。それが、各クラブとロータリー全体の進化
へとつながるのだと考えます。
　ビチャイ・ラタクル元RI会長の言葉で、ロー
タリーのリーダーは変わりますが、ロータリー
のリーダーシップは変わることなく継承されて
いかなければなりません。基本的なセッション
の進め方は①リーダーがセッションの目的を紹
介　②リーダーがテーマに添って質問　③参加
者が自分の考えを発表　④、②③を繰り返す　
⑤最後にリーダーがディスカッションをまとめ
る。最後に、重要なこととして、前向き・肯定
的な態度で取り組みましょう。積極的に発言し
ましょう。できるだけ短く、わかりやすい発言
を心がけましょう。ともかく、ロータリーを楽
しみましょう。

会員増強RLI
Aグループ Bグループ

Cグループ Dグループ

Eグループ Fグループ

Gグループ
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会長エレクト研修セミナー

　会員増強を討論致しましたが、一般論ではあ
るかと思いますが当クラブは現在24名でして、
来年2月60周年を迎えます。古いクラブですが
現役会員が少なく増強には非常に苦労しており
ます。実質動くのは10数名で年1チャリティー
コンペとか朝早い集合とかは決まった会員しか
動かないのが現状で、年齢層にも気を遣った増
強が必要だと申し上げた。では、増強方法はど
うしたらいいのだろう。
　青年会議所は40歳と限られているが、35歳
位から唾をつける。5年後10年後の未来像を想
像し、今の70代は何年後に退会して実働年齢
層は何人いるのか、中心人物とか、そういうビ
ジョンを描きながらクラブを守るのが我々の急
務な使命なのではないのか。只、ロータリーを
離れると一般会社人で皆様と同じ苦労をしなが
ら運営しております。落ち込んだ時にはここに
いる皆様方始め多くの仲間から励まされて立ち
直る。この歯車がうまく回る次年度を迎えれば
いいなと思い、来年の60周年には是非皆様の
お力を頂ければと思い、今回は勉強させて頂き
ました。ありがとうございました。

会員増強RLI内容発表会員増強RLI内容発表

◆ 会長エレクト会議 ◆

稲川　大輔（三沢R.C）

意しなければならない。居ないクラブでは一人
だけだと難しい、二人三人とセットであれば続
くのではないか。クラブの戦略についてですが、
ロータリーは何をやっているんだろうと、マス
コミ等を通じて宣伝効果を上げるとか、また
ロータリーの制服を着て小学生の通学路で誘導
するとか、ローターアクトからロータリアンに
上手く繋がっていないのではないか。私のとこ
ろは15人と非常に少ない人数で運営しており
ますので、今後の増強活動に大いに参考にさせ
て頂いたところでした。ありがとうございまし
た。

関係、IT関係にも話をしてみたい。定年退職し
た、学校関係、役所関係、鉄道関係等にも声掛
けしてみたい。今後の行動としてターゲットを
絞ってアタックした方がよいのでは。40歳未
満の方、保護者リストをアップして、皆で取り
組んだ方がいいでしょう。ただ増強委員会だけ
ではなく、プロジェクトチームを作って話し合
いをしていった方が大事ではないでしょうか。
　祭りのときPRブースを設けてロータリーを
PRすることも必要だと思います。地域の同業
者を推薦するイベントにも手を掛けたらいいの
ではないか。合同例会時に他クラブと共同で進
めるのも必要なのではないだろうか。これがC
グループの結論でした。ありがとうございまし
た。

Aグループ

　おおきくわけて会員増強について様々な角度
から意見が出ましたが、四つ程ファシリテー
ターから質問が有りまして、それをそれぞれ意
見を出し合うという形で進みました。そもそも
なぜ私がロータリーに加入して今まで辞めずに
続けているのだろうかという事に関して、まず
は異業種に関わりが持てる、居心地の良さが感
じられるという事が挙げられます。その居心地
の良さはどこから来ているのか。
　有るクラブの方が例会の後に夜先輩方とお会
いしコミュニケーションがとれる。非常に羨ま
しい限りでありますが、居心地の良さと言って
もただ入って貰ってもその後すぐやめてしまう
という事がどのクラブでも有るようでございま
すので、入った後のフォローがとても重要なん
だなと感じました。そもそも何で会員増強しな
ければいけないのか。それは財務状況をしっか
り健全なものにする。メンバーが少なくなると
財務状況も厳しくなってくる。やはり増強は必
要なんだなと思います。ただ闇雲に一年たてば
10人20人と大きな人数を増強しても残るのは
何人だろう。やはりしっかりと各クラブ一人で
もロータリアンとして育て上げるという事が大
事なのではないだろうかと意見が出ました。
　普段は何人に声を掛けるのか、一人二人じゃ
なく50人か60人に声を掛けてそこから一人二
人増強できるんだよとの名言。少人数都市の中
でもそれ位の気構えが大事だと痛感した。それ
から女性会員の事ですが、多い所もございます
が、どういう職種なんだろう。例えばスナック
の方であれば二人目は非常に難しくなるので注

斎藤　憲法（平賀・尾上R.C）Bグループ

　4点話し合い、第1点はどんなクラブに属し
ているのか。現在在籍中の会員から誘われ、付
いて行ったら現在社会のトップの方々と知り合
いになれた。これが大きなきっかけでした。会
員数が少ないので辞められずに居るが楽しいク
ラブなので辞められない。地元の会社と取引関
係にある。父親が在籍していた。気の合う仲間
がメンバーだから。公私共にお世話になってい
るから続けてこられた。異業種の方と交流でき
た。人間味のある方と知り合え在籍している。
　次に今なぜ会員増強なのか、女性会員につい
ては後で触れますが、減少するとクラブを存続
できない。奉仕活動が出来なくなる。自分のク
ラブは世代交代して若い人が居なければ思うよ
うな行動がとれない。転勤族の方にも役割を与
える。新しい職業の人に職業分類を見てアタッ
クする。現在、金融業、医師が居ない。研究施
設の多い所はそこもアタックしてみる。不動産

中村　洋一（青森北東R.C）Cグループ

　お話しした内容を発表いたします。在籍の理
由として、魅力は人との出会い、楽しさで知り
合いを増やせる。仲間作り、気心の合う仲間を
見つけられる。異業種の方々との出会い。経営
発展の観点からロータリー人生哲学を学んだ。
地域社会への感謝の継続。いわゆる在籍の理由
は人との出会いだと私は感じています。2番目
に会員数の必要性、継続的クラブ運営、様々な
企画、同好会活性化。3に女性会員が増えない
理由は何か、人口減少による地域の衰退、クラ
ブの格差、一点に集中している、女性による楽
しさを教えてあげて欲しい。私は楽しさを知っ
ているので会員になっている。
　次に職業分類について新しい職業が増えてま
すか？分類は必要ないのでは。それについては

宇野　純子（弘前アップルR.C）Dグループ
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　ファシリテーター及び出席者の中に女性がい
るという事でやはり和やかな雰囲気だと感じた
訳ですが、八戸RCは3年足らずですがチャー
ターメンバー22名から現在34名と輝かしいク
ラブも御座いましたが、他クラブは会員増強に
非常に苦しんでいる。
　八戸西RCでは女性が会長で、女性会員を広
く取り込んでいて半分以上である。さぞかし例
会は楽しいのかなと推測される。それぞれ苦労
しておりますが五所川原RCでは会員増強月間
を設けて、各会員からリストを挙げて頂き皆で
勧誘に取り組む。また、お試し例会に招待し例
会の楽しさを体験していただく。クリスマス例
会などはご家族で楽しんでいただく。
　次になぜクラブにいるのかは、色々あります
がまず他業種の方々、幅広い年齢層と知り合い
になり、色んな話が聞けるのがロータリーの魅

◆ 幹事エレクト会議 ◆

峯　　雅夫（むつR.C）

でも多くの人を入れなければならない。女性会
員については、飲食関係の人がいると気を遣う
のではないか、会存続の為には入れたほうが良
いのでは。
　次に地域業種の勧誘、増強に関連するがIT関
係者は当グループには居なかった。40歳未満
については青年会議所が卒業なので声掛けは必
要、仕事の付き合いで声を掛けてみる、パスト、
チャーターメンバーが声を掛けると入るので
は、ゲスト卓話として呼んで勧誘する、公務員
の退職者は余裕が有るのでは、ご年配の会員は
後継者を入れて本人は名誉会員になって頂く、
40歳未満はまだ知識も浅くもう少し社会勉強
してからのほうが良いのではとの意見も。以上
です。

Eグループ

　なぜロータリーに在籍しているのかは、地元
で何かしなければならない、仲間とつながりを
持ちたい、人との交流をしたい、地域に貢献し
たいが主な理由。
　次になぜ増強が必要か、人数が少ないと活動
資金が少ない、退会者が増えるとクラブの活性
化が無くなる、2830地区の存続の問題で一人

高橋　正一（むつ中央R.C）Fグループ

　なぜ増強が必要か、資金不足、高齢化、活性化、
人手不足が殆んどで、青年会議所、税理士等が
ターゲットになる。会費については敬遠する人
も中には居るが入会時のメリットは何かを明確
に説明できればいい。女性会員を入れるための
雰囲気作りが必要。この会議で他クラブとの情
報が非常にありがたく勉強になった。職業分類
はどのようにしていくのか、等が意見として出
ました。以上です。

　他グループ発表と殆んど遜色がないので割愛
するが、男女問わず勧誘は必要だが、今日の勉
強内容は各クラブに持ち帰り討論していただく
のが必要だと思います。規定審議会とかを説明
し多様になっていることを話しする。世の中は
変わっているんだという事を伝え、すぐではな
いけど変えて行かなければならない。良い人材
は早い者勝ちで一秒でも早く行動することが大
事ではないか。以上で報告終わります。

増川　博基　（黒石R.C）Gグループ

クラブ運営が多様になっているので各クラブで
分類をやっている。
　次に40歳未満は世代間の格差、価値観が有
る、JCはスライド式で入会している、世代交
代のタイミングが有る、地域性に合わせた戦略
ディスカウントとして会員数を増やすために
は、楽しくする。楽しければ出席率が上がり人
も増えていく。他クラブで同好会を作り楽しん
でいるので、我がクラブも出席率が低下しつつ
あるので同好会を作り楽しんでいければと思
う。以上です。

力かなと思います。その中で会員増強は必要な
のか、増えれば会費が増え活動の基盤が強くな
る。その一方で育成希望もある。会員が増える
と派閥ができたり欠席会員も増えたり出席率が
低下するので上げることも大事なのではない
か。会員増強とは増と強であり、ただ増やすの
ではなく、質を高めるのも重要である。
　次に多様性について女性会員また40歳未満
は難しい問題で、一名または一人もいないクラ
ブも多い中で、前に見たTV放映で青森県は女
性経営者が一番多いそうでロータリーの良さを
教える必要があると思う。むつにはソロプチミ
ストの会が有りましてそちらのほうに行く方々
が非常に多い。職業分類につきましては、他ク
ラブを色々調べたが多種多様で新しい仕事を取
り込んでいる方も多くみられ、広く見ることも
必要だなと思われます。規定の変更については
家族会員等はどうなっているのか取り組みにつ
いてはこれからも勉強していきたい。若年層に
ついては世代交代もあり問題は有りますが、家
庭や仕事も忙しい中、ロータリーの奥の深さも
理解してもらう年齢を重ねる必要も有るのでは
ないか。

田中　清一（七戸R.C）Hグループ

会長エレクト研修セミナー
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会長エレクト研修セミナー

　まとめとして皆さんよく勉強なさっている
と思います。これはまとめるのでは無く、皆さ
ん各クラブに持ち帰り、討論して頂ければと思
います。最後にこのPETSで行ったRLIの感想
を起こしていただければ次回参考になると思い
ます。今回は2日間にわたり大変お疲れ様でし
た。心より感謝申し上げます。

まとめ 地区研修リーダー　鈴木　唯司 パストガバナー
（青森モーニングR.C）

を練って頂ければと思います。
　RLIの話ですが、国際協議会でもRLIに沿っ
て行っております。日本でも14－15ケ所行っ
ておりますがNETで調べると一番先に2830地
区が出ます。RLIに関しては先進地区でありま
すので自慢していいことだと思います。前回東
京地区が沖縄を抱えて、沖縄でやろうとしたと
き勉強に来たのがうちの地区でした。今回2日
間勉強してきたわけですが、今まではロータ
リーでは余り仕事の話はしてはいけないとして
来た訳ですが、やはりロータリーをしていて仕
事が上手く行く、仕事に対して理念とかを入れ
ると上手く行くし、仕事の時間を見て奉仕活動
をする。ロータリーを上手くやれば仕事も上手
く行く。今までは家族と離れた活動を家族と一
緒にすることにより、家族の理解が深まる。来
年は家族と一緒に活動することにより仲良くも
なるし非常に良い年度になると思います。
　また笹森PGの言う通り会員増強は殆んど間
違いないだろうと、新しいクラブも出来るだろ
うし間違いなく増える年度になるだろうと確信
を得た昨日今日でした。皆様2日間本当にお疲
れ様でした。

　皆様大変お疲れ様でした。若干感想を述べさ
せて頂きます。2日間本当に規定通り行って頂
きありがとうございました。去年と比較して、
地区の負担金を値上げするという事を会長幹事
会に掛けて元に戻す事に集中して、うまく勉強
できたのかなと思っておりました。それに比べ
て今年はきちっと実行されたなと思っておりま
す。RLIに沿って行い、ただ聞くだけの講義じゃ
なく自ら活発な意見がでて非常に良かったなと
感じております。色々お気付きは有ったと思い
ますので、それぞれクラブに持ち帰って討論し
て頂ければと思います。今回の趣旨は当然次年
度の方針を発表して各クラブの取り組み、計画

講　評 今井　高志 ガバナー
（弘前R.C）

　この2日間研修頂きました皆様大変お疲れ様
でした。またこの研修リーダーになってご指導
頂きました、各PG、各委員長の皆様には本当
に感謝申し上げます。ありがとうございました。
この２日間に色々な学びが有ったと思います。
各クラブに持ち帰り今後の活動に役立てて頂け
ればと思います。
　色々目標は有りますが一生懸命取り組めば必
ず達成できるものと思います。その中で最重要
項目として掲げておるのは会員増強でございま
す。その他に一つでも二つでも今までやってな
いことに、新しく変化していくことに力を注い
で頂きたい。そうすると必ず大きな変化が現れ
ます。その為にはまず一歩を踏み出す。共に変
化し行動する。そうして明るく楽しいクラブに
邁進していただきたいと思います。今後の皆様
の益々のご活躍に期待して今回のセミナーを終
了させていただきます。

挨　拶 沼田　廣 ガバナーエレクト
（青森R.C）

◎修了証書　授与

地区内39クラブ会長エレクト
（2クラブは別途）

地区幹事長　木村　義正

今回のPETSと次回4月28日（日）
地区研修・協議会内容についての
お知らせ
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邁進していただきたいと思います。今後の皆様
の益々のご活躍に期待して今回のセミナーを終
了させていただきます。

挨　拶 沼田　廣 ガバナーエレクト
（青森R.C）

◎修了証書　授与

地区内39クラブ会長エレクト
（2クラブは別途）

地区幹事長　木村　義正

今回のPETSと次回4月28日（日）
地区研修・協議会内容についての
お知らせ
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会長エレクト研修セミナー

会長エレクト研修セミナー出席者（PETS）
（敬称略、順不同） （敬称略、順不同）

クラブ名 会長名 幹事名

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

中
グ
ル
ー
プ

南
グ
ル
ー
プ

6F　桔梗の間

6F　若草の間

6F　菊の間

6F　牡丹の間

6F　菊の間

6F　桔梗の間

6F　牡丹の間

6F　若草の間

6F　菊の間

6F　若草の間

6F　菊の間

6F　牡丹の間

6F　桔梗の間

6F　若草の間

6F　菊の間

6F　若草の間

6F　牡丹の間

6F　桔梗の間

6F　菊の間

6F　桔梗の間

6F　牡丹の間

6F　桔梗の間

6F　若草の間

6F　菊の間

6F　菊の間

6F　若草の間

6F　若草の間

6F　桔梗の間

6F　牡丹の間

6F　菊の間

6F　桔梗の間

6F　若草の間

6F　牡丹の間

6F　菊の間

6F　若草の間

6F　桔梗の間

6F　牡丹の間

波　岡　悦　郎
百　田　　　忠
横　手　幸　年
佐　藤　裕　介
新　堂　義　之
前川原　　　亨
根路銘　尚　人
稲　川　大　輔
太　田　　　薫
佐々木　紀　仁

相　田　喜一郎
田　島　一　史
島　村　寿　子
前　田　光　一
田　中　英　宜
伊　藤　　　昇
飛　鳥　秀　樹
今　　　修　一
山　中　たける
工　藤　孝　夫
西　村　昭　紘
三　浦　繁　満
山　口　正　一
船　越　規　孝
板　垣　重　敏
齋　藤　憲　法
宇　野　純　子
佐　藤　健　一
中　村　洋　一
工　藤　平　吾
新　岡　壮太郎
佐々木　泰　宏
菊　池　厳　弘
大　村　文　人
村　越　啓　一
宮　本　佳　悦
中　山　恵美子

新　田　淳　也
田　沢　英　治

5F　金扇の間

2F　高砂の間

2F　末広の間

5F　銀扇の間

5F　金扇の間

5F　銀扇の間

2F　高砂の間

5F　金扇の間

2F　末広の間

5F　銀扇の間

2F　末広の間

5F　銀扇の間

5F　金扇の間

2F　高砂の間

5F　銀扇の間

5F　金扇の間

2F　高砂の間

5F　銀扇の間

2F　高砂の間

5F　金扇の間

2F　高砂の間

2F　末広の間

5F　金扇の間

2F　末広の間

2F　末広の間

2F　高砂の間

5F　銀扇の間

2F　高砂の間

2F　末広の間

5F　金扇の間

2F　末広の間

2F　末広の間

5F　金扇の間

峯　　　雅　夫
須　藤　　　朗
田　中　清　一
村　林　達　也
佐　藤　直　樹
高　橋　正　一
菅　原　晴　夫
佐々木　文　仁
漆　畑　善　文
白　濵　道　義

田　中　　　修
小　川　秀　樹
寺　田　明　代
工　藤　文　久

坂　本　幸　光
宮　崎　敬　也
清　野　　　悟
下　山　　　智
三　上　信　吾
奈　良　真喜子
工　藤　昭　義
増　川　博　基
宮　越　浩　一

竹　内　　　司
三　上　洋一郎
石　川　佳共子
齊　藤　幸　悦
岡　崎　勝　弘
藤　本　和　也
橋本　八右衛門
高　橋　勢　治
矢　村　英一郎

滝　田　　　勉

前　田　由　美
大　嶌　康　雅

役　　職 氏　名 所　属
ガバナー
会員増強部門担当パストガバナー
公共イメージ向上部門担当パストガバナー
RLI地区代表委員・パストガバナー
国際奉仕・青少年奉仕部門担当パストガバナー
米山記念奨学部門担当（副）パストガバナー
公共イメージ向上部門担当（副）パストガバナー
国際奉仕・青少年奉仕部門担当（副）パストガバナー
社会奉仕・職業奉仕部門担当パストガバナー
次期地区研修リーダー・パストガバナー
ロータリー財団部門担当パストガバナー
会員増強部門担当（副）直前ガバナー
ガバナーエレクト
ガバナーノミニー
ガバナーノミニーデジグネート
次期東第1グループガバナー補佐
次期東第2グループガバナー補佐
次期西第1グループガバナー補佐
次期西第2グループガバナー補佐
次期中グループガバナー補佐
次期南グループガバナー補佐
次期クラブ拡大・会員増強委員長
次期公共イメージ向上委員長
次期社会奉仕・職業奉仕委員長
現ロータリー財団委員長
次期地区補助金委員長
次期グローバル補助金委員長
次期資金推進委員長
次期平和フェローシップ・奨学金・学友委員長
次期青少年交換委員長
次期インターアクト委員長
次期ローターアクト委員長
次期RYLA委員長
次期米山記念奨学委員長
次期RLI委員長
次期RLI委員
次期RLI委員
次期RLI委員
RLI委員
RLI委員
RLI委員
RLI委員
RLI委員
次期地区幹事長
PETS実行委員長・地区幹事
次期地区財務委員長
次期地区幹事
次期地区幹事
2018－19地区幹事長代理
次期クラブ拡大・会員増強委員
次期地区幹事（事務局長）
事務局

弘前
弘前
八戸東
五所川原
八戸
むつ
弘前
八戸北
弘前西
青森モーニング
八戸南
十和田
青森
八戸北
五所川原イヴニング
野辺地
十和田八甲
鰺ヶ沢
弘前西
青森北東
八戸中央
八戸中央
三沢東
五所川原
弘前西
弘前西
三沢東
弘前アップル
青森
弘前
むつ中央
弘前アップル
弘前西
野辺地
青森モーニング
青森モーニング
青森モーニング
十和田東
青森モーニング
八戸北
八戸北
八戸北
青森モーニング
青森
青森
青森
青森
青森
弘前
十和田
青森

今　井　高　志
笹　森　　　剛
鐘ヶ江　義　光
山　崎　淳　一
村　井　　　達
中　村　義　弘
小山内　康　晴
北　山　輝　夫
工　藤　武　重
鈴　木　唯　司
長　嶺　康　廣
佐々木　千佳子
沼　田　　　廣
源　新　和　彦
成　田　秀　治
松　山　隆　志
今　　　春　淑
成　田　守　男
中　畑　　　肇
上　野　浩　之
上　野　実　穂
中　村　　　勉
花　田　　　仁
花　田　勝　彦
成　田　俊　介
蒔　苗　俊　二
伊　東　　　睦
三　浦　順　子
佐　藤　健　一
細　川　勝　也
柴　田　文　彦
田　中　裕　介
竹　内　知　弘
野　坂　幸　子
米　谷　恵　司
阿　保　康　雄
最　上　伸　子
欠　畑　茂　治
中　山　瑶和子
久　保　隆　明
源　新　育　子
小　向　隆　悦
村　塚　正　隆
木　村　義　正
森　内　忠　良
小　林　俊　一
工　藤　真　人
竹　内　通　昭
三　浦　真　介
折　居　祐　二
長谷川　利　夫
福　井　純　子

む つ

野 辺 地

七 戸

大 畑

東 北

む つ 中 央

六 ヶ 所

三 沢

十 和 田

十 和 田 東

お い ら せ

三 沢 東

十 和 田 八 甲

五 所 川 原

金 木

鰺 ヶ 沢

鶴 田

五 所 川 原 中 央

つ が る

五所川原イヴニング

弘 前

弘 前 東

板 柳

黒 石

大 鰐

弘 前 西

平 賀 ・ 尾 上

弘 前 ア ッ プ ル

青 森

青 森 北 東

青 森 中 央

青 森 モ ー ニ ン グ

八 戸

八 戸 東

三 戸

五 戸

南 部

八 戸 北

八 戸 南

八 戸 中 央

八 戸 西
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会長エレクト研修セミナー

会長エレクト研修セミナー出席者（PETS）
（敬称略、順不同） （敬称略、順不同）

クラブ名 会長名 幹事名

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

中
グ
ル
ー
プ

南
グ
ル
ー
プ

6F　桔梗の間

6F　若草の間

6F　菊の間

6F　牡丹の間

6F　菊の間

6F　桔梗の間

6F　牡丹の間

6F　若草の間

6F　菊の間

6F　若草の間

6F　菊の間

6F　牡丹の間

6F　桔梗の間

6F　若草の間

6F　菊の間

6F　若草の間

6F　牡丹の間

6F　桔梗の間

6F　菊の間

6F　桔梗の間

6F　牡丹の間

6F　桔梗の間

6F　若草の間

6F　菊の間

6F　菊の間

6F　若草の間

6F　若草の間

6F　桔梗の間

6F　牡丹の間

6F　菊の間

6F　桔梗の間

6F　若草の間

6F　牡丹の間

6F　菊の間

6F　若草の間

6F　桔梗の間

6F　牡丹の間

波　岡　悦　郎
百　田　　　忠
横　手　幸　年
佐　藤　裕　介
新　堂　義　之
前川原　　　亨
根路銘　尚　人
稲　川　大　輔
太　田　　　薫
佐々木　紀　仁

相　田　喜一郎
田　島　一　史
島　村　寿　子
前　田　光　一
田　中　英　宜
伊　藤　　　昇
飛　鳥　秀　樹
今　　　修　一
山　中　たける
工　藤　孝　夫
西　村　昭　紘
三　浦　繁　満
山　口　正　一
船　越　規　孝
板　垣　重　敏
齋　藤　憲　法
宇　野　純　子
佐　藤　健　一
中　村　洋　一
工　藤　平　吾
新　岡　壮太郎
佐々木　泰　宏
菊　池　厳　弘
大　村　文　人
村　越　啓　一
宮　本　佳　悦
中　山　恵美子

新　田　淳　也
田　沢　英　治

5F　金扇の間

2F　高砂の間

2F　末広の間

5F　銀扇の間

5F　金扇の間

5F　銀扇の間

2F　高砂の間

5F　金扇の間

2F　末広の間

5F　銀扇の間

2F　末広の間

5F　銀扇の間

5F　金扇の間

2F　高砂の間

5F　銀扇の間

5F　金扇の間

2F　高砂の間

5F　銀扇の間

2F　高砂の間

5F　金扇の間

2F　高砂の間

2F　末広の間

5F　金扇の間

2F　末広の間

2F　末広の間

2F　高砂の間

5F　銀扇の間

2F　高砂の間

2F　末広の間

5F　金扇の間

2F　末広の間

2F　末広の間

5F　金扇の間

峯　　　雅　夫
須　藤　　　朗
田　中　清　一
村　林　達　也
佐　藤　直　樹
高　橋　正　一
菅　原　晴　夫
佐々木　文　仁
漆　畑　善　文
白　濵　道　義

田　中　　　修
小　川　秀　樹
寺　田　明　代
工　藤　文　久

坂　本　幸　光
宮　崎　敬　也
清　野　　　悟
下　山　　　智
三　上　信　吾
奈　良　真喜子
工　藤　昭　義
増　川　博　基
宮　越　浩　一

竹　内　　　司
三　上　洋一郎
石　川　佳共子
齊　藤　幸　悦
岡　崎　勝　弘
藤　本　和　也
橋本　八右衛門
高　橋　勢　治
矢　村　英一郎

滝　田　　　勉

前　田　由　美
大　嶌　康　雅

役　　職 氏　名 所　属
ガバナー
会員増強部門担当パストガバナー
公共イメージ向上部門担当パストガバナー
RLI地区代表委員・パストガバナー
国際奉仕・青少年奉仕部門担当パストガバナー
米山記念奨学部門担当（副）パストガバナー
公共イメージ向上部門担当（副）パストガバナー
国際奉仕・青少年奉仕部門担当（副）パストガバナー
社会奉仕・職業奉仕部門担当パストガバナー
次期地区研修リーダー・パストガバナー
ロータリー財団部門担当パストガバナー
会員増強部門担当（副）直前ガバナー
ガバナーエレクト
ガバナーノミニー
ガバナーノミニーデジグネート
次期東第1グループガバナー補佐
次期東第2グループガバナー補佐
次期西第1グループガバナー補佐
次期西第2グループガバナー補佐
次期中グループガバナー補佐
次期南グループガバナー補佐
次期クラブ拡大・会員増強委員長
次期公共イメージ向上委員長
次期社会奉仕・職業奉仕委員長
現ロータリー財団委員長
次期地区補助金委員長
次期グローバル補助金委員長
次期資金推進委員長
次期平和フェローシップ・奨学金・学友委員長
次期青少年交換委員長
次期インターアクト委員長
次期ローターアクト委員長
次期RYLA委員長
次期米山記念奨学委員長
次期RLI委員長
次期RLI委員
次期RLI委員
次期RLI委員
RLI委員
RLI委員
RLI委員
RLI委員
RLI委員
次期地区幹事長
PETS実行委員長・地区幹事
次期地区財務委員長
次期地区幹事
次期地区幹事
2018－19地区幹事長代理
次期クラブ拡大・会員増強委員
次期地区幹事（事務局長）
事務局

弘前
弘前
八戸東
五所川原
八戸
むつ
弘前
八戸北
弘前西
青森モーニング
八戸南
十和田
青森
八戸北
五所川原イヴニング
野辺地
十和田八甲
鰺ヶ沢
弘前西
青森北東
八戸中央
八戸中央
三沢東
五所川原
弘前西
弘前西
三沢東
弘前アップル
青森
弘前
むつ中央
弘前アップル
弘前西
野辺地
青森モーニング
青森モーニング
青森モーニング
十和田東
青森モーニング
八戸北
八戸北
八戸北
青森モーニング
青森
青森
青森
青森
青森
弘前
十和田
青森

今　井　高　志
笹　森　　　剛
鐘ヶ江　義　光
山　崎　淳　一
村　井　　　達
中　村　義　弘
小山内　康　晴
北　山　輝　夫
工　藤　武　重
鈴　木　唯　司
長　嶺　康　廣
佐々木　千佳子
沼　田　　　廣
源　新　和　彦
成　田　秀　治
松　山　隆　志
今　　　春　淑
成　田　守　男
中　畑　　　肇
上　野　浩　之
上　野　実　穂
中　村　　　勉
花　田　　　仁
花　田　勝　彦
成　田　俊　介
蒔　苗　俊　二
伊　東　　　睦
三　浦　順　子
佐　藤　健　一
細　川　勝　也
柴　田　文　彦
田　中　裕　介
竹　内　知　弘
野　坂　幸　子
米　谷　恵　司
阿　保　康　雄
最　上　伸　子
欠　畑　茂　治
中　山　瑶和子
久　保　隆　明
源　新　育　子
小　向　隆　悦
村　塚　正　隆
木　村　義　正
森　内　忠　良
小　林　俊　一
工　藤　真　人
竹　内　通　昭
三　浦　真　介
折　居　祐　二
長谷川　利　夫
福　井　純　子

む つ

野 辺 地

七 戸

大 畑

東 北

む つ 中 央

六 ヶ 所

三 沢

十 和 田

十 和 田 東

お い ら せ

三 沢 東

十 和 田 八 甲

五 所 川 原

金 木

鰺 ヶ 沢

鶴 田

五 所 川 原 中 央

つ が る

五所川原イヴニング

弘 前

弘 前 東

板 柳

黒 石

大 鰐

弘 前 西

平 賀 ・ 尾 上

弘 前 ア ッ プ ル
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ご　挨　拶

　次年度へ向けての有終の美を飾る研修にお集
まりいただきありがとうございます。特に第1
ゾーン副コーディネーターの菅原様お忙しい所
ありがとうございます。
　沼田インカミングガバナーが国際協議会を経
てADG研修・DTTS・PETSを終え本日はクラ
ブの委員長ほかの皆様に年度の方針をお伝えす
ると言う事になっております。国際ロータリー

のテーマは毎年変わりますが目的は同じでござ
います。各クラブの皆さんも昨年と全く同じで
はなく新規に始めるべきものと継続するべきも
のを見据え沼田年度の地区目標を達成すべく頑
張ってくださるようお願いいたします。
　ここで、ガバナーノミニーデジクネートのご
紹介をさせていただきます。
　成田秀治さん五所川原イヴニングロータリー
クラブ2021－2022年度地区ガバナーの予定者
でございます。
　成田さん自己紹介をどうぞ・・・
　成田でございます。そ
の時期が来ましたら皆さ
んのお力を借りながら頑
張っていきたいと思いま
すのでよろしくお願いい
たします。

「只今より国際ロータリー第2830地区2019－20
年度のための地区研修・協議会を開会いたします」

◎開会の挨拶

ソングリーダー　相徳　公正（青森R.C）

◎ロータリーソング　「奉仕の理想」

沼田ガバナーエレクト　沼田　　廣（青森R.C）

◎開会・点鐘

国際協議会出席報告・地区方針
ガバナーエレクト　沼　田　　　廣（青森R.C）

　皆さん、お早うございます。長丁場になりま
すが、本日の研修、宜しくお願いします。
　次年度に向けて2月24日（日）に地区チーム
研修セミナー、3月23日（土）、24日（日）に
会長エレクト研修セミナーとこれまでに2回セ
ミナーを開催してきましたが、本日のセミナー
は、その総まとめとして各クラブの指導者チー
ムと地区委員会へ出向するすべての委員の皆さ
んにもご出席いただいております。先のセミ
ナーに参加された方々には、重複するところも
ありますが、内容をより理解して身につけてい
ただくチャンスですので、最後までお付き合い
いただくようお願いいたします。
　それでは早速、私が1月13日から19日までア
メリカ、サンディエゴでの国際協議会で学んで
きたことをパワーポイントでまとめております
のでご覧になって下さい。

（中略）
　さて、マーク・マローニー会長は、私がガバ
ナーとして活動開始して間もない8月3日に八
戸市へお出でになります。南グループのIMに
参加し「国際ロータリーの新しい戦略計画とク

ラブへの希望」と題してご講演をされることに
なっています。現役のRI会長にお会い出来る
チャンスは中々ありませんので、グループ外か
らも是非ご参加ください。5月末までにクラブ
単位で参加申し込みされるのでしたらお受けで
きます。
　マーク・マローニー会長のテーマは「ロータ
リーは世界をつなぐ」ですが、私はそのテーマ
に基づいて地区スローガンを「共に変化し行動
しよう」と定めました。
　企業でもロータリーでも活動が現状維持に
入ってしまうと成長発展はありません。むしろ
衰退してしまうものです。どのクラブ、地区委
員会も新しい取り組み、プロジェクトにチャレ
ンジしてください。
　地区目標として10項目あげておりますが、2
項目目の会員増強（各クラブ純増1名以上、特
に女性と40歳未満の会員）は、その中でも特
に力を入れてほしい取り組みです。
　どうか2019－20年度は「共に変化し行動し
よう」ではありませんか！

ガバナー　今　井　高　志（弘前R.C）

実行委員長　佐藤　健一（青森R.C）
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よう」ではありませんか！

ガバナー　今　井　高　志（弘前R.C）

実行委員長　佐藤　健一（青森R.C）
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RI規定審議について

　皆様こんにちは。規定審議会の皆様の代表と
して、シカゴへ行って参りましたので、その報
告をさせて頂きたいと思います。またお手元に
はこの一覧表が行っていると思います。これは
2650地区、福井県の刀根荘兵衛パストガバナー
に作成して頂いたもので、大変わかり易くなっ
ておりますので、各クラブには一つずつ配付に
なっております。また今日のスライドですが、
データを置いておきますので、各クラブで使い
たいと言う事でしたら、そのままお使い頂けれ
ばと思います。まあ15分しか頂いてないので、
スライドを見て駆け足でやっていきたいと思い
ます。
　ほとんど余計な解説する時間がないので。今
回2016年に大変センセーショナルな規定審議

会で大幅な内容の変更があった初めての会合と
言う事になります。今回二つ制定案と見解表明
案について、これは後でもう一回説明させて頂
きます。制定案は116件出ました。日本からは
25件、IRの理事会から26件、で初めて出た見
解表明案と言うのが1件あります。これは最後
に説明させて頂きます。これが内容と言う事で
すが、時間がありませんので省略します。主な
結果、採択されなかったもの、あるいは採択さ
れたもの、主な結果をお話ししますが、これか
らの10分ぐらい皆様、自分がもしシカゴにい
らっしゃったら、イエスのボタンを押すだろう
か、ノーのボタンを押すだろうか、考えながら
見て頂ければ面白いかなと思っております。
　まず一番目、19の1と言うのが東京から出ま
した。四つのテスト、五大奉仕の前文、前の文
に入れると言う事ですが、私はちょっと無理か
なと思っているのですけど、やっぱりドボーン
でした。次、ロータリーの目的を改正すると言
うのが京都、福井地区の方から出ました。要は
これは内容が大変面白いのです。ロータリーの
目的でまず奉仕の理念、従来の目的、中核的価
値観を入れる。それから決議23の34の精神を
入れる。更に公式訪問まで入れると。これでもっ
てロータリーの目的にするべきではないのか。
大変考えられたものだと思います。でもこれも
ドボーンです。ちょっと無理です。目的は目的
で、戦略とか戦術で次に従うものですから。そ
れからロータリーの目的を前文改正すると言う
事は、実は私も賛成なのです。ロータリーの目
的だから意義ある事業の基礎としてと言うのが
前文に入っている。これだと何か職業奉仕が全
体を覆う様な形になるので、むしろ意義ある活
動、ここの事業だけエンタープライズ（冒険、
事業の意）と使ってますけど、アクティビティー

（活動、活気の意）の方が良いのではと言うこ
れも大変良い内容だなと思って、私はこの方が
良いと思ったのです。320がイエスでノーが
184、これは国際ロータリーの定款を変えるも
のは三分の二ないと通らない。只惜しかったで
す、63％皆賛成したのです、これは内容が良
いと思ったのですが残念でした。
　それからこれは2016年に韓国から出て、ロー
タリーの目的の他にロータリークラブの目的を
作ったらどうか。私は頭に来た。何故こんなの
が通るのだと思った件なのですが、ところが圧
力が凄かったです。韓国が3人くらいばーっと
来て、反対の話を始めまして、これもちょっと
無理でしたけれども、クラブの目的は私はまあ
無視しています。
　それからもう一つ、これは皆さんに関係する
事ですが、メーキャップです。メーキャップが
前後2週間だったのが、年度内適用。これは私
は反対したのですけど、これは通りました。で
すから7月1日からそう言う事になります。ま
あ、どうなんでしょうね、こうなった以上皆様
のクラブ例会が形骸化しない様に、これから本
当に工夫しないとおかしくなるよ、と皆さんに
お伝えしなければなあと思ってます。是非今ま
で以上に内容が充実したものにしないと、例会
は本当に空っぽになってしまいます。どこか奉
仕プロジェクトに参加したら年間何回やればい
いのだろう、みたいになってしまう。それと本
当のロータリーの精神である、親睦と奉仕と言
うものがどこにあるのか、と言うふうになりま
すので、是非これについては皆様お考え頂きた
いと言うか注意して頂きたいと思っておりま
す。
　それからこれも出る前から問題とされていま
した。クラブの職業分類を廃止する。5人とか、
会員数の10％とかありましたね。このクラブ
の職業分類の制限を廃止する事はRIに理事会か
ら出ました。これはまあ、ちょっとどうかなと、
でも内容は職業分類と言う言葉をRI定款からも

細則からも当然ロータリークラブ定款からも
取ってしまうと代わりに事業、専門職を職業と
言う言葉にすると言うものなのですが、こう言
う事言うとロータリーの職業分類制度が薄めら
れるのではないかと言う事、あるいは、更に深
読みする人は職業奉仕までどうかなるのではと
言う様な話までありました。で実は日本人は絶
対反対するだろうと良く理解されたのか、説明
者が現役の兵庫から出ている理事が説明されま
した。それは日本人に向けた内容なんですけど、
ロータリーの基本原則の職業分類システムやバ
ランスのとれた会員構成を変えるものではな
い。むしろこれから柔軟性を持って、どんな会
員でもクラブの特色を持っていければ良いのだ
と言う様な説明をなさいました。また、先ほど
沼田エレクトの話がありましたけど、マロー
ニーエレクト会長も職業分類というのは大事な
んだと言う事をきっちりおっしゃっています。

ですから余り深読みしないで、このまま捉えて
良いのではないかと思ってます。これは圧倒的
に採択されました。
　それから、これは面白いので載せました。今
までロータリアンの会員数で地区とか理事とか
を決めていましたけど、国際ロータリーはロー
タリークラブの連合体なのでクラブ数でやれば
良いのではないか。すると日本は3から2.5に
なる。もしこれでやると2.0になる。ましてや、
55クラブ未満、青森では41ですから、日本で
は7地区で55未満の所があります。世界で130

規定審議会地区代表議員
パストガバナー 山　崎　淳　一（五所川原R.C）
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RI規定審議について

　皆様こんにちは。規定審議会の皆様の代表と
して、シカゴへ行って参りましたので、その報
告をさせて頂きたいと思います。またお手元に
はこの一覧表が行っていると思います。これは
2650地区、福井県の刀根荘兵衛パストガバナー
に作成して頂いたもので、大変わかり易くなっ
ておりますので、各クラブには一つずつ配付に
なっております。また今日のスライドですが、
データを置いておきますので、各クラブで使い
たいと言う事でしたら、そのままお使い頂けれ
ばと思います。まあ15分しか頂いてないので、
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ます。
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会で大幅な内容の変更があった初めての会合と
言う事になります。今回二つ制定案と見解表明
案について、これは後でもう一回説明させて頂
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25件、IRの理事会から26件、で初めて出た見
解表明案と言うのが1件あります。これは最後
に説明させて頂きます。これが内容と言う事で
すが、時間がありませんので省略します。主な
結果、採択されなかったもの、あるいは採択さ
れたもの、主な結果をお話ししますが、これか
らの10分ぐらい皆様、自分がもしシカゴにい
らっしゃったら、イエスのボタンを押すだろう
か、ノーのボタンを押すだろうか、考えながら
見て頂ければ面白いかなと思っております。
　まず一番目、19の1と言うのが東京から出ま
した。四つのテスト、五大奉仕の前文、前の文
に入れると言う事ですが、私はちょっと無理か
なと思っているのですけど、やっぱりドボーン
でした。次、ロータリーの目的を改正すると言
うのが京都、福井地区の方から出ました。要は
これは内容が大変面白いのです。ロータリーの
目的でまず奉仕の理念、従来の目的、中核的価
値観を入れる。それから決議23の34の精神を
入れる。更に公式訪問まで入れると。これでもっ
てロータリーの目的にするべきではないのか。
大変考えられたものだと思います。でもこれも
ドボーンです。ちょっと無理です。目的は目的
で、戦略とか戦術で次に従うものですから。そ
れからロータリーの目的を前文改正すると言う
事は、実は私も賛成なのです。ロータリーの目
的だから意義ある事業の基礎としてと言うのが
前文に入っている。これだと何か職業奉仕が全
体を覆う様な形になるので、むしろ意義ある活
動、ここの事業だけエンタープライズ（冒険、
事業の意）と使ってますけど、アクティビティー

（活動、活気の意）の方が良いのではと言うこ
れも大変良い内容だなと思って、私はこの方が
良いと思ったのです。320がイエスでノーが
184、これは国際ロータリーの定款を変えるも
のは三分の二ないと通らない。只惜しかったで
す、63％皆賛成したのです、これは内容が良
いと思ったのですが残念でした。
　それからこれは2016年に韓国から出て、ロー
タリーの目的の他にロータリークラブの目的を
作ったらどうか。私は頭に来た。何故こんなの
が通るのだと思った件なのですが、ところが圧
力が凄かったです。韓国が3人くらいばーっと
来て、反対の話を始めまして、これもちょっと
無理でしたけれども、クラブの目的は私はまあ
無視しています。
　それからもう一つ、これは皆さんに関係する
事ですが、メーキャップです。メーキャップが
前後2週間だったのが、年度内適用。これは私
は反対したのですけど、これは通りました。で
すから7月1日からそう言う事になります。ま
あ、どうなんでしょうね、こうなった以上皆様
のクラブ例会が形骸化しない様に、これから本
当に工夫しないとおかしくなるよ、と皆さんに
お伝えしなければなあと思ってます。是非今ま
で以上に内容が充実したものにしないと、例会
は本当に空っぽになってしまいます。どこか奉
仕プロジェクトに参加したら年間何回やればい
いのだろう、みたいになってしまう。それと本
当のロータリーの精神である、親睦と奉仕と言
うものがどこにあるのか、と言うふうになりま
すので、是非これについては皆様お考え頂きた
いと言うか注意して頂きたいと思っておりま
す。
　それからこれも出る前から問題とされていま
した。クラブの職業分類を廃止する。5人とか、
会員数の10％とかありましたね。このクラブ
の職業分類の制限を廃止する事はRIに理事会か
ら出ました。これはまあ、ちょっとどうかなと、
でも内容は職業分類と言う言葉をRI定款からも

細則からも当然ロータリークラブ定款からも
取ってしまうと代わりに事業、専門職を職業と
言う言葉にすると言うものなのですが、こう言
う事言うとロータリーの職業分類制度が薄めら
れるのではないかと言う事、あるいは、更に深
読みする人は職業奉仕までどうかなるのではと
言う様な話までありました。で実は日本人は絶
対反対するだろうと良く理解されたのか、説明
者が現役の兵庫から出ている理事が説明されま
した。それは日本人に向けた内容なんですけど、
ロータリーの基本原則の職業分類システムやバ
ランスのとれた会員構成を変えるものではな
い。むしろこれから柔軟性を持って、どんな会
員でもクラブの特色を持っていければ良いのだ
と言う様な説明をなさいました。また、先ほど
沼田エレクトの話がありましたけど、マロー
ニーエレクト会長も職業分類というのは大事な
んだと言う事をきっちりおっしゃっています。

ですから余り深読みしないで、このまま捉えて
良いのではないかと思ってます。これは圧倒的
に採択されました。
　それから、これは面白いので載せました。今
までロータリアンの会員数で地区とか理事とか
を決めていましたけど、国際ロータリーはロー
タリークラブの連合体なのでクラブ数でやれば
良いのではないか。すると日本は3から2.5に
なる。もしこれでやると2.0になる。ましてや、
55クラブ未満、青森では41ですから、日本で
は7地区で55未満の所があります。世界で130

規定審議会地区代表議員
パストガバナー 山　崎　淳　一（五所川原R.C）
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くらいあります。ですからそう言うのが出たの
です。まあこれは幸い反対が多く、良かったで
す。
　そしてこれが一番問題になりました。ロー
ターアクトクラブがRI加盟を求められる事を明
確にすると言うものです。これは何回も変えら
れて、一番最後にありますけど、国際ロータリー
はロータリークラブとローターアクトの連合体
であるとの表現なんです。それではローターア
クトはロータリアンなのかと言うと、それはそ
うではないと。今までの事はどうなのかと言う
と、これは実はバリー・ラシン会長、現役の会
長が説明しました。今まで現役の会長が説明す
ることに否決と言うのはまずないと私の記憶で

はあります。で、ローターアクターの若い力を
ロータリーの活動の中にもっともっと生かして
行こうと言う事です。只この下にある通り、ロー
タリーとの関係、分担金をローターアクターか
ら貰うのかと言う事とか、いろいろな質問が集
中しました。ちょっと時期が早いだろうとの雰
囲気だったのです。で採択したら三分の二です
から、賛成は多かったですけど、不採択です。
で終わったと思ったら、翌日、何か工作したん
ですかね、また同じようなものを出して来まし
た。多分相当前の晩やったのでしょう、としか
考えられない。で今度は74％で採択になって
しまいました。但しこれには暫定規定がありま
して、実際のこの運用、いつ実施するか、どう
言う方法かはRI理事会が時間をかけて、適切に

判断してから実施する。他の決定事項は、採択
された事項は7月1日からですが、これだけは
まだこれからという事になりました。まあ時間
をかけてでも相当問題があると思います。人頭
分担金を増額するというのもありましたが、残
念ながら採択されました。
　115と116と言うのは実際は内容は変わって
ないのですが、RIの細則、標準ロータリークラ
ブ定款等について相当変えています。文言を変
えています。表現も変えています。これは実際
的には問題ないと思うので、採択されました。
で問題があったというか一番もめたのは、最後
です。117番目なんですがこれが見解表明案と
言う形で国際ロータリーを免税団体に変更す
る。アメリカのイリノイ州のシステム上の変更
かなと思っていたのですが、関係なく大した問
題ではないと思っていたら、この中に何か凄く
テクニック使っているんです。国際ロータリー
ホールディングと言うのが2016年11月に出来
てて、そこで免税の許可を貰って、それからRI
とホールディングが合併してとか、非常に複雑
な件ですが、採択されました。で、その後問題
はこれらのRIとRIホールディングと管理委員会
副委員長がサインしてるのです。おかしいなと
思ったら、ついこの間ロン・バートンが反対表
明していたという事がわかるのです。今の財団
管理委員長が反対表明していたと言うのが解る
のですが、ところが更迭されました。辞めさせ
られています。これはどうなんだろうと。本当
に解らない。でもここに書いている通り、内容
がまだ不明です。ですから現時点で余り深読み
しないで、あそうかと言うくらいにしておきた
いと思います。見解表明案と言うのは元々問題
があったのです。何故かと言うとRI理事会だけ
がいつでも提出出来るのです。だからこれをど
の様に機能させるのかと言うのは、これからも
注目しないといけない内容だと思っています。
　今回のトピックスをまとめます。クラブの職
業分類、或いはメーキャップに於いて柔軟性が

より進んだと。内容はこれからですけど、ロー
ターアクトのRI加盟が認められた。それからRI
とRIホールディング、財団管理委員会がこれか
らどう言う形になるのかと言う事で、私も皆さ
んもそう感じてるでしょうけど、目まぐるしく
変わっています。或いは改正されている、新設
されている、削除されているその繰り返しが余
りにも多いのです。でも根底にはアメリカを中
心にして先進国のロータリアンの改定案が減っ
ていると、それに対して対応している姿がこれ
なんだろうと思います。でも本当にロータリー

らしい対応はこう言う事ではなく、長期的で全
体的で根本的な変更でなければいけないのだろ
うと私は思います。ロン・バートン財団委員長
とスシル・グプタ（インド）来年会長になる方
が健康上の理由と言う事で辞めました。何かバ
タバタしています。よろしくないと思います。
やはりロータリアンは社会の中でモデルの存在
でなくてはいけないし、シニアリーダーはもっ
と、もっとお手本になって貰わなくてはいけな
いと思います。只この事だけは言いたいです。
あらゆるロータリー活動の主役は一つ一つのク
ラブであり、一人一人のロータリアンなのだと、
これは絶対変わる事はありませんので、私達が
ちゃんとしていれば良いのだと言う事でありま
す。急いで終わりますが、今後の規定審議会が
あります。6月と3月に決議案と制定案に分か
れているのですが、青森は時期的な問題もあっ
てタイミングを図る必要があるかなと。それか
ら地区に規定審議委員会を設置すべきかなと言
う事を考えておりますので、後でゆっくり読ん
で下さい。
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くらいあります。ですからそう言うのが出たの
です。まあこれは幸い反対が多く、良かったで
す。
　そしてこれが一番問題になりました。ロー
ターアクトクラブがRI加盟を求められる事を明
確にすると言うものです。これは何回も変えら
れて、一番最後にありますけど、国際ロータリー
はロータリークラブとローターアクトの連合体
であるとの表現なんです。それではローターア
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囲気だったのです。で採択したら三分の二です
から、賛成は多かったですけど、不採択です。
で終わったと思ったら、翌日、何か工作したん
ですかね、また同じようなものを出して来まし
た。多分相当前の晩やったのでしょう、としか
考えられない。で今度は74％で採択になって
しまいました。但しこれには暫定規定がありま
して、実際のこの運用、いつ実施するか、どう
言う方法かはRI理事会が時間をかけて、適切に

判断してから実施する。他の決定事項は、採択
された事項は7月1日からですが、これだけは
まだこれからという事になりました。まあ時間
をかけてでも相当問題があると思います。人頭
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　皆さんおはようございます。只今ご紹介いた
だきました第1ゾーンロータリーコーディネー
ター補佐が現役職であります。2019～2022年
度までは第1ゾーンロータリーコーディネー
ターを拝命しております。今日はロータリー
コーディネーター補佐としてロータリーをこよ
なく愛する方、ミスター、ミセス、ミスロータ
リーの方々の前で限られた時間ではございます
がお話させていただきたいと思っております。
　この地区は私がお話するには非常にやりにく
い地区でございまして、まず黒田元RI理事がお
られます。私の第2520地区にもこの5月24日
に百歳を迎える元RI理事がおられまして、こう
云う会合には必ず出席されて一言ご挨拶なさ
り、非常にお元気で毎週例会に出席することが
健康の秘訣だとおっしゃります。また、今日そ
ちらに関場さんがいらっしゃいますが、関場さ
んの講演を聞くとまだまだロータリーを続けた
くなる活力をいただきます。更に今、規定審議
会のご報告をされた山崎さんはRIの研修リー
ダーであられ、沼田さんがサンディエゴで研修
されて来て、自分の地区にそのような研修リー
ダーがいるというのは非常に心強いことだった
ろうと思っております。そしてまた、2019年
度からのロータリーコーディネーター補佐を

佐々木千佳子パストガバナーにお願いしたとこ
ろ快く引き受けて下さいました。なかなか女性
のパストガバナーにご協力いただくと云うこと
は難しい部分ではありますが、是非この第1
ゾーンからARC（ロータリーコーディネーター
補佐）を一人女性の方にお願いしたいと云うこ
とで、7月からこの地区にロータリーコーディ
ネーター補佐として佐々木さんが居られますの
で、是非IMとかクラブの研修などの際に佐々
木さんに声を掛けて下さればありがたいと思っ
ております。
　さて、今日は「クラブの発展について」と云
うことでお話させていただきます。
　まず今日は皆さんの前でガバナーエレクトが
お話をしました。このお話はここで聞いて終わ
るのではなくて、しっかりとクラブに持ち帰っ
てクラブのメンバーにお話していただくと云う
こと、そして、山崎さんがお話した規定審議会
の内容もここのために皆さんにお話してるので
はなくて、ここにいない会員の皆さん、そして
クラブの皆さんにお伝えすることが目的です。
是非RIのこと、規定審議会のことはクラブのた
めに開催されていますので宜しくお願いしま
す。
　また、今日の資料は配布したカードのQRコー
ドで読み込むことができますのでクラブで活用
していただきたいと思います。
　さて、ロータリーの発展は何かと云うことで
すが、私は人材だと思っております。勿論、私
はロータリーコーディネーター補佐ですので会
員増強を皆さんにしっかり行ってもらわなくて
はいけません。我々は皆が職業についている訳
ですが、では企業の発展はと言えばやはり人材
であります。自分の会社が素晴らしい商品を

持っていても、人がいなければそれを販売する
ことも広めることもできません。ロータリーの
発展は戦略計画と云うことで皆さん色んなビ
ジョンを掲げながら取り組んでいると思います
が、ロータリーの会員であると云うことは皆さ
ん必ず自分のクラブ、そしてロータリーを前向
きに展開していきたいと考えるはずです。これ
は企業も同じことです。企業が廃業して行く、
衰退して行くと云うことは誰も考えていない訳
で、これから加速度的に世の中が変わって行く
ことに対しても企業を発展させると云うことが
第一条件にあると思います。
　皆さんに問いますが「会員増強は必要です
か？」ということです。数を増やすと云うこと
だけの会員増強ではなく、後でも触れますが「自
分のクラブの会員数に満足していますか？」、
「5年後のクラブのイメージができますか？」
と云うことです。皆さんのクラブは何人が理想
でしょうか。今より少ないのが理想か、或いは
現状維持が理想か、少しでも新しい方に入って
いただいてクラブを明るくしようかなど様々考
え方があると思います。
　更に皆さんに問いますが「奉仕活動は活発で
すか？」。先程の規定審議会の中でメーキャッ
プの問題がありましたが、やはり例会に出席す
る、或いは事業に参加することが楽しくなけれ
ばそのクラブに入った意味がないと考える人も
います。あと「平均年齢を維持していますか？」。
これはRIの平均年齢なのか、クラブの戦略計画
で立てた平均年齢なのか、これは自分たちで考
えて決めることだと思っております。それから
「昔のクラブは良かったとのフレーズが出てい

ませんか？」というのがありますが、とかくこ
れはどのクラブにも過去の実績がある訳ですか
ら必ずあります。しかしこれからロータリーの
ロの字も知らない方たちが入ってくると、その
方たちにはおとぎ話か浦島太郎の世界のように
なってしまいますので、やはりこれからのビ
ジョンをしっかり語れる、こんなクラブを目指
しているので是非みんな協力して下さいと言え
るようになることが大切です。「会員純増が唯
一の解決策です」とありますが、これは強制で
も何でもありません。退会者を出さないと云う
ことも重要だと思います。
　取り組む前から「会員増強なんて無理、どう
せ会員なんか増えない」、或いは「今まで十分
取り組んでいるが増えない」などよく聞きます
が、その取り組み方が正しかったかどうか、もっ
と取り組むべきことがなかったかどうか検証し
て下さい。「毎年毎年大変だ」「いつもこう言う
機会に来ると必ずRIから会員増強だとか会員が
減少してるとか聞かされるだけだ」などとマン
ネリ化しています。これを皆さんがどう考える
かです。「今の人数でいっぱいいっぱいになっ
たので辛い増強活動を止められるようにしよ
う」といったクラブが楽しい会員増強をしてい
く必要があると思います。
　ロータリーの友のアンケートでは会員の高齢
化、会員の減少、会員候補の不在、例会出席率
の低下、会員間の意識の違い、女性会員の未入
会と云うことが挙げられています。地域には若
い人がたくさんいます。にもかかわらず会員候
補の不在というのは、まず候補をリスト化した
か、声を掛けたか、何回掛けたか、年に1～2
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回3年くらいは計画的に声を掛けていただきた
いと思います。最初に声を掛けた時とは事情も
変わってきますし、声を掛ける人も変われば状
況も変わってきます。キャピタルクラブと呼ば
れるクラブほど女性をあまり入れないのです。
「入れないと云うことではなくて入っていない」
そうですが、私に言わせれば女性の方々が入り
たいと思うようなクラブなのか、男性にとって
も女性にとっても入りたいと思われるようなク
ラブなのですかと云うことです。
　ロータリーの魅力とは何かと云うことについ
ては、異業種交流、仲間、生涯の友、経営者と
しての学び、スキルアップ、楽しい例会、奉仕
活動、ポリオ撲滅が挙げられています。ポリオ
撲滅には我々が一番力を入れて唱えて行くべき
ことでもありますし、実際に撲滅したらロータ
リーの力の凄さを大いに世界に知らしめること
ができると思います。日本のロータリーも百年
間で世の中の状況も変わっています。ロータ
リーとライオンズしかなかった時代から地域に
よっては様々な勉強する機会を持つ会が増えて
きていますし、またそれらの会の方が敷居が低
く入り易いし強制的なものがないので楽だそう
です。しかしロータリーのブランドほど素晴ら
しいものはないと思いますし、そこでロータ
リーの魅力をしっかり語れるメンバーになって
いただきたいと思うわけです。
　ビジネスに通じる人脈を作りたい、商売に繋
げたいというのはあまり露骨にやるのは難しい
部分もあります。別の会の卒業後の仲間との繋
がり、自分自身の成長と学び、スキルの向上に
は自分と考え方の違う人との交流によって違う
発想や違うアプローチの仕方、いろんなアイ
ディアに巡り会う機会ができます。
　会員候補には尊敬する先輩や取引先の推薦で
判断するというのがあります。昔はロータリー
に入らないかと言われたときは、自分もロータ
リーに入れるように先輩が認めてくれた、或い
は自分の会社も地域で認めていただけたと思っ
たもので、これは今でも同じです。社会的な責
任を果たす役割、例えば山崎さんは商工会議所

の会頭でいらっしゃいます。商工会議所に限ら
ず、法人会や業界の団体の役職をやられていた
りロータリーは地域の色んな団体に求められる
人材の宝庫です。この方々が週1回例会に集
まって活動をする、その姿を新しく入ってくる
人たちに見てもらいたい、そしてロータリーの
例会以外でも触れていただきたいと思います。
　ロータリー全体の中から見た場合、日本は今
2.5ゾーンの状況ですが、下手をすると2ゾー
ンになってしまうかも知れません。北海道・東
北・北関東、特に北関東は第1ゾーンから第2
ゾーンに地区が移ってしまい、何か第1ゾーン
が見捨てられているような感じがします。日本
で3ゾーンを確保することが目標として掲げら
れていますが、私はこの第1ゾーンのコーディ
ネーターですから、意地でも第1ゾーンで増や
していきたいと思ってやっています。戦略計画
の中でこの地区の会員増強の必要性から41ク
ラブからクラブ数を増やすと云うこともありま
すが、41クラブのそれぞれのクラブの会員増
強を是非考えていただきたいと思います。
◎内部の環境としてクラブ会長、地区ガバナー
とどのように連携していくか。
◎クラブのために伝統、活性化、存在、地域奉
仕、職業奉仕の運営、発展。
　既存会員のために楽しい例会、卓話でいろん
な人を選び「今日の卓話は為になった、また来
週も楽しみだ」というふうに、活用できるメン
バーはフルに活用しグループ内からも招へいし
て下さい。自分がこのロータリーに所属してい
ることが誇りだ、ロータリーに入っていたこと
にこんな価値観があるのかと云うことを改めて
見直して行くためにも、奉仕活動の拡大を考え
ていきましょう。会員増強をシンプルに考える。
まずクラブ会長の「会員を増やす」という思い
がなければだめです。委員長も一緒にやりま
しょうという気持ち、更にいろんな委員会が増
強し易い環境を作っていくことです。
　元気なクラブになるためには自分がエレクト
の時代から幹事予定者と一緒に1年間楽しむ、
何か結果を残すため思いをしっかりと共有し

て、それを実現する為に適材のメンバーに役割
を担ってもらい、楽しい年度を形にしてもらい
たい。5年後にはこう云うクラブになろう、何々
を実現するという思いでやっていただきたいと
思います。
　まず自分のクラブを知ると云うことです。ク
ラブの会員数や状態など自分のクラブを診断し
た中からいろいろ気付くことがあるのではない
でしょうか。そして戦略計画を立てます。自分
のクラブに合った会員増強の目標を考え、この
研修・協議会で出て来る地区からのメッセージ
やRIからのメッセージも参考にしながらクラブ
フォーラムなどで考えを整理します。クラブの
話し合いはビジョンに繋がります。
　先程成田さんの紹介がありましたが、地区は
地区でエレクト、ノミニー、ノミニーディジグ
ネートと将来に向かって進めています。クラブ
も同じです。早めにそういう方々と将来を考え
たり、5年後には必ず周年がある訳ですから5
年後の○○周年には何をやるか、財団のお金を
使いながら何か事業をやるかなどは急に考えて
行動に移せる訳はないですし、特に補助金など
はシステム上の手続きがある訳ですから、大き
な夢・ビジョンの作成のためには早めに考えて
進めて行くことが必要です。
　クラブの優先事項と目標を考えます。強いク
ラブ、良いクラブとは人数が多いから良いクラ
ブ、強いクラブではありません。20人でも30
人でも自分たちのクラブが元気があって何か魅
力があれば、ちょっと声を掛けただけで入会し
てくるようになったという風にクラブの環境が
変わるかも知れません。
　最後になりますが、ロータリーコーディネー
ターの拝命を受けると任期は3年間で1年目に
研修を受けなければならないのですが、この間
氷点下10何度のシカゴ、エバーンストーンに
行って研修を受けて参りました。大変立派な
ロータリーの建物で、そこの中にいろいろな
ロータリーの施設が入っています。まず、建物
に入るとポール・ハリスの像が迎えてくれます。
像と握手をして並んで写真を撮るというのがい

い思い出になりました。セミナーの始まりは参
加者みんなで会議や講演を聞き、後は各部屋に
分かれて分科会を行い、いろんな国から来てい
る方々からいろんな情報を聞けます。感じたこ
とは女性の方が多いと云うことです。コーディ
ネーターの方々は皆パストガバナーですから、
他の国々は女性が多いと感じました。また、我々
を研修してくれるリーダーの方も女性の方がい
ると云うことは、既にコーディネーターの役割
を終わって我々これからコーディネーターにな
る人を研修する訳です。この方々も女性が多い
と感じました。
　第1ゾーンはRRFC（ロータリー財団地域コー
ディネーター）が第2510地区札幌の羽生さん、
私がRC（ロータリーコーディネーター）で、
RPIC（ロータリー公共イメージコーディネー
ター）が鈴木さん、EMGA（大口寄金／大口寄
付アドバイザー）が中谷さんです。いろんな意
味で第1ゾーンをサポートさせていただきま
す。何かあれば、呼んでいただければどこへで
も行きます。また、これは物凄いことですが8
月 3日には八戸での南グループインターシ
ティー・ミーティングに現RI会長が来るそうで
あります。登録料3,000円、懇親会7,000円の1
万円でRI会長に会えるわけですので、このよう
な機会とチャンスは滅多にありません。是非会
場が溢れるくらいご参加いただきたいと思いま
す。是非クラブ会長さん方にはより若い会員の
方にもお誘いいただいて、その場面を経験させ
てもらいたいと思います。与えられた30分、
皆さんにどれだけ役に立ったか分かりません
が、今日の私の話を皆さんのクラブに帰って時
間を作っていただき、会長からクラブ会員の皆
さんとお話しいただくことを祈念致します。ご
清聴ありがとうございました。
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回3年くらいは計画的に声を掛けていただきた
いと思います。最初に声を掛けた時とは事情も
変わってきますし、声を掛ける人も変われば状
況も変わってきます。キャピタルクラブと呼ば
れるクラブほど女性をあまり入れないのです。
「入れないと云うことではなくて入っていない」
そうですが、私に言わせれば女性の方々が入り
たいと思うようなクラブなのか、男性にとって
も女性にとっても入りたいと思われるようなク
ラブなのですかと云うことです。
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ができると思います。日本のロータリーも百年
間で世の中の状況も変わっています。ロータ
リーとライオンズしかなかった時代から地域に
よっては様々な勉強する機会を持つ会が増えて
きていますし、またそれらの会の方が敷居が低
く入り易いし強制的なものがないので楽だそう
です。しかしロータリーのブランドほど素晴ら
しいものはないと思いますし、そこでロータ
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例会以外でも触れていただきたいと思います。
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していきたいと思ってやっています。戦略計画
の中でこの地区の会員増強の必要性から41ク
ラブからクラブ数を増やすと云うこともありま
すが、41クラブのそれぞれのクラブの会員増
強を是非考えていただきたいと思います。
◎内部の環境としてクラブ会長、地区ガバナー
とどのように連携していくか。
◎クラブのために伝統、活性化、存在、地域奉
仕、職業奉仕の運営、発展。
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のクラブに合った会員増強の目標を考え、この
研修・協議会で出て来る地区からのメッセージ
やRIからのメッセージも参考にしながらクラブ
フォーラムなどで考えを整理します。クラブの
話し合いはビジョンに繋がります。
　先程成田さんの紹介がありましたが、地区は
地区でエレクト、ノミニー、ノミニーディジグ
ネートと将来に向かって進めています。クラブ
も同じです。早めにそういう方々と将来を考え
たり、5年後には必ず周年がある訳ですから5
年後の○○周年には何をやるか、財団のお金を
使いながら何か事業をやるかなどは急に考えて
行動に移せる訳はないですし、特に補助金など
はシステム上の手続きがある訳ですから、大き
な夢・ビジョンの作成のためには早めに考えて
進めて行くことが必要です。
　クラブの優先事項と目標を考えます。強いク
ラブ、良いクラブとは人数が多いから良いクラ
ブ、強いクラブではありません。20人でも30
人でも自分たちのクラブが元気があって何か魅
力があれば、ちょっと声を掛けただけで入会し
てくるようになったという風にクラブの環境が
変わるかも知れません。
　最後になりますが、ロータリーコーディネー
ターの拝命を受けると任期は3年間で1年目に
研修を受けなければならないのですが、この間
氷点下10何度のシカゴ、エバーンストーンに
行って研修を受けて参りました。大変立派な
ロータリーの建物で、そこの中にいろいろな
ロータリーの施設が入っています。まず、建物
に入るとポール・ハリスの像が迎えてくれます。
像と握手をして並んで写真を撮るというのがい

い思い出になりました。セミナーの始まりは参
加者みんなで会議や講演を聞き、後は各部屋に
分かれて分科会を行い、いろんな国から来てい
る方々からいろんな情報を聞けます。感じたこ
とは女性の方が多いと云うことです。コーディ
ネーターの方々は皆パストガバナーですから、
他の国々は女性が多いと感じました。また、我々
を研修してくれるリーダーの方も女性の方がい
ると云うことは、既にコーディネーターの役割
を終わって我々これからコーディネーターにな
る人を研修する訳です。この方々も女性が多い
と感じました。
　第1ゾーンはRRFC（ロータリー財団地域コー
ディネーター）が第2510地区札幌の羽生さん、
私がRC（ロータリーコーディネーター）で、
RPIC（ロータリー公共イメージコーディネー
ター）が鈴木さん、EMGA（大口寄金／大口寄
付アドバイザー）が中谷さんです。いろんな意
味で第1ゾーンをサポートさせていただきま
す。何かあれば、呼んでいただければどこへで
も行きます。また、これは物凄いことですが8
月 3日には八戸での南グループインターシ
ティー・ミーティングに現RI会長が来るそうで
あります。登録料3,000円、懇親会7,000円の1
万円でRI会長に会えるわけですので、このよう
な機会とチャンスは滅多にありません。是非会
場が溢れるくらいご参加いただきたいと思いま
す。是非クラブ会長さん方にはより若い会員の
方にもお誘いいただいて、その場面を経験させ
てもらいたいと思います。与えられた30分、
皆さんにどれだけ役に立ったか分かりません
が、今日の私の話を皆さんのクラブに帰って時
間を作っていただき、会長からクラブ会員の皆
さんとお話しいただくことを祈念致します。ご
清聴ありがとうございました。
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鈴木：沼田ガバナーエレク
トが是非次期活躍してい
ただきたい方々と云うこ
とで、ガバナー補佐にパ
ネリストになっていただ
きまして、今後の地区、
或いはクラブが活性化す
る方法をお話しいただきたいと思います。ま
ず、自己紹介をお願いします。お名前とロー
タリー歴、ロータリーに入会した理由と退会し
ない理由をお話しいただきたいと思います。

松山：野辺地RCの松山隆
志と申します。ロータリー
歴は17年です。入会の
きっかけは商工会青年部
を終了後何かやりたいと
思っているところにロー
タリークラブから誘われ
たことです。辞めない理由は一言で言います
と17年間で馴染んだからです。クラブは自
分がやりたいこと、やってみたいことを任せ
てくれる土壌があります。今までいろんなプ

パネルディスカッション
◎クラブ強化　◎会員増強　◎クラブを成長させよう

コーディネーター：次期地区研修リーダー　　　　　　　　鈴　木　唯　司 氏
　　オブザーバー：ガバナーエレクト　　　　　　　　　　沼　田　　　廣 氏
　　　パネリスト：次期東第１グループガバナー補佐　　　松　山　隆　志 氏
　　　　　　　　　次期東第２グループガバナー補佐　　　今　　　春　淑 氏
　　　　　　　　　次期西第１グループガバナー補佐　　　成　田　守　男 氏
　　　　　　　　　次期西第２グループガバナー補佐　　　中　畑　　　肇 氏
　　　　　　　　　次期南グループガバナー補佐　　　　　上　野　実　穂 氏
　　　　　　　　　次期中グループガバナー補佐　　　　　上　野　浩　之 氏
　　アドバイザー：次期ロータリーコーディネーター　　　菅　原　典　裕 氏

ロジェクトをやらせていただいて馴染んでし
まったのが一番の理由です。
今：十和田八甲RCの今と
申します。ロータリー歴
は15年です。入会理由
はゴルフやっていればい
いから入りなさいと言わ
れたのがきっかけです。
2011年の震災の年に幹
事をやり、会費の事やらでクラブが揉めてい
ましたが、当時ガバナーの小山内さんが辞め
ないで下さいと強くおっしゃっていたことが
記憶にあります。辞めない理由は仲間意識が
強く居心地がいいからです。
成田：鰺ヶ沢RC成田守男
です。入会して24～25
年になります。なぜ入会
したかと言うと誘われた
からです。入会した頃の
34～35歳の頃はあまり
酒も飲まずにただ先輩の
言いなりで付き合って来ましたが、今は酒を
飲むのが大好きになり夜例会を楽しんでいま
す。辞めない理由は辞められないからです。
中畑：弘前西RC中畑肇と
申します。ロータリー歴
は21年です。入会した
動機は最初ライオンズか
ら誘われたのですが、周
りの人に相談したところ
「格が違う」と云うこと
でロータリーに入ることにしました。継続し
ている理由はロータリーファミリーというか
居心地がよく、安心して居れて何かあった時
でも皆が協力してくれて頼りになる、そう言
う素晴らしさに甘えて、抜けるに抜けられな
い状態になっています。
上野実：八戸中央RC上野実穂と申します。入
会歴は17年目に入りました。入会のきっか
けは島村パストガバナーが当時県南を回って
おりました時にゴルフを企画する役目を仰せ

つかって、最初八戸RC
を紹介されましたが同業
者がいると云うことで現
在のクラブに入会させて
いただきました。なぜ居
るかと言いますと私は兵
庫県淡路島出身で島を出
てもう32年になり、今は友達はロータリア
ンとお客さんしかいない、だから辞められな
いので続けさせていただいております。
上野浩：青森北東RCに所
属しております上野浩之
でございます。ロータ
リー歴はまだ浅く8年で
す。入った理由は以前勤
務していた会社の社長が
ロータリークラブに入っ
ていまして、ロータリーという言葉は何とな
く耳に入っていまして、仕事の関係で誘われ
たのが一番の理由です。その誘われた方が断
りにくい方でしかもクラブの重鎮でございま
したので「昼に来て飯食って卓話聞いて帰れ
ばいい」と言われ、その簡単なノリで誘われ
ました。辞めない理由は先程松山さんも話し
ていたように慣れたからです。1年2年ロー
タリーに行くうちに異業種であまり顔を合わ
せたことのない人にでも慣れてきて、また、
奉仕活動をしていると勘違いかも知れません
が自分がちょっといい人に成れた気がして、
ずっと継続してロータリーに入っています。
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鈴木：沼田ガバナーエレク
トが是非次期活躍してい
ただきたい方々と云うこ
とで、ガバナー補佐にパ
ネリストになっていただ
きまして、今後の地区、
或いはクラブが活性化す
る方法をお話しいただきたいと思います。ま
ず、自己紹介をお願いします。お名前とロー
タリー歴、ロータリーに入会した理由と退会し
ない理由をお話しいただきたいと思います。

松山：野辺地RCの松山隆
志と申します。ロータリー
歴は17年です。入会の
きっかけは商工会青年部
を終了後何かやりたいと
思っているところにロー
タリークラブから誘われ
たことです。辞めない理由は一言で言います
と17年間で馴染んだからです。クラブは自
分がやりたいこと、やってみたいことを任せ
てくれる土壌があります。今までいろんなプ
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◎クラブ強化　◎会員増強　◎クラブを成長させよう

コーディネーター：次期地区研修リーダー　　　　　　　　鈴　木　唯　司 氏
　　オブザーバー：ガバナーエレクト　　　　　　　　　　沼　田　　　廣 氏
　　　パネリスト：次期東第１グループガバナー補佐　　　松　山　隆　志 氏
　　　　　　　　　次期東第２グループガバナー補佐　　　今　　　春　淑 氏
　　　　　　　　　次期西第１グループガバナー補佐　　　成　田　守　男 氏
　　　　　　　　　次期西第２グループガバナー補佐　　　中　畑　　　肇 氏
　　　　　　　　　次期南グループガバナー補佐　　　　　上　野　実　穂 氏
　　　　　　　　　次期中グループガバナー補佐　　　　　上　野　浩　之 氏
　　アドバイザー：次期ロータリーコーディネーター　　　菅　原　典　裕 氏

ロジェクトをやらせていただいて馴染んでし
まったのが一番の理由です。
今：十和田八甲RCの今と
申します。ロータリー歴
は15年です。入会理由
はゴルフやっていればい
いから入りなさいと言わ
れたのがきっかけです。
2011年の震災の年に幹
事をやり、会費の事やらでクラブが揉めてい
ましたが、当時ガバナーの小山内さんが辞め
ないで下さいと強くおっしゃっていたことが
記憶にあります。辞めない理由は仲間意識が
強く居心地がいいからです。
成田：鰺ヶ沢RC成田守男
です。入会して24～25
年になります。なぜ入会
したかと言うと誘われた
からです。入会した頃の
34～35歳の頃はあまり
酒も飲まずにただ先輩の
言いなりで付き合って来ましたが、今は酒を
飲むのが大好きになり夜例会を楽しんでいま
す。辞めない理由は辞められないからです。
中畑：弘前西RC中畑肇と
申します。ロータリー歴
は21年です。入会した
動機は最初ライオンズか
ら誘われたのですが、周
りの人に相談したところ
「格が違う」と云うこと
でロータリーに入ることにしました。継続し
ている理由はロータリーファミリーというか
居心地がよく、安心して居れて何かあった時
でも皆が協力してくれて頼りになる、そう言
う素晴らしさに甘えて、抜けるに抜けられな
い状態になっています。
上野実：八戸中央RC上野実穂と申します。入
会歴は17年目に入りました。入会のきっか
けは島村パストガバナーが当時県南を回って
おりました時にゴルフを企画する役目を仰せ

つかって、最初八戸RC
を紹介されましたが同業
者がいると云うことで現
在のクラブに入会させて
いただきました。なぜ居
るかと言いますと私は兵
庫県淡路島出身で島を出
てもう32年になり、今は友達はロータリア
ンとお客さんしかいない、だから辞められな
いので続けさせていただいております。

上野浩：青森北東RCに所
属しております上野浩之
でございます。ロータ
リー歴はまだ浅く8年で
す。入った理由は以前勤
務していた会社の社長が
ロータリークラブに入っ
ていまして、ロータリーという言葉は何とな
く耳に入っていまして、仕事の関係で誘われ
たのが一番の理由です。その誘われた方が断
りにくい方でしかもクラブの重鎮でございま
したので「昼に来て飯食って卓話聞いて帰れ
ばいい」と言われ、その簡単なノリで誘われ
ました。辞めない理由は先程松山さんも話し
ていたように慣れたからです。1年2年ロー
タリーに行くうちに異業種であまり顔を合わ
せたことのない人にでも慣れてきて、また、
奉仕活動をしていると勘違いかも知れません
が自分がちょっといい人に成れた気がして、
ずっと継続してロータリーに入っています。
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鈴木：ありがとうございます。やっぱりクラブ
に馴染んでいる方がガバナー補佐に選ばれる
気がします。では「クラブを成長させる」と
いう観点の下に、最も必要と思われることを
自分なりにお考えになってお答え下さい。但
し、会員増強については菅原コーディネー
ターが基調講演でお話いたしましたので、特
に会員を退会させないためにはどう云うこと
が必要であるかご意見をいただきたいと思い
ます。
上野浩：戦略委員会の中で退会防止について今
年2度ほど話し合いました。退会理由として
①高齢のため健康面が思わしくない、②仕事
が思わしくなく継続できない、③クラブの奉
仕活動に付いていけない、④人間関係がうま
くいかないという4点が挙げられました。①と
②はどうしようもない感じがしますが、③と④に
ついてはクラブの人たちによって防止できる
のではないかと思います。例会で座る席が固
定化していつも何となく来て何となく帰るよ
うな雰囲気も人との付き合い方を悪くしてい
る要因ではないかと云うことで、今年は
S.A.A.が例えば血液型で席を決めたり席順に
気を配って誰とでも話をできるよう工夫して
人に慣れて行くという方法を取っています。
上野実：高齢や病気はある意味致し方ないです
が、あと会費は納めていても例会に出てこな
い、いわば退会予備軍のような会員がいます。
今年、そういった方にS.A.A.や幹事と言った
重要な役割を充てたところ出席率が1割ほど
上がり、何より実際やってみたら楽しいよう
でした。「一人一人が主役のクラブ運営」と
いうのを打ち出して誕生日のスピーチには必
ず本人と奥さんの事を話してもらったり、委
員会の中でも委員長だけでなく委員全員に話
す機会を与えるなどして楽しい例会運営に取
り組んでいます。
鈴木：幽霊会員をインスパイアするのは大変重
要なことですね。
中畑：当クラブも毎回当日の出席率は50％前
後なのですが、退会防止の観点から考えると

出席率を上げてみんなと同じ環境、同じ空気
の中、同じ目線で物事を見て参加してもらう
のが良いと思いますが、職種によって、或い
は会社の代表者でない立場の方などの場合は
なかなか出席が叶わない人もいます。あと、
先程もお話にあった会費要員的な方も例会に
は出なくてもある飲み屋さんではいつも会っ
たりして、例会に出席するよう促したりして
います。やはり、いろいろお願いして、例え
ばMy Rotaryの登録など一つ一つ協力しても
らいながら引きずり込んでいけばだんだん居
心地がよくなって定着してくるのではないか
と思います。

成田：一つには政治の話をしないということが
挙げられます。去年選挙があり、お酒を飲み
ながら話をしている席でどうしても政治の話
になり、結局一人が退会しました。くれぐれ
も政治と宗教の話をしてはいけないと今思っ
ております。

今：ロータリーは勝手に入会することはできま
せん。誰か辞めたいという人が出た場合はま
ず推薦者にお願いして、勝手には入られない
ロータリーのシステムを理解してもらって、
その上で会長・幹事が本人をお誘いして理由
などをお聞きします。今のところ病気などの
他は退会した人はいませんし、そういう厳し
さも私自身理解しております。退会したいと
いう人には一生懸命サポートしていくつもり
ですし、これまでもその年毎の会長・幹事の
言い分を会員が聞き入れてくれていると感じ
ていますし、先輩方の教育がしっかりしてい
るからだとも思っております。

松山：私共は18名の小ぶりなクラブですので
例会に欠席者が出るとその一つ二つの空席が
非常に目立つものですから、どうしても出席
しなきゃならないという風潮がある感じがし
ます。ただ、辞める辞めないの話になると、
入った当初から辞めるという人も結構います
し、また、年数経った人の中にも「もうそろ
そろいいから」と言って辞める人もいます。
今現在のメンバーはそれが具現化していなく

て、なかなか辞める人もいません。裏を返せ
ば人数が少ないと云うことは退会防止にあま
り配慮していないということになると思いま
す。小さいクラブですので全員が何らかの役
職に就いています。巡って重要な役割につい
た時に大変でやり切れないという話も勿論出
ますし、これが重荷になって面白くないと思
う人はいるかも知れませんが、大体が1年間
やれば終わりますから何とかやっていると思
います。「もう辞める、もうやらない」と言
う人たちもみんなの中で馴染んでもらってあ
る程度の役職を達成していただく様にやって
行けばその人も考えが変わってくると思いま
す。「辞めたい」と言われれば「じゃあ辞め
れば」とは軽く言いながらも、「本当は辞め
ると面白くないなあ」と思わせるように話を
持って行くのが我々の務めかなあと思ってお
ります。
鈴木：なかなか引き留めるにはご苦労すると思
いますが、今さんにお聞きします。先程の推
薦者にまず話してもらうというこの効果は実
際にありますか。
今：はい。実際にあります。
鈴木：幽霊会員を役職に就けるというお話があ
りましたが、どうでしたでしょう。
上野浩：細則を改正して副幹事を2名に増やし、
幽霊会員の方お一人副幹事になっていただ
き、例会の司会をお願いして、欠席の場合も
う一人の副幹事が司会する形をとりました
が、効果ありませんでした。
鈴木：菅原さん、退会をどのように留めるかに
ついては如何ですか。
菅原：先程ガバナー補佐の
方々から「年数を重ねれ
ば馴染んで居心地がよ
く、なかなか辞められな
い」というキーワードが
ありましたが、そこに行
くまでは単純に言えば
我々のクラブで言うと3か月間、月4回です
から3か月間12回どうクラブ例会に出て来る

かと云うことを一番大切にしています。クラ
ブの物語など例会で食事しながらちょっと話
をしたり、ロータリーに入ってこんなに為に
なったよと云うことを5分、10分のメッセー
ジを伝えてあげることをしています。それで、
3か月やると何となく「毎週出て行かなきゃ
ならないのかなあ」という気持ちになって行
きます。夜例会は毎月第3木曜日と決めてア
ルコールを入れて実施しています。入会して
きたときにMy Rotaryの手続きは100％させ
ます。すると入会後にちょっとロータリーの
事を知りたいなあと思ったときに直ぐに見る
ことができます。年配の方、若い人に関わら
ずそういうサポートはしてあげて下さい。
　私も鈴木さんと同期にガバナーを務めました
が、公式訪問の時に私の隣の席は必ず新会員
か入会間もない会員にしてもらいました。限
られた機会の中でそういう方にガバナーと接
するチャンスを与えたかったからです。
鈴木：沼田さん、会員がますます増えて昇り龍
のクラブですが、退会する方はいらっしゃい
ますか？
沼田：私、青森RCですが、
今さんの十和田八甲RC
さんとは地区でトップ争
いをしていますが、辞め
る方は確かにいます。た
だ、入る方が多いので結
果的には数字は伸びてい
るのですが、辞める方に聞くとそれぞれ個別
の理由があります。病気の問題、高齢の問題、
仕事の問題など共通理由はあるのですが、居
場所が無かったという人もいます。ですから
今いろいろとお話を聞いていますと、そう云
う居場所を作ってあげることが大切だなあと
思いますし、先程菅原さんがおっしゃった先
輩の方にケアしていただく、特に入会後3か
月間はと云う話ですが大切なことだと思いま
す。また、うちのクラブは同好会が沢山あり
まして、いわゆる奉仕活動を一生懸命やる中
で大変それが楽しくなってくると云うことは
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鈴木：ありがとうございます。やっぱりクラブ
に馴染んでいる方がガバナー補佐に選ばれる
気がします。では「クラブを成長させる」と
いう観点の下に、最も必要と思われることを
自分なりにお考えになってお答え下さい。但
し、会員増強については菅原コーディネー
ターが基調講演でお話いたしましたので、特
に会員を退会させないためにはどう云うこと
が必要であるかご意見をいただきたいと思い
ます。
上野浩：戦略委員会の中で退会防止について今
年2度ほど話し合いました。退会理由として
①高齢のため健康面が思わしくない、②仕事
が思わしくなく継続できない、③クラブの奉
仕活動に付いていけない、④人間関係がうま
くいかないという4点が挙げられました。①と
②はどうしようもない感じがしますが、③と④に
ついてはクラブの人たちによって防止できる
のではないかと思います。例会で座る席が固
定化していつも何となく来て何となく帰るよ
うな雰囲気も人との付き合い方を悪くしてい
る要因ではないかと云うことで、今年は
S.A.A.が例えば血液型で席を決めたり席順に
気を配って誰とでも話をできるよう工夫して
人に慣れて行くという方法を取っています。
上野実：高齢や病気はある意味致し方ないです
が、あと会費は納めていても例会に出てこな
い、いわば退会予備軍のような会員がいます。
今年、そういった方にS.A.A.や幹事と言った
重要な役割を充てたところ出席率が1割ほど
上がり、何より実際やってみたら楽しいよう
でした。「一人一人が主役のクラブ運営」と
いうのを打ち出して誕生日のスピーチには必
ず本人と奥さんの事を話してもらったり、委
員会の中でも委員長だけでなく委員全員に話
す機会を与えるなどして楽しい例会運営に取
り組んでいます。
鈴木：幽霊会員をインスパイアするのは大変重
要なことですね。
中畑：当クラブも毎回当日の出席率は50％前
後なのですが、退会防止の観点から考えると

出席率を上げてみんなと同じ環境、同じ空気
の中、同じ目線で物事を見て参加してもらう
のが良いと思いますが、職種によって、或い
は会社の代表者でない立場の方などの場合は
なかなか出席が叶わない人もいます。あと、
先程もお話にあった会費要員的な方も例会に
は出なくてもある飲み屋さんではいつも会っ
たりして、例会に出席するよう促したりして
います。やはり、いろいろお願いして、例え
ばMy Rotaryの登録など一つ一つ協力しても
らいながら引きずり込んでいけばだんだん居
心地がよくなって定着してくるのではないか
と思います。

成田：一つには政治の話をしないということが
挙げられます。去年選挙があり、お酒を飲み
ながら話をしている席でどうしても政治の話
になり、結局一人が退会しました。くれぐれ
も政治と宗教の話をしてはいけないと今思っ
ております。

今：ロータリーは勝手に入会することはできま
せん。誰か辞めたいという人が出た場合はま
ず推薦者にお願いして、勝手には入られない
ロータリーのシステムを理解してもらって、
その上で会長・幹事が本人をお誘いして理由
などをお聞きします。今のところ病気などの
他は退会した人はいませんし、そういう厳し
さも私自身理解しております。退会したいと
いう人には一生懸命サポートしていくつもり
ですし、これまでもその年毎の会長・幹事の
言い分を会員が聞き入れてくれていると感じ
ていますし、先輩方の教育がしっかりしてい
るからだとも思っております。

松山：私共は18名の小ぶりなクラブですので
例会に欠席者が出るとその一つ二つの空席が
非常に目立つものですから、どうしても出席
しなきゃならないという風潮がある感じがし
ます。ただ、辞める辞めないの話になると、
入った当初から辞めるという人も結構います
し、また、年数経った人の中にも「もうそろ
そろいいから」と言って辞める人もいます。
今現在のメンバーはそれが具現化していなく

て、なかなか辞める人もいません。裏を返せ
ば人数が少ないと云うことは退会防止にあま
り配慮していないということになると思いま
す。小さいクラブですので全員が何らかの役
職に就いています。巡って重要な役割につい
た時に大変でやり切れないという話も勿論出
ますし、これが重荷になって面白くないと思
う人はいるかも知れませんが、大体が1年間
やれば終わりますから何とかやっていると思
います。「もう辞める、もうやらない」と言
う人たちもみんなの中で馴染んでもらってあ
る程度の役職を達成していただく様にやって
行けばその人も考えが変わってくると思いま
す。「辞めたい」と言われれば「じゃあ辞め
れば」とは軽く言いながらも、「本当は辞め
ると面白くないなあ」と思わせるように話を
持って行くのが我々の務めかなあと思ってお
ります。
鈴木：なかなか引き留めるにはご苦労すると思
いますが、今さんにお聞きします。先程の推
薦者にまず話してもらうというこの効果は実
際にありますか。
今：はい。実際にあります。
鈴木：幽霊会員を役職に就けるというお話があ
りましたが、どうでしたでしょう。
上野浩：細則を改正して副幹事を2名に増やし、
幽霊会員の方お一人副幹事になっていただ
き、例会の司会をお願いして、欠席の場合も
う一人の副幹事が司会する形をとりました
が、効果ありませんでした。
鈴木：菅原さん、退会をどのように留めるかに
ついては如何ですか。
菅原：先程ガバナー補佐の
方々から「年数を重ねれ
ば馴染んで居心地がよ
く、なかなか辞められな
い」というキーワードが
ありましたが、そこに行
くまでは単純に言えば
我々のクラブで言うと3か月間、月4回です
から3か月間12回どうクラブ例会に出て来る

かと云うことを一番大切にしています。クラ
ブの物語など例会で食事しながらちょっと話
をしたり、ロータリーに入ってこんなに為に
なったよと云うことを5分、10分のメッセー
ジを伝えてあげることをしています。それで、
3か月やると何となく「毎週出て行かなきゃ
ならないのかなあ」という気持ちになって行
きます。夜例会は毎月第3木曜日と決めてア
ルコールを入れて実施しています。入会して
きたときにMy Rotaryの手続きは100％させ
ます。すると入会後にちょっとロータリーの
事を知りたいなあと思ったときに直ぐに見る
ことができます。年配の方、若い人に関わら
ずそういうサポートはしてあげて下さい。

　私も鈴木さんと同期にガバナーを務めました
が、公式訪問の時に私の隣の席は必ず新会員
か入会間もない会員にしてもらいました。限
られた機会の中でそういう方にガバナーと接
するチャンスを与えたかったからです。

鈴木：沼田さん、会員がますます増えて昇り龍
のクラブですが、退会する方はいらっしゃい
ますか？

沼田：私、青森RCですが、
今さんの十和田八甲RC
さんとは地区でトップ争
いをしていますが、辞め
る方は確かにいます。た
だ、入る方が多いので結
果的には数字は伸びてい
るのですが、辞める方に聞くとそれぞれ個別
の理由があります。病気の問題、高齢の問題、
仕事の問題など共通理由はあるのですが、居
場所が無かったという人もいます。ですから
今いろいろとお話を聞いていますと、そう云
う居場所を作ってあげることが大切だなあと
思いますし、先程菅原さんがおっしゃった先
輩の方にケアしていただく、特に入会後3か
月間はと云う話ですが大切なことだと思いま
す。また、うちのクラブは同好会が沢山あり
まして、いわゆる奉仕活動を一生懸命やる中
で大変それが楽しくなってくると云うことは
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大切なことだと思いますが、それ以外にもク
ラブの中に同好会をいろいろお作りになった
ら、それがきっかけで辞めなくなると云うこ
ともあると思います。
鈴木：やはりクラブで楽しく活動している方は
退会しないと思うので、いつも奉仕活動をす
る方が決まっていて、それほどクラブの活動
に積極的でない方を引き込む方法をお考えで
しょうか。松山さんのクラブは奉仕活動に積
極的ですが、殆どの方が参加されますか？
松山：殆どの場合が奉仕活動全員参加しないと
出来ないものですから、そのようにしており
ます。
鈴木：それは入会した時にうちのクラブはこの
ような風習だと云うことを話されているんで
すか？
松山：一切話をしていません。入会してからこ
のような奉仕活動を行っていると云うことで
自然とみんながやるものですから、やらない
と自分が浮いてしまうんです。
鈴木：今さんの所はどうですか？奉仕活動をあ
まりしない人が興味を失って辞めて行くと云
うことはありませんか？
今：決まってはいませんが、補助金をもらって
ラグビーとか、桜を守る会とか5つぐらい事
業をやっていますが、クラブの人数も多いの
でその都度自分が興味がある活動に参加して
くれていると思います。先程沼田エレクトが
おっしゃったようにうちのクラブも同好会が
多く遊びが多くて辞めないのかなと思ってお
ります。
鈴木：成田さん、奉仕活動する人が決まってし
まっていると云うことはないですか？
成田：はっきり言ってうちのクラブは会員数が
14名ですので、休んでいる人は仲間外れに
なってしまうので出るしかないです。
鈴木：入会の時にこう云う奉仕活動をしている
ので参加して下さいねと云うことは話されま
すか？
成田：いいえ。全て入会してからです。
鈴木：中畑さんの所はどうですか？

中畑：3分の1くらいの参加で、決まった人が
出ている傾向が強いですね。あと、会長・幹
事は毎年変わるのでその年度は参加していま
すが、事業によっては設備等の事情で係が決
まっているものがありますので、その事業毎
に違ってはいますがなかなか全員参加と云う
のは厳しい状況にあるのが現実です。

鈴木：積極的に参加されるような何か対策は講
じられますか？

中畑：一人でも多く動員して欲しいので皆に声
掛けはしますが、他の予定や他の会の日程が
入るなど理由は様々です。様々な地域の会が
あって、その複数の会に入っている人が多く、
その中の役職も毎年変わるので、ロータリー
を最優先に考えるのが難しくなっていると思
います。

鈴木：南グループ上野さんは如何ですか？
上野実：私のクラブも会員が24名で人数が少
ないのですが、一番参加率が良いのがイン
ターアクトで半分くらいは来てくれます。委
員会の委員長が奉仕活動をやらない時もある
んです。例えば職業奉仕はここ数年職場訪問
などの活動が停滞しています。積極的な委員
会には会員は参加しますが、それでも半分く
らいです。入会の時には特段奉仕活動への参
加についてお願いはしていなくて、年度が始
まってその行事の都度にお願いしているのが
現状です。

鈴木：中グループ上野さんにお伺いします。幽
霊会員や奉仕活動に参加しない会員を退会さ
せないために細則を見直してますか？例えば
例会に出やすいように回数を減らすだとかし
ていますか？

上野浩：一昨年から戦略委員会を立ち上げて、
つい先日も委員会がありまして、ここで話さ
れている内容そのままについての対応を考え
ております。その中で細則にまで関わる話で
はありませんが、会員増強について重鎮の方
から昔は会員全員が増強委員だったという話
を聞かされました。先程、菅原コーディネー
ターから大宮西RCの一人が一人を誘うとい

うお話を聞いて実際にあるのだなあと思いま
したが、委員長一人で頑張るのではなく、継
続性を持たせるためには全員を増強委員とす
るように変えることを検討していまして、そ
れが細則に関わるのであれば改正しようと考
えております。
鈴木：皆さん実際にクラブの会員が満足してい
るかという評価はしていますか？
上野実：満足しているかとかそう云うアンケー
トとかは取ったことはありませんが、会長と
か今回のガバナー補佐とか決めるときは記名
式のアンケートを取ってやっていますので割
と民主主義的なクラブではあるかなと思いま
す。今度満足度についてもアンケートを取っ
てみます。
中畑：満足度については半分居るかどうかだと
見受けられます。その理由は出席率に繋がっ
てくると思いますが、いつも出てくれるのは
半分くらいですので、今度は逆にあまり出席
しない残りの半分の方の意見を集めて改善策
がどの辺にあるのか見い出せればいいのかな
あと思います。
鈴木：その満足していないと云う理由に対して
首脳部はどう反応しますか？
中畑：その時の会長・幹事の考え方もあります
が、何処までその意見を反映できるかとか、
細則の変えられる部分・変えられない部分、
また変えないといけない部分・変えてはいけ
ない部分という所まで含めてまだ進んでいな
い様な気がします。
成田：出席率から行くと9割くらいですので満
足度は9割と言いたいですが、私の感覚で行
くと実質は6～7割だと思います。うちのク
ラブは月2回は夜例会ですが、毎回毎回マン
ネリ化してきています。違う血を卓話者とし
て入れて話を聞いた後に一緒にお酒を飲めれ
ば話題も広がるし、深まって満足度が上がる
と思います。
今：私が第15代会長で16代目に15周年を迎え
当クラブだけで周年行事を行いました。その
年のガバナーが鈴木パストガバナーでした。

それで戦略委員会を作るようご指導を受けた
時にアンケートをした結果、約9割が満足し
ているとの回答でしたので、十分満足してい
るんだなと云う感覚は得てます。何か問題が
発生した時は歴代会長全員集まってもらって
話し合いの結果、それを戦略計画委員会に
持って行くこととしています。
松山：満足度を計る尺度というものが感覚的に
無いんです。満足しているかどうかの観点に
於いては、クラブの活動をしている中でみん
なが楽しんでいるのが満足していることなの
か、或いはみんなが出てきてくれて楽しく
やった結果が出て満足するのか、何れにして
もうちのクラブはみんなが満足しているので
はないかと思います。それと会員皆が出席率
にこだわりがあって、休むと必ずメーキャッ
プする努力をしますし、この活動はメー
キャップになるのかどうか自然に問合せの連
絡がきます。
鈴木：クラブの伝統ですか？
松山：伝統だそうです。
上野浩：うちのクラブの会員数は現在30名で
す。青森市東岳の看板設置事業や平和公園の
ロータリー花壇などの奉仕活動に参加するの
は大体3分の1くらい、そして夜例会の参加
状況も同じくらいです。夜例会は会費2～3
千円徴収していますが、試算では47～48名
の会員数であれば夜例会で会費を徴収しなく
ても賄えるようですので、中長期計画ではと
りあえず会員数40名を目標におき、最終的
には50名を目指すこととしております。
沼田：今、満足度の話でMy Rotaryに登録され
ている方は分かると思いますが、クラブの健
康チェックとか会員満足度調査と云うところ
があります。それをダウンロードしてチェッ
クしていただくと割と客観的に分かりますの
で是非活用願いたいと思います。
鈴木：昨年、いや今年でしたか会員増強委員会、
三上さんが委員長だった時に会員の満足度、
クラブの評価をする資料が各クラブに渡った
んです。そういうのを使っていただければク
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大切なことだと思いますが、それ以外にもク
ラブの中に同好会をいろいろお作りになった
ら、それがきっかけで辞めなくなると云うこ
ともあると思います。
鈴木：やはりクラブで楽しく活動している方は
退会しないと思うので、いつも奉仕活動をす
る方が決まっていて、それほどクラブの活動
に積極的でない方を引き込む方法をお考えで
しょうか。松山さんのクラブは奉仕活動に積
極的ですが、殆どの方が参加されますか？
松山：殆どの場合が奉仕活動全員参加しないと
出来ないものですから、そのようにしており
ます。
鈴木：それは入会した時にうちのクラブはこの
ような風習だと云うことを話されているんで
すか？
松山：一切話をしていません。入会してからこ
のような奉仕活動を行っていると云うことで
自然とみんながやるものですから、やらない
と自分が浮いてしまうんです。
鈴木：今さんの所はどうですか？奉仕活動をあ
まりしない人が興味を失って辞めて行くと云
うことはありませんか？
今：決まってはいませんが、補助金をもらって
ラグビーとか、桜を守る会とか5つぐらい事
業をやっていますが、クラブの人数も多いの
でその都度自分が興味がある活動に参加して
くれていると思います。先程沼田エレクトが
おっしゃったようにうちのクラブも同好会が
多く遊びが多くて辞めないのかなと思ってお
ります。
鈴木：成田さん、奉仕活動する人が決まってし
まっていると云うことはないですか？
成田：はっきり言ってうちのクラブは会員数が
14名ですので、休んでいる人は仲間外れに
なってしまうので出るしかないです。
鈴木：入会の時にこう云う奉仕活動をしている
ので参加して下さいねと云うことは話されま
すか？
成田：いいえ。全て入会してからです。
鈴木：中畑さんの所はどうですか？

中畑：3分の1くらいの参加で、決まった人が
出ている傾向が強いですね。あと、会長・幹
事は毎年変わるのでその年度は参加していま
すが、事業によっては設備等の事情で係が決
まっているものがありますので、その事業毎
に違ってはいますがなかなか全員参加と云う
のは厳しい状況にあるのが現実です。

鈴木：積極的に参加されるような何か対策は講
じられますか？

中畑：一人でも多く動員して欲しいので皆に声
掛けはしますが、他の予定や他の会の日程が
入るなど理由は様々です。様々な地域の会が
あって、その複数の会に入っている人が多く、
その中の役職も毎年変わるので、ロータリー
を最優先に考えるのが難しくなっていると思
います。

鈴木：南グループ上野さんは如何ですか？
上野実：私のクラブも会員が24名で人数が少
ないのですが、一番参加率が良いのがイン
ターアクトで半分くらいは来てくれます。委
員会の委員長が奉仕活動をやらない時もある
んです。例えば職業奉仕はここ数年職場訪問
などの活動が停滞しています。積極的な委員
会には会員は参加しますが、それでも半分く
らいです。入会の時には特段奉仕活動への参
加についてお願いはしていなくて、年度が始
まってその行事の都度にお願いしているのが
現状です。

鈴木：中グループ上野さんにお伺いします。幽
霊会員や奉仕活動に参加しない会員を退会さ
せないために細則を見直してますか？例えば
例会に出やすいように回数を減らすだとかし
ていますか？

上野浩：一昨年から戦略委員会を立ち上げて、
つい先日も委員会がありまして、ここで話さ
れている内容そのままについての対応を考え
ております。その中で細則にまで関わる話で
はありませんが、会員増強について重鎮の方
から昔は会員全員が増強委員だったという話
を聞かされました。先程、菅原コーディネー
ターから大宮西RCの一人が一人を誘うとい

うお話を聞いて実際にあるのだなあと思いま
したが、委員長一人で頑張るのではなく、継
続性を持たせるためには全員を増強委員とす
るように変えることを検討していまして、そ
れが細則に関わるのであれば改正しようと考
えております。
鈴木：皆さん実際にクラブの会員が満足してい
るかという評価はしていますか？
上野実：満足しているかとかそう云うアンケー
トとかは取ったことはありませんが、会長と
か今回のガバナー補佐とか決めるときは記名
式のアンケートを取ってやっていますので割
と民主主義的なクラブではあるかなと思いま
す。今度満足度についてもアンケートを取っ
てみます。
中畑：満足度については半分居るかどうかだと
見受けられます。その理由は出席率に繋がっ
てくると思いますが、いつも出てくれるのは
半分くらいですので、今度は逆にあまり出席
しない残りの半分の方の意見を集めて改善策
がどの辺にあるのか見い出せればいいのかな
あと思います。
鈴木：その満足していないと云う理由に対して
首脳部はどう反応しますか？
中畑：その時の会長・幹事の考え方もあります
が、何処までその意見を反映できるかとか、
細則の変えられる部分・変えられない部分、
また変えないといけない部分・変えてはいけ
ない部分という所まで含めてまだ進んでいな
い様な気がします。
成田：出席率から行くと9割くらいですので満
足度は9割と言いたいですが、私の感覚で行
くと実質は6～7割だと思います。うちのク
ラブは月2回は夜例会ですが、毎回毎回マン
ネリ化してきています。違う血を卓話者とし
て入れて話を聞いた後に一緒にお酒を飲めれ
ば話題も広がるし、深まって満足度が上がる
と思います。
今：私が第15代会長で16代目に15周年を迎え
当クラブだけで周年行事を行いました。その
年のガバナーが鈴木パストガバナーでした。

それで戦略委員会を作るようご指導を受けた
時にアンケートをした結果、約9割が満足し
ているとの回答でしたので、十分満足してい
るんだなと云う感覚は得てます。何か問題が
発生した時は歴代会長全員集まってもらって
話し合いの結果、それを戦略計画委員会に
持って行くこととしています。

松山：満足度を計る尺度というものが感覚的に
無いんです。満足しているかどうかの観点に
於いては、クラブの活動をしている中でみん
なが楽しんでいるのが満足していることなの
か、或いはみんなが出てきてくれて楽しく
やった結果が出て満足するのか、何れにして
もうちのクラブはみんなが満足しているので
はないかと思います。それと会員皆が出席率
にこだわりがあって、休むと必ずメーキャッ
プする努力をしますし、この活動はメー
キャップになるのかどうか自然に問合せの連
絡がきます。

鈴木：クラブの伝統ですか？
松山：伝統だそうです。
上野浩：うちのクラブの会員数は現在30名で
す。青森市東岳の看板設置事業や平和公園の
ロータリー花壇などの奉仕活動に参加するの
は大体3分の1くらい、そして夜例会の参加
状況も同じくらいです。夜例会は会費2～3
千円徴収していますが、試算では47～48名
の会員数であれば夜例会で会費を徴収しなく
ても賄えるようですので、中長期計画ではと
りあえず会員数40名を目標におき、最終的
には50名を目指すこととしております。

沼田：今、満足度の話でMy Rotaryに登録され
ている方は分かると思いますが、クラブの健
康チェックとか会員満足度調査と云うところ
があります。それをダウンロードしてチェッ
クしていただくと割と客観的に分かりますの
で是非活用願いたいと思います。

鈴木：昨年、いや今年でしたか会員増強委員会、
三上さんが委員長だった時に会員の満足度、
クラブの評価をする資料が各クラブに渡った
んです。そういうのを使っていただければク
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ラブの評価に大変役立ちますので、沼田エレ
クトが言われたようにみなさん使っていただ
ければと思います。菅原さん、このような資
料を使って評価が出た時にどのように対応す
ればよいのでしょう。
菅原：会長とかがもう一回自分なりに中身を分
析してみると宜しいんじゃないでしょうか。
やはりデーターはあくまでデーターですので
自分のクラブとかいろんなものに当てはめる
のをしっかりやってもらった方が宜しいかな
と思います。
鈴木：最後、会員増強についてお話しいただき
たいと思います。会員増強は皆さん苦労され
ていると思いますのでいろんな方法が出てい
ますが、衛星クラブ或いはEクラブについて
どういうふうにお考えでしょう。
上野浩：Eクラブについて私が調べたクラブは
入会金が3万円、年会費が5万円と云うもの
でした。メリットとしてはインターネットに
繋げる環境にあれば24時間何時でも例会に
参加できますので、仕事が終わって一段落し
てからでも例会に入って行ってメーキャップ
できます。ただ、ちょっとネットを見ている
だけで、チャットはするかもしれませんが、
それで入会金3万円と年会費5万円では新規
に会員としてなかなか入る人がいないのでは
ないかと思います。高齢で足が悪くなったと
か、車の運転もできなくなったなど例会場に
行けない人で、今までロータリーの会員だっ
た人がEクラブに切り替えてロータリーを続
けたいという場合には宜しいかと思います。
中畑：やはりロータリーは親睦が大事というか
Face To Faceが主ですからEクラブがなかな
か伸びて行かないというのはそこいら辺りに
要因があるんではないでしょうか。
松山：今もお話のようにロータリーは親睦と云
うのが大きな柱の一つになっています。果た
してEクラブがそれを達成できるか疑問で
す。それともう一つ、クラブ活動をやる場合
には一堂に会して行うという気持ちがあれば
例えば海外での奉仕活動もできる訳で、ネッ

トに繋げるだけで行き易いから、入り易いか
らという理由だけで大きくして行けるのかど
うかちょっと疑問に思いますので、今のとこ
ろはもう少し勉強が必要かなと思っておりま
した。

鈴木：フロアーから申し訳ありませんが増強委
員長の中村さん、衛星クラブ如何ですか？

中村：八戸西RCが今3年目になりますが、設立
時に会員が20名いなければなりませんから、
一国一城の主を20名見つけるというのは至
難の業なんです。ちょうどその時に「まず衛
星クラブを作って、それから会員を増やして
新クラブに移行しなさい」というルールがで
きた訳です。私にとっては非常にありがたく
て、新クラブの結成に繋がりましたので本当
に助かったし良かったと思っています。衛星
クラブ設立の際には祝賀会を開きました。南
グループを挙げて出席して応援致しました。
すると、設立時のメンバー8名がいろんな
方々と顔を合わせ、こういう方々がいて応援
してくれるんだという気持ちで会員を集めて
行ってくれました。本当に良い制度だと思い
ます。

鈴木：上野さんは衛星クラブの親クラブになら
れましたが。

上野実：中村さんが一生懸命やっておられて、
その都度呼び出しされて、きざん八戸でやっ
た時に入会予定者が3名なのにパストガバ
ナーが5名も来て下さって、これどうしよう
と思ったことが何回もありました。それがあ
るときある一人の会員の入会をきっかけに一
気に会員が増えて衛星クラブから本クラブに
なったのですが、衛星クラブはそういう意味
では本当に素晴らしいと思います。

鈴木：弘前アップルRCの関場先生、クラブはE
クラブではないけれども例会をネットでやっ
てらっしゃったのですが、若い人中心のEク
ラブの可能性はどんなものでしょうか。

関場：私は6年前に弘前アップルRCの特別代表
を務め立ち上げたのですが、私自身はEクラ
ブはあまり好まなかったのですが、私自身が

立ち上げたクラブですので、ハイブリッドク
ラブとして普通の例会を月3回、E例会を月1
回やることを目指していました。でも、なか
なか私が理想とするE例会には程遠いような
段階なんです。ただ、若い人が多いので、例
えば出張が多くても出張先から例会に入って
来れるような例会が開けることを理想として
いますが、それはクラブのメンバーが積極的
に参加できるようにクラブが考えて行かなく
てはいけないと思います。E例会やEクラブ
が良いとか悪いとか云う問題ではなく、今は
普通のクラブもEクラブも垣根がない訳です
から、それがクラブとしてどうしたらもっと
会員が増えて盛り上がって行けるのかと云う
ことを考えた時にE例会と云う選択肢は十分
にあると思います。既存の古いクラブで今伸
び悩んでいるところがあればネットの例会と
云うのは十分考える余地があるし、大きな選
択肢の一つだと思います。田中君何かありま
すかね？
田中：急に振られましたが、弘前アップルRC
の田中と申します。これから若い世代、30代、
またこれから30代になられるであろう方々
を対象とするのであれば、もちろんFace To 
Faceの例会も大事ですが、インターネット
を使ったZoomとか言ったアプリですと顔も
見られますし会議ができたりしますので、そ
ういうものが活用できればいいのかなと思い
ますし、会員がそれを使いこなせると云うこ
とも大きな問題になると思いますので、それ
が周知徹底できればそう云う活用の仕方もあ
るのではないかと思います。
鈴木：なかなか難しい問題ですが、やっぱりそ
う云うことに興味を持って若い人が集まると
良いですね。では、新しいクラブの可能性に
ついてガバナーエレクトどのようなお考えを
お持ちですか。
沼田：年度を迎えてからですと遅いですので今
実際動き始めています。中村委員長がおっ
しゃったようにいきなり20人と云う壁はか
なりきついので、実際はEクラブから始めよ

うと思っています。マローニー次期RI会長の
お話の中に「新しい人をどんどん入れなさい、
すると新しい考えをもってクラブ運営に当
たってくれる」と云うのがありました。それ
はそれで良いのですが、入ったものの考えが
あまり違い過ぎると云う場合もあります。そ
う云う場合はやっぱりまずEクラブを作っ
て、そちらに入っていただいて、いずれ拡大
して行って本クラブに結び付けると云うのが
現実的かなあと思っています。また、Eクラ
ブも今のインターネット時代を反映した良い
考えだと思いますが、アメリカやオーストラ
リアといった広大な地域では大変良いでしょ
うけど、日本のように狭い所でEクラブをど
んどん進めましょうと云うのはあまり現実的
ではないように思います。ただ、関場先生の
ようにFace To FaceとE例会を組み合わせる
ようなやり方はいいんじゃないかと思いま
す。
鈴木：ありがとうございます。最後の時間にな
りました。個人的な意見をガバナー補佐に聞
いてまいりましたがグループの各クラブをガ
バナー補佐としてどのように支援していくお
つもりかお伺いしたいと思います。
松山：ロータリーの本質は親睦ありきだと思い
ます。これまでもグループ内の親睦活動、プ
ロジェクト活動をいろいろやっていますが、
今一度グループ内全員が参加できるような、
合同例会であるとか、何々例会であるとか昔
ながらの物も復活させたり、グループ内の委
員たちが仲間になれるような場を作って行き
たいと思っています。東第1グループは北は
大畑から南は七戸まで広範囲に亘るため隔年
でやってきたことが多かったのですが、毎年
行えるようにできればと思っています。
今：沼田エレクトの要請通りグループ内6クラ
ブを年4回は回り、地区内の行事に積極的に
参加いただくよう要請し、各クラブを回るう
えでグループが結束できるように1年間頑
張って行きたいと思っております。
成田：沼田エレクトの掲げた10個の目標を少
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ラブの評価に大変役立ちますので、沼田エレ
クトが言われたようにみなさん使っていただ
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なくても3割は達成できるよう持って行きた
いと思います。
中畑：マローニー次期RI会長が沼田エレクトは
じめ各ガバナーエレクトに公式訪問に無理に
行かなくてももっと大事なことがある、それ
をやりなさいとおっしゃったらしいですが、
各クラブに4回と云うのも事務的に行っても
何も改善されないと思いますし、先輩クラブ
に行って上からどうのこうの言える立場でも
ありませんので、縁の下の力持ち的に3回は
お邪魔してガバナー方針を少しでもクリアで
きるようにお願いして協力できることは手
伝って行きたいとは思うのですが、水面下で
マローニー次期RI会長がおっしゃる大事なこ
とを模索して、あとの1回分を別な形で動け
ればいいのかなと思っております。
上野実：南グループは9クラブ会員数280名お
ります。今年8月3日にはマローニー次期RI
会長がIMにいらして、私の八戸中央RCがホ
ストクラブ、八戸南RCがコ・ホストクラブ
です。3月28日に現・次期会長幹事会を開き
この旨を連絡して、今回のIMは全クラブ参
加型のマローニーさんと語ろうということに
しましょうと云うことで各クラブの協力を要
請致しました。この勢いで前半を乗り切りま
して、沼田エレクトと9クラブのパイプ役と
して頑張って行きますので宜しくお願い致し
ます。
上野浩：今日の山崎パストガバナーから話があ
りましたRI規定審議会の報告で規定が大きく
変わって来ています。職業分類や、メーキャッ
プ、例会数なども大きく変わりましたし、ロー
タリーの活力を上げることが基本的目的なの
だと思っております。ガバナー補佐は文字通
りガバナーを補佐すると云うことですので、
担当するクラブを支援しながらガバナーの方
針、地区の情報をグループ内に伝達するのが
基本的役割かなと考えております。中グルー
プは4クラブとこじんまりとしております
が、この緊密さを生かして忌憚なく意見を交
わすことができれば、各クラブに溶け込んで

いけるようになり、各クラブの例会に積極的
に参加していきたいと思っております。グ
ループ全体が元気になる一助として活力を
持って取り組んでいきたいと思っております。
鈴木：それでは菅原さんにお話をお伺いします。
菅原：ガバナー補佐6名は重要な役割だと思う
ので、せっかくの機会ですからこの1年間ガ
バナー補佐の役割を担っていただきたいと思
います。また、ロータリーの魅力と云うのは
先程も出ていましたが、親睦だとか、あとは
研修、RLIをこの地区も導入していると思い
ますので、研修についてしっかりやっていた
だきたいと云うふうに思います。我々もクラ
ブの中で1～3年以内の会員、そして3年目ぐ
らいまでには間違いなく地区で開催される
RLIに参加させるような、そしてよりロータ
リーを深く知っていただく、或いはロータ
リーを語れる人材を造っていくと云うのも一
つの手法だと思います。あとは先程南グルー
プからありました8月3日のマーク・マロー
ニーRI会長が来ると云うのはとても重要だと
思います。よく国際大会に参加するとロータ
リー観が変わるとかありますし、勿論地区大
会もそうでありますけども、是非この南グ
ループだけではなく、いろんな2830地区の
方々が一人でも多く参加をしていただくと云
うのが非常に重要だと思います。私も今年RI
会長代理として韓国ソウル第3640地区に5月
16、17日に行く訳ですが、クラブのメンバー
含め地区から50名くらい誘っております。
そう云う所に行くこともロータリーを深く感
じる場でもありますので、言葉は私の立場か
らは不適切だとは思いますが「騙してでも」
と言うとお叱りを受けますが、でもその結果
良いことがあると云うか、良い所に連れてき
ていただいただとか、良い場面に参加できた、
先輩ありがとうと言っていただけるようなこ
とを是非やっていただければ有難いと思いま
す。8月3日を是非皆さん大切にしていただ
きたいと思います。

鈴木：是非会員増強にも役立ててもらえば宜し

いかと思います。最後に沼田ガバナーエレク
ト、このシンポジウム役立ったでしょうか。
沼田：はい。私が役立ったというよりもむしろ
ここにお集まりのロータリアンの皆様に役
立ったのではないかなと思います。いろいろ
共通する課題はあろうかと思いますが、そう
いう課題を共有することによってよりロータ
リーを成長させようと云う気持ちは皆さんの
中でも高まってきたのではないかと、またそ
れを期待しております。とにかくこれで良い
んだと思う所から変えて行かなきゃいけな
い、そして行動しようと云うふうに展開して

いただければと思います。
鈴木：ちょうど時間です。本当は皆さんにいろ
んな意見を聞きたかったところではあります
が、私の不手際で時間になってしまいました。
本当にこのパネルディスカッションにご参加
いただきましてありがとうございました。こ
れをまとめると云うことではなくて、ここか
ら何かアイディアを得ていただければと思い
ます。パネリストとしてご参加いただいたガ
バナー補佐の皆さん長時間ありがとうござい
ました。これで終わらせていただきます。
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加型のマローニーさんと語ろうということに
しましょうと云うことで各クラブの協力を要
請致しました。この勢いで前半を乗り切りま
して、沼田エレクトと9クラブのパイプ役と
して頑張って行きますので宜しくお願い致し
ます。
上野浩：今日の山崎パストガバナーから話があ
りましたRI規定審議会の報告で規定が大きく
変わって来ています。職業分類や、メーキャッ
プ、例会数なども大きく変わりましたし、ロー
タリーの活力を上げることが基本的目的なの
だと思っております。ガバナー補佐は文字通
りガバナーを補佐すると云うことですので、
担当するクラブを支援しながらガバナーの方
針、地区の情報をグループ内に伝達するのが
基本的役割かなと考えております。中グルー
プは4クラブとこじんまりとしております
が、この緊密さを生かして忌憚なく意見を交
わすことができれば、各クラブに溶け込んで

いけるようになり、各クラブの例会に積極的
に参加していきたいと思っております。グ
ループ全体が元気になる一助として活力を
持って取り組んでいきたいと思っております。
鈴木：それでは菅原さんにお話をお伺いします。
菅原：ガバナー補佐6名は重要な役割だと思う
ので、せっかくの機会ですからこの1年間ガ
バナー補佐の役割を担っていただきたいと思
います。また、ロータリーの魅力と云うのは
先程も出ていましたが、親睦だとか、あとは
研修、RLIをこの地区も導入していると思い
ますので、研修についてしっかりやっていた
だきたいと云うふうに思います。我々もクラ
ブの中で1～3年以内の会員、そして3年目ぐ
らいまでには間違いなく地区で開催される
RLIに参加させるような、そしてよりロータ
リーを深く知っていただく、或いはロータ
リーを語れる人材を造っていくと云うのも一
つの手法だと思います。あとは先程南グルー
プからありました8月3日のマーク・マロー
ニーRI会長が来ると云うのはとても重要だと
思います。よく国際大会に参加するとロータ
リー観が変わるとかありますし、勿論地区大
会もそうでありますけども、是非この南グ
ループだけではなく、いろんな2830地区の
方々が一人でも多く参加をしていただくと云
うのが非常に重要だと思います。私も今年RI
会長代理として韓国ソウル第3640地区に5月
16、17日に行く訳ですが、クラブのメンバー
含め地区から50名くらい誘っております。
そう云う所に行くこともロータリーを深く感
じる場でもありますので、言葉は私の立場か
らは不適切だとは思いますが「騙してでも」
と言うとお叱りを受けますが、でもその結果
良いことがあると云うか、良い所に連れてき
ていただいただとか、良い場面に参加できた、
先輩ありがとうと言っていただけるようなこ
とを是非やっていただければ有難いと思いま
す。8月3日を是非皆さん大切にしていただ
きたいと思います。

鈴木：是非会員増強にも役立ててもらえば宜し

いかと思います。最後に沼田ガバナーエレク
ト、このシンポジウム役立ったでしょうか。
沼田：はい。私が役立ったというよりもむしろ
ここにお集まりのロータリアンの皆様に役
立ったのではないかなと思います。いろいろ
共通する課題はあろうかと思いますが、そう
いう課題を共有することによってよりロータ
リーを成長させようと云う気持ちは皆さんの
中でも高まってきたのではないかと、またそ
れを期待しております。とにかくこれで良い
んだと思う所から変えて行かなきゃいけな
い、そして行動しようと云うふうに展開して

いただければと思います。
鈴木：ちょうど時間です。本当は皆さんにいろ
んな意見を聞きたかったところではあります
が、私の不手際で時間になってしまいました。
本当にこのパネルディスカッションにご参加
いただきましてありがとうございました。こ
れをまとめると云うことではなくて、ここか
ら何かアイディアを得ていただければと思い
ます。パネリストとしてご参加いただいたガ
バナー補佐の皆さん長時間ありがとうござい
ました。これで終わらせていただきます。
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部 門 別 会 議
◎会長・幹事・会計部門
PETSと内容が重ならないよう
に沼田GE・今井G・鈴木研修
リーダー・6AG・地区幹事長・
財務委員長が受け手となりクラ
ブ運営にあたり具体的な質問に
答える形で進められました。

◎会長・幹事・会計部門　後半

◎会員増強部門　　中村　　勉 委員長

◎進行　木村地区幹事長

◎各クラブから提案や質問

伝えたか・伝わったか
マイクを持つ前の訓練「パンダのたからもの」

会長、幹事としてマイクを使った話し方

◎クラブ管理運営部門（クラブ奉仕）　長嶺　康廣 パストガバナー

【講師】大友　寿郎 さん
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◎公共イメージ向上部門　　花田　　仁 委員長

◎社会奉仕・職業奉仕部門　　花田　勝彦 委員長

◎ロータリー財団部門　　佐々木眞一 委員長

◎青少年奉仕部門　　細川　勝也 委員長

◎新会員部門　　小山内康晴 パストガバナー

◎米山記念奨学部門　　野坂　幸子 委員長
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　皆さんどうもお疲れ様です。なんかテーブル
に入って、なんか宴会ムードで、講演するのは
ちょっとやり難いんですけど。あのー40分間
ちょっとお付き合い下さい。
　まあ余り堅苦しくない話で行きたいと思いま
すけども、関場が出てくると何かポリオの話ば
かりで私ポリオの事しか知らないんじゃないか
と思っている方もいるんじゃないかと思います
けど、そんな事はありませんよ。ただ今回は沼
田ガバナーエレクトと鈴木地区研修リーダーの
方からポリオ撲滅活動の未来についてちょっと
話してくれと言われたので、皆さんのまだ知ら
ない様な事をちょっとお話しながら皆さんと一
緒に同じ情報を共有したいと思っています。
　まずはここから始めたいと思うのですが、ま
ず色が変わったのわかりますね、一番最初はポ
リオ根絶活動から始まったのですが、それがい
つの間にか国際ロータリーの方で日本語翻訳の
方でポリオ撲滅という言い方に変わりました。
実は言葉として余りよろしくない。撲滅と言う
のは麻薬撲滅とか害虫撲滅とか、辞書を引くと
撲滅は力を加えて徹底的に退治する事。根絶は
二度と起こらない様に根本から徹底的に絶やす
事。医学的には病気を根絶するとか、天然痘を
根絶するとか言う具合に、根絶と言う使い方が

正しいのですけれど、いつの間にか国際ロータ
リーが撲滅と言う言葉を使って何か景気がつく
からだと思うんです。撲滅は強い調子。でも使
い方としては過ちでした。これは我々何回も指
摘していたのですけれども直らなかったのです
が、今回直りました。英語ではERADICATION
（エラディケーション）と言いまして撲滅であ
ろうが根絶であろうが言葉が一つしかないので
す。それを日本語で様々に訳したと言う事なの
です。ですから国際ロータリーの方も日本語訳
はポリオ根絶活動と言う事でまた元に戻りまし
た。ですから皆さんこれからはポリオ撲滅活動
とおっしゃらないでポリオ根絶活動が正しい言
い方で、これで元に戻りましたので、しっかり
と覚えて頂きたいと思います。これは国際ロー
タリーだけではないのですがポリオに関する5
つの事実を皆さんと復習したいと思います。
　ポリオに最も感染しやすいのが5歳未満の子
供。もちろん大人でもかかりますよ。免疫がな
ければ。ただ5歳までの子供がかかりやすいの
は統計学上事実です。2番目は治療法はない。
ワクチンでのみ予防が可能である。一旦かかっ
たらもう治らない。3番目は野生型ポリオウィ
ルスの常在はここ僅か3か国。これも皆さんご存
じだと思います。1988年以来発症数は99.9％
減少した。これも間違いない事実です。ポリオ
を永久に無くさない限り感染リスクは全世界の
子供にある。これも事実なのです。つまり世界
に一人でも患者さんがいる限り、感染の危険性
は残ると言う事です。だから根絶しないのか、
するのかが大変大きな問題だと思います。だか
ら途中で適当に止めてしまおうと言う考えもあ
りますけれども、そうしますと、また感染し、
発症する危険性が残ると言う事です。この5つ

の事実は皆さんご存じだろうと思いますし、も
し少し理解があやふやだと思いましたら、今日、
是非覚えてお帰り頂きたいと思っています。
　ちょっと復習です。ポリオはどうやって感染
するのか、それは糞口感染（経口感染）つまり
便から口へなのです。これが基本経路です。と
同時に感染した子供の喉にもポリオウィルスは
いますので飛沫感染、くしゃみとか咳でも感染
します。これが感染経路ですね。これが入りま
して腸の中でウィルスが増えて、脳に行きまし
て、中枢神経系、脳に限らず脊髄などこういっ
たところの運動神経麻痺を起こします。そして
一旦麻痺が起きると例えば下肢が麻痺すると絶
対に治らない。こう言う病気なんです。症状は
皆さんご存じでしょうね。ただ皆さんポリオ
ウィルスと言うのは結構邪悪なんですけれども
感染を受けても発症する人はそんなに多くない
です。例えば5％、つまり100人ポリオウィル
スを吸ったとしても、あるいは口に入ったとし
ても、症状が出るのは100人の内5人くらい。
つまり熱を出すとか、風邪の症状が主でして、
その内の麻痺を起こすのは全体の感染者200人
に1人と言われています。さらにその5％から
10％が死に至ると言う病気なんです。少ない
様に思いますが、子供の数は世界で見ると20
億人とか30億人とかいるわけですので、相当
な人数になりますよね。もちろん日本にもポリ
オの流行はありました。
　これはどうでしょう、皆さんお若い方はご存
じないかも知れませんが、1960年に北海道で
大流行がありました。夕張を中心としてですね。
その前の1年前1959年ここ八戸でも結構流行が
ありました。1960年と言うとちょうど私が10
歳の頃なので薄っすら覚えているのですが、こ
の時に緊急的に日本国内ではポリオワクチンの
投与が行われるのですけれども、この時は大体
6,000人弱の子供達がポリオに感染して、その
内1,000人が亡くなっている。これは懐かしい
写真ですけど、このお母さん方の不安そうな顔
とか、麻痺した子供達とかが写っています。少
し見えづらいかもしれませんけれども、こう

言った写真集が残っています。これはポリオの
会からお借りしました。
　でもう1人紹介したいのがダイアナオデル
（Diana Odell）ちゃんです。3歳の女の子。3
歳まではすくすく育ったアメリカの女の子です
けれども、3歳の時にポリオに感染してしまい
ました。そして呼吸機能が完全に麻痺し、鉄の
肺に入って、彼女は60年間を鉄の肺の中で過
ごしました。しかし残念ながら停電によって鉄
の肺が動かなくなって彼女の人生はそこで終
わったと言う事です。ちょうど彼女がポリオに
掛かった3年後にワクチンが開発される訳で
す。従ってもう少しすればポリオに感染しない
で済んだと言う事です。ただ皆さんにお伝えし
たいのはこの女性は大変素晴らしい方で、もち
ろん手足も呼吸器も麻痺しましたが、パソコン
を使いながら絵本を描くのです。子供達の絵本
を描いて、生涯子供達を励ます様な絵本を描い
て行くのです。ですから彼女は自分に与えられ
た人生を精一杯生きただろうと思います。だけ
どもポリオに感染しなかったら、別の人生を
送っていたに違いない。ですからこう言う子供
達を無くそうと言う事ですが、1988年には年
間35万人以上発症していました。ポリオの発
生国は125か国、この赤い所全部です。まあ世
界中にポリオが蔓延したのは1988年でした。
そこでポリオ根絶推進計画と言うのは1988年
から始まるのです、世界的にも。そしてこの時
のパートナーがWHO、国際ロータリー、アメ
リカのCDC、そしてユニセフ。今ではポリオ・
ビルゲイツ財団などもありますが、最初はこの
4つの国際パートナーで始まりました。
　当時は天然痘が撲滅します。人類が初めて
ウィルス根絶に成功したのが天然痘です。それ
は1980年でした。それで1988年から次はポリ
オと言う事でポリオウィルスを根絶しようと言
う事で始まるのです。天然痘はわずか10年で
終わりました。ところがポリオは残念ながら
ウィルスとして邪悪なものでなかなか根絶に至
らないのが事実であります。最初は2000年～
2005年を根絶目標にしていたのですが、それ

「ポリオ撲滅活動の未来」
パストガバナー　関　場　慶　博

特別講演

92 93

地区研修・協議会



　皆さんどうもお疲れ様です。なんかテーブル
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ら途中で適当に止めてしまおうと言う考えもあ
りますけれども、そうしますと、また感染し、
発症する危険性が残ると言う事です。この5つ

の事実は皆さんご存じだろうと思いますし、も
し少し理解があやふやだと思いましたら、今日、
是非覚えてお帰り頂きたいと思っています。
　ちょっと復習です。ポリオはどうやって感染
するのか、それは糞口感染（経口感染）つまり
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でも叶わず、最終のポリオ根絶は2013年～
2018年の5年計画だったのです。その時の目標
は4つあります。まずは野生株のポリオウィル
スをなくそう。2番目は我々の飲んだ経口ワク
チンは諸刃の剣でありまして、飲んでポリオの
ウィルスは殺せるのですけれど、飲んでその
ウィルスでポリオに感染する子もいるし、その
飲んだワクチンが便から出てそれがワクチン株
と言いますけど、それが野生化して毒性を持っ
て、また、次の二次感染を起こすと言う事があ
るのです。だから生ワクチンを続けている限り
ポリオの根絶は出来ない。その為にIPV（ポリ
オ不活化ワクチン）と書いていますけど、注射
の不活化ワクチンに切り替えて行かなくてはな
りません。更にポリオワクチンと言うのは3つ
の種類が入っています。2型はもうすでに根絶
してしまっているのだけど、3価のワクチンを
使っているが故に逆に2型の病気を作ってい
る。今は2価のワクチン、1型と3型のワクチン
を使っています。それで、1型と3型のワクチ
ンを使ってもポリオ根絶はできない。更に目標
がもう2つあります。ポリオを研究するいわゆ
るラボ。そう言った所でポリオウィルスを扱っ
ています。大変危険で研究を行っている人も危
険なんです。そこからバイオテロリズムでポリ
オウィルスが盗まれ、テロリストが使う可能性
もあると言う事で、世界的にそう言う事を無く
して行こうと、つまりラボを縮小して、ポリオ
ウィルスを極めて厳重に管理して行こうと言う
事が目標です。

　もう一つの目標はそのポリオの根絶活動で
培ったノウハウ、システム例えば風疹とか麻疹
（はしか）他の感染症にも使って行こうと言う
大変素晴らしい計画なんです。これが2013年
～2018年の計画です。ところが皆さんもう
2018年は過ぎてしまいました。これも問題が
あるので、後で考えて行きたい。で世界のポリ
オですが1985年頃に国際ロータリーがポリオ
プラスプログラムと言うのを始めます。つまり
世界でポリオ根絶計画が始まる3年前に国際
ロータリーは世界からポリオを無くそうと言い
だしている。それ故国際ロータリーがイニシア
チブを取っていると言う事が言えると思いま
す。そして35万人から40万人あったポリオの
患者さんがどんどん減っていって、2型という
のは消滅しました。でもこんな感じですね、だ
だだだと生ワクチンの威力ですね、こう言う意
味では経口生ワクチンと言うのは素晴らしいの
です。そして2018年昨年にはなんと1988年35
万人あったポリオ患者がわずか33人まで減っ
た。発症している国はここのパキスタン、アフ
ガニスタン、ナイジェリア、特にナイジェリア
は最近ここ2年いないのですけど、ここが常在
国と言われています。99.9％と最初に皆さん
と確認した事実です。1988 年と比べると
99.9％のポリオを根絶した。ところがよく見
てみますと、野生化のポリオウィルスと書いて
ありますけれど、この赤い所ですけれど、
2011年～2018年、昨年まで実はこう言う所で
出てまして、更にワクチン由来ポリオウィルス
とあります。つまり一旦根絶になった国でも生
ワクチンを使っている限り、生ワクチンによる
ポリオの病気、これを生ワクチンポリオと言い
ますが、つまり生ワクチンを使っているポリオ
は根絶出来ないと言う事です。ここが2016年
から2018年、3年間でこう言う具合に発症して
います。例えばシリア、これは内戦があるせい
ですけど、これcVDPVと書いてありますけど、
これはワクチン由来のポリオです。74例、ソ
マリアが昨年13例、ニジェールが10例、あと
ナイジェリアですがここは野生株が16例、昨

年はワクチン由来が34例、アフガニスタンは
野生株による例がたくさん出ているし、パキス
タンも出ているし、ラオスここも一旦根絶にな
りましたが、生ワクチンを使っているのでワク
チンによるポリオ、パプアニューギニアもそう
ですね。インドネシアもモザンビーク、コンゴ
など、つまり野生株を殺す為に生ワクチンは有
効なのですけれど、使っている限りワクチンに
よってポリオが発症している。これも覚えて頂
きたい。ですからどうすれば良いかと言う話で
すが、生ワクチンから不活化ワクチンへ、つま
り飲ませる経口ワクチンから注射によるワクチ
ンへとこれが必須事項なんです。ポリオ根絶最
終段階には。で、先ほど言いました2015年で
本当は野生株のポリオは無くなっているはず、
目標でした。
　ところがその後も発症している。さらには根
絶宣言と言うのは野生株がゼロになってから3
年間続けば初めて根絶宣言が出ますけれども、
残念ながら出ない。これは2021年以降に延期
と言う事であります。これが現状なんです。さ
て私達はポリオ根絶と言う事がよその国の子供
達にやっていると言う気持ちがどこかにあると
思うのですが、日本の子供はたしかに今は不活
化ワクチンに替わったし、野生株のポリオもあ
りませんので、ポリオの患者さんはゼロなんで
す。ところがポリオウィルスが日本に持ち込ま
れるリスクは実はあると言う事を言いたいので
す。日本のポリオは北海道、1960年に大流行
があって、ところがOPVと言うのは経口生ワ
クチンですけど、1980年以降野生株のポリオ
はない事になっています。そして2012年に不
活化ワクチンになっていくわけです。
　ところが皆さん、昨日弘前公園のさくら祭り
にちょこっと行きましたら、私の歩いていた周
りでは韓国語、中国語が聞こえて、他にも聞こ
えて、外国人が凄いですよ。まあ行かれた方は
おわかりと思いますが、今日本ブームなんです。
何故かと言うと、日本に対する安全性も魅力だ
し、あと美味しいし、治安が良いし、あと今日
本は安いんです。ですからたくさん外国人が来

ています。なんと来年は4,000万人来るだろう
と言われています。この様に外国のお客さんが
来ることは良い事なのですが、良い事だけでは
ない。何故ならポリオ常在国、発生国、リスク
国家等にカウントしますと約8万人の人がポリ
オの発生している国、或いは危険性のある国の
人がいらっしゃる。それと共にウィルスが入っ
てくる危険性があります。これはサウジアラビ
アのメッカの大巡礼（ハッジ）ですが、約200
万人が集まるのです。こう言うたくさんの人が
集まる、たくさんの国の人が集まると言うのは
感染症にとっては良い所なんです。ウィルスが
どんどん発生して行き、どんどん繁殖して行く
場所なのです。では日本はどうか、今度秋から
ラグビーのワールドカップが始まります。更に
は来年オリンピックがあります。大変嬉しい事
なのですけど、でも私なんかが見ていると
ちょっと危険だなと思う所もあります。ラグ
ビーのチケットは約180万枚売るそうです。オ
リンピックはなんと約1,000万枚のチケットが
出る、それだけの外国人が集まる危険性、可能
性がある訳で、それと共にウィルスが運び込ま
れる。つまり国際的な人の移動に伴う感染のリ
スクがある。ですからポリオだけではありませ
ん。梅毒、はしか等その他の感染症等が持ち込
まれる危険性がある。ポリオもその内の一つで
あると認識すれば一日でも早くポリオを根絶す
ると言う事が実は日本の子供達のためでもある
と言う事が言える訳です。
　私達はロータリアンですけれども、国際ロー
タリーでポリオと言うと、撲滅寸前、もう一押
し、ファイナルプッシュと言って、もう10年
以上続いているわけです。私はもうパストガバ
ナーになって国際ロータリーと距離があるの
で、正直なところ皆さんにお話しすると、まず、
メディアはどう見ているだろうと、これは去年
の朝日新聞ですけど、これお読みになった方も
いるとは思いますが、大変客観的な、どちらに
も偏っていない素晴らしい記事だと思います。
この朝日新聞が書いているのはポリオの根絶が
近いのは事実だけど、ところがまだまだポリオ
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根絶を阻んでいるものがある。その最大の壁は
治安である。例えばアフガニスタンであればタ
リバンの勢力下でまだまだ強い、パキスタンも
そうです。あるいはナイジェリアもボコ・ハラ
ムと言う反政府勢力が北にいる。そこではポリ
オワクチン活動はままなりません。行けない状
態です。最大の壁は治安の悪化で、或いはシリ
アでの戦争があったり、そこでワクチン投与は
出来ない。こう言う事が最後を阻んでると言う
事です。実際にここに書いてありますけど、ワ
クチンを接種して行くグループ、つまり我々み
たいに、これはもう毎年行っていますけど、ワ
クチンを接種している人達を襲うテロがいるの
です。
　ここパキスタンでワクチン接種者の犠牲は過
去60人。つまり60名の看護師さんとか保健師
さんとか医者だとかが襲われて殺されていると
言う現状がある訳です。ですから今パキスタン
に行きますと、こう言う機関銃、ライフルを持っ
た様な警護が付きます。そうでないと危なくて
ワクチン投与は出来ないんです。もう一つ地域
保守性の壁・ワクチンへの誤解と言うのが挙げ
られています。このお父さんは子供へのワクチ
ン投与は自分が決めるのだ、ワクチンは薬では
ない、毒なんだと言っている。つまりイスラム教
の人々を根絶やしにする為にアメリカ帝国主義
の毒をお前達は飲ませようとしているんだと言
う事がまことしやかに伝わっているので、この
お父さんも本人も拒否する訳です。ワクチンへ
の誤解、或いは意図的に無視されているワクチ
ン投与への偏見がアメリカ帝国主義がイスラム
教徒を根絶やしにすると言う事が伝わっている。
　更には国境難民の存在です。例えばアフガニ
スタンですとイランに95万人、パキスタンに
140万人近い方が難民で行っている。その人達
は一旦国境を超えるのですが、また戦争が途切
れると戻ってくるわけです。つまり行ったり来
たりしているわけです。それはウィルスを持っ
て、ポリオの患者さんも行ったり来たりしてい
るわけです。故にこう行った事が起きる。つま
り国境を超える難民の存在がポリオ根絶を阻ん

でいる。
　メディアとしては、朝日新聞としてもどっち
に立つと言うわけではなく、こうだと客観的な
記事として伝えていて、私はたしかに素晴らし
い記事だと思うのですが、ではどうすれば良い
かと言う話はしていないわけです。ただメディ
アと言うのはそう見ている。つまり我々ロータ
リーがもっと身近にもう少しと言っている事は
違うと言う事です。あと医学者、科学者はどう
見ているだろうか。実はちょっと見づらいかも
知れませんが、こう言う論文が2006年に出る
のですけど、日本人が書いた英語の論文です。
これは衝撃を与えました。私もこれを読んで
びっくり驚きました。つまりポリオ根絶と言う
のは現実的なのかと言う問いかけなのです。そ
の中にこう書いています。何故ポリオ根絶は難
しいのか。不顕性感染。100人感染しても皆が
発症するわけではない。ただ一人患者さんがい
るとその周りに200人を超える感染者がいるの
です。症状が出ないだけで、でもそう言う人達
はウィルスを持っているわけです。そう言うの
を不顕性感染と言います。つまりウィルスを
持っているのだけど、症状が出ない。その人達
の便にはウィルスがあるので、そこから貰った
子供が感染して、発症し、病気になる。これを
不顕性感染と言いますが、天然痘はほぼ100％
症状が出ます。だけどポリオは出ない人がいる。
その難しさです。あとさっき言いました、ワク
チンからポリオに感染する、ワクチンを飲んだ
子供から便で生き延びて、それが野生化してポ
リオの患者さんを作ってしまう。これは世界の
人口です。天然痘が無くなった時は世界の人口
は40億人くらいいました。今は75億人を超え
ています。こんな人口増加は誰も予期しない。
　あと政治体制の著しい変化。天然痘が無く
なった時はアメリカ、ソ連の二大国の言う事を
皆、子分達はきいた。だけど今は誰もきかない
です。そこは大きな違いだ。或いは治安状態、
イスラム国家とか、いろいろなテロリズムが横
行しています。この治安状態の悪化は天然痘を
根絶した時とはえらい違いだと思います。そし

てもう一つは根絶プログラムそのものの長さで
ある。つまり天然痘は10年でなくなりました。
ところが1988年から30年経っているわけです
が、このポリオ根絶活動。我々ポリオ根絶と言っ
ているのですが、やっている人は人間ですから
30年も経つと疲れるんです。インドもやって
いますが、くたびれているんです。いつまでこ
れをやれば良いのかと言う話です。まあインド
は無くなりましたけど、そう言う事は最初あり
ました。この論文の結論は根絶と言うのは現実
的ではない。Eradication根絶を目指してもだ
めだと、つまりControlコントロールを目指す
べきと、つまり一人でも多くの病人を少なくす
る様な方法で良いのではないか。根絶と言うと
お金はたくさんかかるし、人手もかかるし、で
も無くならないのだから、根絶運動と言うのは
もうやめたら良いのではないかと言うのがこの
方の意見です。
　では我々ロータリーはどうなんだと言います
と、メディアはこう見ている。医学者これは全
員の意見ではないですけど、ポリオ根絶は
ちょっと無理ではないのかと言っている。それ
では我々ロータリーはどう言う立場、意見なの
かと言うと、これを皆さんと一緒に確認したい
と思います。
　このポリオ根絶推進活動で改めて言います
と、WHO、国際ロータリー、CDC（アメリカの
疾病センター）、ユニセフ、新たに加わったの
がビル＆メリンダ・ゲイツ財団この五つが国際
パートナーで一生懸命にやっています。ここに
書いている通り、一人でも患者がいる限り、最
後までワクチン活動をやるんだと言うのです。
　これはCDCの論文なのですが、これが一番
良いと思って持ってきました。もしポリオ根絶
に失敗すれば、長き将来にわたって高い代償を
支払い続けていかなければならない。その代償
とは、お金だけではなく、毎年20万人以上の
子どもをポリオ麻痺に陥らせるということだ。
今こそポリオ根絶の時である。私たちは失敗を
許されない。従って国際ロータリーの考えでも
あります。ですからこう言う立場に立っている

と言う事を皆さんに知って貰いたい。我々は難
しいのだけれど、やるしかないと言う立場と言
う事です。だから正にポリオ根絶の正念場であ
ると言う事が言えると思います。ちょっと暗い
話ばかりではないかと言うと、希望もあるので
す。それはインドなんです。インドは私どもが
2001年から参加していますけど、それ以前は
年間20万人程度のポリオの患者さんが出てい
たのです。つまり世界で35万人の患者の内20
万人がインドから出ていたのです。そのインド
ではまずポリオ根絶は不可能だと言われていた
のです。可能だとしても最後まで残るだろうと
言われていました。ところが皆さん、ちょっと

増えた年もありましたけれど、2011年1月13
日を最後に3年間ゼロになりました。2014年の
1月にポリオ根絶がなんとインドで行われまし
た。これは我々に大変希望をもたらした事だと
思います。では何故成功したのだろうと言う事
を考えましょう。ただメディアも朝日新聞もこ
こに書いているから難しいとか、大変だ、何人
死んだ、さあどうしようでは無くて、インドの
メディアはポリオの根絶をやろうよ！と皆でや
ろうと言う姿勢なんです。それによって国民的
関心が高まった。インドはたまにテロがありま
すけど、滅多にない。我々が、ポリオワクチン
投与で殺される危険がない。あるいは国際社会
からのサポートがあってインドも頑張って国境
沿いにワクチンの投与ブースを置いているので
す。パキスタン、アフガニスタンから来る患者
さんを防いでいる。そして私が言いたいのはこ
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治安である。例えばアフガニスタンであればタ
リバンの勢力下でまだまだ強い、パキスタンも
そうです。あるいはナイジェリアもボコ・ハラ
ムと言う反政府勢力が北にいる。そこではポリ
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教徒を根絶やしにすると言う事が伝わっている。
　更には国境難民の存在です。例えばアフガニ
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140万人近い方が難民で行っている。その人達
は一旦国境を超えるのですが、また戦争が途切
れると戻ってくるわけです。つまり行ったり来
たりしているわけです。それはウィルスを持っ
て、ポリオの患者さんも行ったり来たりしてい
るわけです。故にこう行った事が起きる。つま
り国境を超える難民の存在がポリオ根絶を阻ん
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　メディアとしては、朝日新聞としてもどっち
に立つと言うわけではなく、こうだと客観的な
記事として伝えていて、私はたしかに素晴らし
い記事だと思うのですが、ではどうすれば良い
かと言う話はしていないわけです。ただメディ
アと言うのはそう見ている。つまり我々ロータ
リーがもっと身近にもう少しと言っている事は
違うと言う事です。あと医学者、科学者はどう
見ているだろうか。実はちょっと見づらいかも
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のですけど、日本人が書いた英語の論文です。
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の中にこう書いています。何故ポリオ根絶は難
しいのか。不顕性感染。100人感染しても皆が
発症するわけではない。ただ一人患者さんがい
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いますが、くたびれているんです。いつまでこ
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ました。この論文の結論は根絶と言うのは現実
的ではない。Eradication根絶を目指してもだ
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べきと、つまり一人でも多くの病人を少なくす
る様な方法で良いのではないか。根絶と言うと
お金はたくさんかかるし、人手もかかるし、で
も無くならないのだから、根絶運動と言うのは
もうやめたら良いのではないかと言うのがこの
方の意見です。
　では我々ロータリーはどうなんだと言います
と、メディアはこう見ている。医学者これは全
員の意見ではないですけど、ポリオ根絶は
ちょっと無理ではないのかと言っている。それ
では我々ロータリーはどう言う立場、意見なの
かと言うと、これを皆さんと一緒に確認したい
と思います。
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疾病センター）、ユニセフ、新たに加わったの
がビル＆メリンダ・ゲイツ財団この五つが国際
パートナーで一生懸命にやっています。ここに
書いている通り、一人でも患者がいる限り、最
後までワクチン活動をやるんだと言うのです。
　これはCDCの論文なのですが、これが一番
良いと思って持ってきました。もしポリオ根絶
に失敗すれば、長き将来にわたって高い代償を
支払い続けていかなければならない。その代償
とは、お金だけではなく、毎年20万人以上の
子どもをポリオ麻痺に陥らせるということだ。
今こそポリオ根絶の時である。私たちは失敗を
許されない。従って国際ロータリーの考えでも
あります。ですからこう言う立場に立っている

と言う事を皆さんに知って貰いたい。我々は難
しいのだけれど、やるしかないと言う立場と言
う事です。だから正にポリオ根絶の正念場であ
ると言う事が言えると思います。ちょっと暗い
話ばかりではないかと言うと、希望もあるので
す。それはインドなんです。インドは私どもが
2001年から参加していますけど、それ以前は
年間20万人程度のポリオの患者さんが出てい
たのです。つまり世界で35万人の患者の内20
万人がインドから出ていたのです。そのインド
ではまずポリオ根絶は不可能だと言われていた
のです。可能だとしても最後まで残るだろうと
言われていました。ところが皆さん、ちょっと

増えた年もありましたけれど、2011年1月13
日を最後に3年間ゼロになりました。2014年の
1月にポリオ根絶がなんとインドで行われまし
た。これは我々に大変希望をもたらした事だと
思います。では何故成功したのだろうと言う事
を考えましょう。ただメディアも朝日新聞もこ
こに書いているから難しいとか、大変だ、何人
死んだ、さあどうしようでは無くて、インドの
メディアはポリオの根絶をやろうよ！と皆でや
ろうと言う姿勢なんです。それによって国民的
関心が高まった。インドはたまにテロがありま
すけど、滅多にない。我々が、ポリオワクチン
投与で殺される危険がない。あるいは国際社会
からのサポートがあってインドも頑張って国境
沿いにワクチンの投与ブースを置いているので
す。パキスタン、アフガニスタンから来る患者
さんを防いでいる。そして私が言いたいのはこ
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の赤い所がロータリーの力が大きい。やはりイ
ンドでもポリオワクチン投与に最後まで抵抗し
たのはイスラム社会なんです。だけどインドに
もヒンズー教徒が大体7割ぐらいで、イスラム
教が3割くらい、仏教徒は少ないし、キリスト
教徒も少ないです。3割くらいのイスラム教徒
の首長さん達を集めて説得したのがロータリー
なのです。インドのロータリアンです。インド
のイスラム教徒の長老を集めてこのワクチンと
言うのは決してイスラム教徒を封印するもので
はないと、根気強く説得したのです。そしてイ
スラム教徒の人達が納得して受けるようになっ
て、インドではポリオ根絶が可能になったので
す。これはロータリーがやったのですよ。
　わが地区はその時のガバナーの了解のもと率
先して毎年インドに行っています。これはとて
もインドでは高く評価されているのです。これ
は私達2830地区の誇りだと思います。ここに
いるのが成田さんです。工藤さんも、内藤さん
もそうですけど、いろいろな方に毎年参加して
頂いている。この2830地区プラス全国から集
まったロータリアンが毎年、50人とか70人と
かで参加している。これがインドでは毎年
ニュースになるのです。これがテレビで日本か
ら来たぞと、それがインドに対する力つけにな
る事実だと思います。私は何を言いたいかと言
うと、熊本地震がありましたね。あの前に地区
大会に呼ばれたので行ってきたのです。この方
は野田三郎さんと言って鈴木パストガバナーと
同期なのですが、この方は私達と1月に一緒に
インドに行ったのですが、自分は地区大会でポ
リオの事を話している。それでは自分も参加し
ようと急遽参加したのです。それで野田さんに
地区大会に呼ばれて一通り喋って来ました。実
は野田さんは亡くなられました。この地区大会
が行われたわずか2週間後ですか、地震があり、
彼はロータリーのガバナーとして、ロータリア
ンの被害はないかと全部地区を回って歩いたの
です。野田さんはITの精密機械の工場を持って
いる社長さんで、自分の所はさて置いて、熊本
中のロータリーの人達の被害の状況、あるいは

実際亡くなられた人たち、ロータリーに関係な
く一生懸命奔走したのです。そうしたら彼は6
月下旬に心筋梗塞で亡くなりました。私もお通
夜に行ってきましたけど、大変悲しかったです。
こう言うロータリアンがいらっしゃるのです。
彼はポリオの為に一生懸命やって、地震があっ
て、自分の工場は人に任して、自分はロータリ
アンのために、被害のためにと言う事で頑張っ
た。こういう方が我々の仲間がいると言う事を
皆さん是非覚えて頂きたくてこう言う冊子を出
しました。その時にこう言うポリオの写真とか、
インドの子供にワクチンをというパネルディス
カッションを開いてくれた方なのです。これは
くまモンですけど、熊本なので出しました。そ
れと、これはここに文献を書いた人です。ポリ
オ根絶は難しいよと、だからやめた方が良いよ
と言った方です。蟻田　功先生です。実はこの
人天然痘を終わらせた人、当時WHOのリー
ダーとして天然痘ウィルスをやっつけた方なの
です。だから文献が影響力と言うか説得力を
持ったのです。天然痘をやっつけた医者がポリ
オ根絶は難しいと言ったので、みんながっかり
しちゃったのです。この蟻田先生は熊本に住ん
でいます。熊本の地区大会に行った時にどうし
ても会いたいと思って行きました。この方です。
もう90歳を越えていますけどお元気で、蟻田
先生にどうしても聞きたかった。あなたは
2006年の論文でポリオ根絶は現実的ではない
とおっしゃいましたが、今もそう思いますかと
お聞きしましたら、彼は何と言ったと思います
か。いや私の予想を越えていました。それはあ
なた方ロータリーの力ですと、リップサービス
ではないと、私が青森から来てくれたからでは
ないと。でも私が管理者として考えたのはこう
言う状況だから難しいと言ったと、だけどそれ
をここまで可能にしてくれたのはそれ以外の力
だと。つまりロータリーの様な力を私はその要
素に入れていなかったと、もしかしたらポリオ
根絶は可能かもと言ってくれました。涙が出る
くらい嬉しかった。
　さてそろそろ結論ですけれど、それではポリ

オ根絶活動の未来はどうなんだと、鈴木先生か
ら依頼されたテーマですけど、非常にチープで
すけど、今自分達がやれる事を最善を尽くして
行くと、これに尽きると思います。これは2014年
のPOLIO FREE INDIA、ポリオ根絶のお祝い
で呼ばれた時の写真ですが、ポリオフリーワー
ルド、ポリオのない世界、その為のカウントダ
ウンは私は始まっていると思います。そのカウ
ントダウンに我々ロータリーもロータリアンと
して参加していると言う事を是非自覚して頂き
たいと思います。私今までネガティブなメディ
アとか言いまして、その話をしてきましたけど、
まさにもう少しでカウントダウンは始まってい
ると思います。
　この子は2011年の1月13日にポリオになっ
たRukhsarちゃんです。この子がインドで最後

の患者さんです。私は思うのですが、ポリオ根
絶と言うのは我々ロータリーが世界の子供達に
約束した事なのです、1985年に。そして我々
がその約束を果たす時期になって来たのです。
我々ロータリーは夢を持ってやって来ました。
夢を追い求めて、それを一つ一つ実現して来た
のが我々ロータリーだと私は思っています。夢
と言うのはそれを形にするのは、今会場に集
まっている皆さん一人一人の覚悟にかかってい
る。私はそう思っています。皆さんへのメッセー
ジは夢を決して諦めないで欲しい、我々ロータ
リアンは夢追い人ですけれども、単なる夢を夢
として終わらせるのではなく、夢を現実の物と
して形に表わしてきたロータリーの歴史と言う
ものがそれを証明しています。今日お集りの皆
さんにはぜひこの根絶のこの状況は大変難しい
と言うのは事実だけれども、でもカウントダウ
ンは始まっている。それは皆さんと一緒に、皆
さんが生きている間に世界からポリオが無くな
る日が見られると言う事も幸せです。今から募
金なり基金なり、或いは実際にインドに行く、
パキスタンに行くなり、それぞれの立場ででき
る事をやって行こうではありませんか。ご清聴
ありがとうございました。
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全体会議・分科会報告

　次年度に対する私の想いを、皆様にお話しし
ました。各ガバナー補佐・今井ガバナー・次年
度の会長や幹事の方々からも、それぞれの想い
をお話しして頂きました。その後、元RAB専
務の大友寿郎さんに、ミニ話し方教室をしてい
ただきました。大変役立つ内容でした。

会長・幹事・会計部門会長・幹事・会計部門

ガバナーエレクト　沼田　　廣（青森R.C）

　今回、12クラブから出席していただきまし
た。「会員の拡大・増強は確かに大事だが、退
会防止が極めて重要だ」という、今日午前のお
話を受けて、退会防止について話し合いました。
5月の「ロータリーの友」で「八戸東RCが例会
出席率100％継続している」という記事が載っ
ておりますが、その方法を同RCから教えて頂
きました。IDM（Informal  D iscuss ion 
Meeting）という方法で、クラブ・仕事など多
岐にわたる会話を会員間で行い、特に新会員を
クラブになじませるのに効果があるようでし
た。また、メーキャップも多用し、1週間来な
い委員へ電話を掛けるなどしているとのことで

した。これが退会防止に直接つながるわけでは
ないが、このような取り組みが、クラブの雰囲
気を作っている、とのことでした。そのあと各
クラブから、退会防止の取り組み事例を紹介し
てもらいましたが、
（1）新会員はどうコミュニケーションをとれば

いいかわからないので、既存会員が積極的
に話しかける。

（2）新会員へ話しかける「新会員応援隊」とい
うグループを作る。

などが紹介されました。
　既存会員の退会防止については「例会を充実
させ、出席者を増やす」「ゴルフ、合唱、テニス、
釣りなどの同好会・趣味の会を作り、会員間の
コミュニケーションを増やす」「辞めそうな会
員へは、例会に出られなくても懇親会だけでも
来てもらうようアプローチする」「スポンサー
（推薦者）が声掛けする」「不平や文句が多い会
員へ個別に意見を聞く会がある」などの意見が
出ました。

会員増強部門会員増強部門

地区委員　折居　祐二（十和田R.C）

　パートごと、次年度の活動計画をたてるため
の参考になる議論を進めた。
　職業奉仕委員会としては、四つのテストや職
場訪問に関することを発表。
　社会奉仕委員会は、各クラブごとクラブの実
状に応じた継続的な奉仕活動をしてきた。
　悩みとしては、新しい奉仕活動をしたいので
すがなかなかできない。
　それに関しては、地区の委員会でも協力して
いきたい。
　特に1月は職業奉仕月間になっているので、
併せてフォーラム開催や卓話の支援などお手伝
いをしたい。
　最後に地区では「じょっぱり経済学」をやっ
てますので講師を出しているクラブを中心とし
て、興味のあるものには参加を呼び掛けた。

社会奉仕・職業奉仕部門社会奉仕・職業奉仕部門

委員長　花田　勝彦（五所川原R.C）

　11クラブより12名の方が参加しました。
　活動が内向きになっているクラブもある中、
外向きに活動しているクラブは、例えば幼稚園
児や地域の方々との活動を行っているとのこと
でした。
　「マイロータリーの登録を35％以上にする」
という地区目標はもう少しで達成ですが、あく
まで目的は、マイロータリーを活用することで

公共イメージ向上部門公共イメージ向上部門

委員長　花田　　仁（三沢東R.C）

　「あなたは次期クラブ運営委員長として、ど
のような活動を行いますか」というテーマで話
し合いました。次年度の活動計画を決めている
クラブはそれを発表し、まだ決めていないクラ
ブは現年度の活動状況を報告しました。「あな
たのクラブでは、どのような引継ぎを行ってい

クラブ管理運営部門（クラブ奉仕）

パストガバナー　長嶺　康廣（八戸南R.C）

ますか」と問いました。各クラブによって新旧
の引継ぎを行っているクラブ・行っていないク
ラブがあり、差があることを認識しました。「あ
なたのクラブでは、会員が興味を持って例会に
出席できるよう、どのようにしていますか？楽
しい例会にするために、どのような工夫をして
いますか？」というテーマについても話し合い
ました。なお今回は、地区41クラブ中、15ク
ラブが、この部門別会議に出席しました。残念
ながら少ないと思います。今後の課題として、
提起したく思います。

す。是非マイロータリーに登録するだけでなく、
中を見てほしいと思います。必要でしたら当委
員会が各クラブにお邪魔して、マイロータリー
の中身を紹介したく思います。
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　前任の成田委員長に引き続きましてこれから
3年間宜しくお願い致します。今期も7月28日
と12月1日と2回のセミナーを予定しておりま
す。
　それでは各委員会の内容をまとめてご報告い
たします。
◎地区補助金委員会
　今後の目標として地区補助金を活用した事業
を41クラブに参加してほしい。
　12月1日の補助金セミナーは、補助金を受け
る予定のクラブには、参加義務があります。
◎グローバル補助金委員会
　8年目となるタイ3330地区との水浄化プロ
ジェクトを沼田年度も継続します。
　同じく3330地区の識字率向上プロジェクト
として3330地区の子供たちへ絵本の寄贈も計
画しています。
◎資金推進委員会
　次年度は、年次寄付1人150ドル、ポリオプ
ラス30ドル、寄付ゼロクラブを作らないこと
を目標に致します。
◎平和フェローシップ・奨学金・学友委員会
　分科会のまとめ　小委員会部分「平和フェ
ローへの応募はほとんどないと思われるが、地
区負担はないので、募集は行う」「GG奨学生に
ついては、地区の財源を横にらみしながらであ
るが、通年で募集は行う」
「地区補助金奨学生については、1月15日締め
切りで1名募集する」

ロータリー財団部門ロータリー財団部門

委員長　佐々木眞一（むつ中央R.C）

青少年奉仕部門青少年奉仕部門

委員長　細川　勝也（弘前R.C）

　入会二年以内の新会員部門 21 名で、小山内
PGよりロータリーの教育を受けた。
　ロータリーの組織の成り立ち・会合の種類・
略語の解説・年間スケジュール・奉仕の成り立
ち・点鐘・ロータリーソング etc
　最後に不変なものは「奉仕するものは報われ
る。利益を得る」というロータリーの基本を学
んだ。

新会員部門新会員部門

新会員　高瀬　賢三（青森R.C）

◎ポリオ対策委員会
　今年度は3月に一斉投与を致しましたが、沼
田年度での一斉投与の予定は現在のところ不確
定です。

　世話していたインターアクトが卒業し、ロー
ターアクトを作りたい、またRYLAにも参加し
たいという報告があり、インターアクト、ロー
ターアクト、RYLAは一体なのだと思います。
ロータリアンがそのレール作りを担っていきた
いです。また、次年度の交換留学生は3名募集
の予定です。

米山記念奨学部門米山記念奨学部門

委員長　野坂　幸子（野辺地R.C）

　現在10名の奨学生のお世話をするというこ
とについて、卓話とかカウンセラー経験者から
お話をいただいた。
　関場PGからは、人を育てる・人との関係を

大事にしていくことの話をいただいた。
　そのためにも、寄付ゼロクラブを無くするこ
と、またクラブでも個人でも目標を設定しあと
いくら？？とアドバイスすると効果的です。詳
しくは地区要覧のP11を参考にしてください。
　最後に寄付をもう少し頑張っていただき、来
年は15人の奨学生を受け入れるようにしたい。

　私のモットーは「ちょっぴり勉強・たくさん
親睦」ですが、朝からたくさん勉強されたと思
います。
　講演いただいた講師で、ロータリーが好きな
方の話はスーっと入ってくる。
　また各部門ごとの話で、会長・幹事の皆さん
から意見がでたのは新鮮で良かった。次年度に
備える勉強はこれが最後です。
　今年度目標にあと少しありますが達成して沼
田ガバナーにバトンを渡したい。

講評とご挨拶 ガバナー　今　井　高　志（弘前R.C）
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◎現・次期ガバナー引継ぎ、
　バッチ伝達

◎地区大会のご案内
実行委員長　相徳　公正

◎ホノルル国際大会ご案内
国際大会推進委員長　林　　　均

◎謝辞・点鐘
沼田 ガバナーエレクト

◎閉会の挨拶
地区協議会実行委員長　佐藤　健一

「長時間の研修協議お疲れ様でした。これを持ち
まして2019－20年度のための国際ロータリー
2830地区研修・協議会を終了いたします」

◎開会挨拶
ホストクラブ会長　𠮷川　健一

◎御挨拶
今井ガバナー

◎乾杯の発声
源新ノミニー

懇　　親　　会
◎ウエルカムコーラス　青森ロータリークラブ合唱団
　●見上げてごらん夜の星を　　●荒城の月
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◎アトラクション

舞台劇　演目　「わだばゴッホになる」 青森労足り一座
手に手つないで

乾　杯！
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「地区研修・協議会」出席者名簿 （敬称略・順不同）

元RI理事

2019RI研修リーダー（第1ゾーン）

次期第1ゾーンロータリーコーディネーター

地区研修リーダー

パストガバナー

パストガバナー

RID2520パストガバナー

パストガバナー

黒田　正宏
山崎　淳一
菅原　典裕
鈴木　唯司

＊会長・幹事・会計部門（2階　春秋の間）

リーダー
リーダー
アドバイザー
アドバイザー
アドバイザー
アドバイザー

ガバナーエレクト
財務委員長
ガバナー

ガバナー補佐
ガバナー補佐
ガバナー補佐

地区幹事長
元ロータリアン
ガバナーノミニー
ガバナー補佐
ガバナー補佐
ガバナー補佐

木村　義正
大友　寿郎
源新　和彦
今　　春淑
中畑　　肇
上野　浩之

沼田　　廣
小林　俊一
今井　高志
松山　隆志
成田　守男
上野　実穂

（青森）
（青森）
（弘前）
（野辺地）
（鰺ヶ沢）
（八戸中央）

（青森）

（八戸北）
（十和田八甲）
（弘前西）
（青森北東）

Gr クラブ名

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

会　長 幹　事 会計/会長エレクト Gr クラブ名 会　長 幹　事 会　計
むつ
野辺地
七戸
大畑
東北
むつ中央
六ヶ所
三沢
十和田
十和田東
おいらせ
三沢東
十和田八甲
五所川原
金木
鰺ヶ沢
鶴田

五所川原中央
つがる

五所川原イヴニング

波岡　悦郎
百田　　忠

佐藤　裕介
新堂　義之
前川原　亨

稲川　大輔
太田　　薫
佐々木紀仁
円子　徳通
相田喜一郎
田島　一史
島村　寿子
前田　光一
田中　英宜

今　　修一
山中たける

峯　　雅夫
須藤　　朗

佐藤　直樹

菅原　晴夫
佐々木文仁
漆畑　善文

杉山　茂夫
田中　　修
小川　秀樹
寺田　明代
工藤　文久

坂本　幸光
宮崎　敬也
清野　　悟
下山　　智

黒田　政道
伊藤　昭治

弘前
弘前東
板柳
黒石
大鰐
弘前西

平賀・尾上
弘前アップル
八戸
八戸東
三戸
五戸
南部
八戸北
八戸南
八戸中央
八戸西
青森

青森北東
青森中央

青森モーニング

工藤　孝夫
西村　昭紘
三浦　繁満
山口　正一

板垣　重敏
齋藤　憲法

佐々木泰宏
菊池　厳弘
大村　文人
村越　啓一
宮本　佳悦
山内　一晃
吉田　賢治

田沢　英治
佐藤　健一
中村　洋一
工藤　平吾
新岡壮太郎

山崎　　均
奈良真喜子
工藤　昭義
増川　博基
宮腰　浩一

三上洋一郎

髙橋　勢治
矢村英一郎
高谷　修悦
滝田　　勉

伊藤　　斉
前田　由美
大嶌　泰雅
石川佳共子

三浦　真介

太田　　昇

成田　　学

江渡　恵一

大入　武士

島浦　　理

＊クラブ管理運営部門（5階　銀扇の間）

氏　名
古澤　謙一
山端　政博
今　　直樹
澁谷　省吾
小林　大眞

クラブ名
野辺地
十和田
五所川原

五所川原イヴニング
弘前

氏　名
小林　幹夫
上村　信助
平山　秀司
熊谷　道雄

クラブ名
八戸
八戸東
八戸東
八戸南

氏　名
中山　大輔
武田　吉孝
大中　謙治
本堂きみゑ

クラブ名
青森
青森
青森

青森モーニング

氏　名
藤野　芳孝
野村　秀雄
原田　憲一
木村　康仁
阿部　哲也
寺田　政史

クラブ名
むつ
野辺地
東北

五所川原
五所川原

五所川原中央

氏　名
木皮　美賀
中田　　吾
波岸　　正
紺野　　広
柿崎　隆雄
赤坂　貴博

クラブ名
五所川原イヴニング

弘前
弘前西
八戸
八戸東
八戸東

氏　名
小金平育男
畠山　徳陽
田中　正子
田邉　豊彦
阿保　康雄
簗田　明博

クラブ名
八戸北
八戸西
青森
青森

青森モーニング
十和田

パストガバナーリーダー 長嶺　康廣 （八戸南）

＊会員増強部門（2階　高砂の間）

次期地区委員長
パストガバナー
今泉　湧水

リーダー
アドバイザー
地区委員

中村　　勉
笹森　　剛

（八戸中央）
（弘前） 佐々木千佳子 （十和田）

（十和田八甲） 折居　祐二 （十和田）

氏　名
簗田　明博
太田　康成
木村　重孔
三戸　靖史

クラブ名
十和田
五所川原

五所川原中央
五所川原イヴニング

氏　名
葛西　　敞
正部家光彦
岩岡　隆雄
小笠原良誠

クラブ名
弘前
八戸
八戸東
八戸東

氏　名
吉田　悦子
小原　隆平
長谷川利夫

クラブ名
八戸北
八戸南
青森

＊公共イメージ向上部門（6階　牡丹の間）

次期地区委員長
パストガバナー
久保　浩視

リーダー
アドバイザー
地区委員

花田　　仁
鐘ヶ江義光

（三沢東）
（八戸東）

（八戸） 吉田　立盛 （八戸南）

氏　名
近藤　麿史
小林　　隼
上久保聖一
成田　学治
安田　義宏

クラブ名
野辺地
東北
十和田
五所川原
五所川原

氏　名
成田　朋広
高野　　悟
田中　　訓
橋本八右衛門
中道　栄治

クラブ名
五所川原イヴニング

弘前
弘前アップル
八戸
八戸東

氏　名
細越　寿－
久保　隆明
小林　　肇
木村　幸吉
工藤　真人

クラブ名
八戸東
八戸北
八戸中央
八戸西
青森

＊社会奉仕・職業奉仕部門（別館5階）

次期地区委員長
パストガバナー
浅利　壽信

リーダー
アドバイザー
地区委員

花田　勝彦
工藤　武重

（五所川原）
（弘前西）

（青森モーニング）

氏　名
附田　俊仁
中村　　僚
中渡　俊明
平山　敦士
工藤　勝博
山本　晃嗣

クラブ名
七戸
東北
十和田
五所川原
つがる

五所川原イヴニング

氏　名
小野　　司
山田　慶次
槙　　一郎
杉本　紀之
若野　利美

クラブ名
弘前
八戸
八戸東
八戸東
三戸

氏　名
源新　育子
石橋　一男
佐藤　泰治
山口　　聡
鳴海　孝仁

クラブ名
八戸北
八戸南
八戸中央
青森

青森北東 

＊ロータリー財団部門（3階　孔雀の間） 

次期地区委員長
パストガバナー
伊東　　睦
三浦　順子
小田桐隆夫
森内　忠良

（三沢東）
（弘前アップル）
（むつ）
（青森）

蒔苗　俊二
川﨑　益美
成田　秀治

（弘前西）
（八戸北）

（五所川原イヴニング）

リーダー
アドバイザー
地区委員長
地区委員長
地区委員
地区委員

佐々木眞一
島村吉三久

（五所川原）
（五所川原イヴニング）
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2019RI研修リーダー（第1ゾーン）

次期第1ゾーンロータリーコーディネーター

地区研修リーダー

パストガバナー

パストガバナー

RID2520パストガバナー

パストガバナー

黒田　正宏
山崎　淳一
菅原　典裕
鈴木　唯司

＊会長・幹事・会計部門（2階　春秋の間）

リーダー
リーダー

アドバイザー
アドバイザー
アドバイザー
アドバイザー

ガバナーエレクト
財務委員長
ガバナー

ガバナー補佐
ガバナー補佐
ガバナー補佐

地区幹事長
元ロータリアン
ガバナーノミニー
ガバナー補佐
ガバナー補佐
ガバナー補佐

木村　義正
大友　寿郎
源新　和彦
今　　春淑
中畑　　肇
上野　浩之

沼田　　廣
小林　俊一
今井　高志
松山　隆志
成田　守男
上野　実穂

（青森）
（青森）
（弘前）
（野辺地）
（鰺ヶ沢）
（八戸中央）

（青森）

（八戸北）
（十和田八甲）
（弘前西）
（青森北東）

Gr クラブ名

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

会　長 幹　事 会計/会長エレクト Gr クラブ名 会　長 幹　事 会　計
むつ
野辺地
七戸
大畑
東北

むつ中央
六ヶ所
三沢
十和田
十和田東
おいらせ
三沢東
十和田八甲
五所川原
金木
鰺ヶ沢
鶴田

五所川原中央
つがる

五所川原イヴニング

波岡　悦郎
百田　　忠

佐藤　裕介
新堂　義之
前川原　亨

稲川　大輔
太田　　薫
佐々木紀仁
円子　徳通
相田喜一郎
田島　一史
島村　寿子
前田　光一
田中　英宜

今　　修一
山中たける

峯　　雅夫
須藤　　朗

佐藤　直樹

菅原　晴夫
佐々木文仁
漆畑　善文

杉山　茂夫
田中　　修
小川　秀樹
寺田　明代
工藤　文久

坂本　幸光
宮崎　敬也
清野　　悟
下山　　智

黒田　政道
伊藤　昭治

弘前
弘前東
板柳
黒石
大鰐
弘前西

平賀・尾上
弘前アップル
八戸
八戸東
三戸
五戸
南部
八戸北
八戸南
八戸中央
八戸西
青森

青森北東
青森中央

青森モーニング

工藤　孝夫
西村　昭紘
三浦　繁満
山口　正一

板垣　重敏
齋藤　憲法

佐々木泰宏
菊池　厳弘
大村　文人
村越　啓一
宮本　佳悦
山内　一晃
吉田　賢治

田沢　英治
佐藤　健一
中村　洋一
工藤　平吾
新岡壮太郎

山崎　　均
奈良真喜子
工藤　昭義
増川　博基
宮腰　浩一

三上洋一郎

髙橋　勢治
矢村英一郎
高谷　修悦
滝田　　勉

伊藤　　斉
前田　由美
大嶌　泰雅
石川佳共子

三浦　真介

太田　　昇

成田　　学

江渡　恵一

大入　武士

島浦　　理

＊クラブ管理運営部門（5階　銀扇の間）

氏　名
古澤　謙一
山端　政博
今　　直樹
澁谷　省吾
小林　大眞

クラブ名
野辺地
十和田
五所川原

五所川原イヴニング
弘前

氏　名
小林　幹夫
上村　信助
平山　秀司
熊谷　道雄

クラブ名
八戸
八戸東
八戸東
八戸南

氏　名
中山　大輔
武田　吉孝
大中　謙治
本堂きみゑ

クラブ名
青森
青森
青森

青森モーニング

氏　名
藤野　芳孝
野村　秀雄
原田　憲一
木村　康仁
阿部　哲也
寺田　政史

クラブ名
むつ
野辺地
東北

五所川原
五所川原

五所川原中央

氏　名
木皮　美賀
中田　　吾
波岸　　正
紺野　　広
柿崎　隆雄
赤坂　貴博

クラブ名
五所川原イヴニング

弘前
弘前西
八戸
八戸東
八戸東

氏　名
小金平育男
畠山　徳陽
田中　正子
田邉　豊彦
阿保　康雄
簗田　明博

クラブ名
八戸北
八戸西
青森
青森

青森モーニング
十和田

パストガバナーリーダー 長嶺　康廣 （八戸南）

＊会員増強部門（2階　高砂の間）

次期地区委員長
パストガバナー
今泉　湧水

リーダー
アドバイザー
地区委員

中村　　勉
笹森　　剛

（八戸中央）
（弘前） 佐々木千佳子 （十和田）

（十和田八甲） 折居　祐二 （十和田）

氏　名
簗田　明博
太田　康成
木村　重孔
三戸　靖史

クラブ名
十和田
五所川原

五所川原中央
五所川原イヴニング

氏　名
葛西　　敞
正部家光彦
岩岡　隆雄
小笠原良誠

クラブ名
弘前
八戸
八戸東
八戸東

氏　名
吉田　悦子
小原　隆平
長谷川利夫

クラブ名
八戸北
八戸南
青森

＊公共イメージ向上部門（6階　牡丹の間）

次期地区委員長
パストガバナー
久保　浩視

リーダー
アドバイザー
地区委員

花田　　仁
鐘ヶ江義光

（三沢東）
（八戸東）

（八戸） 吉田　立盛 （八戸南）

氏　名
近藤　麿史
小林　　隼
上久保聖一
成田　学治
安田　義宏

クラブ名
野辺地
東北
十和田
五所川原
五所川原

氏　名
成田　朋広
高野　　悟
田中　　訓
橋本八右衛門
中道　栄治

クラブ名
五所川原イヴニング

弘前
弘前アップル
八戸
八戸東

氏　名
細越　寿－
久保　隆明
小林　　肇
木村　幸吉
工藤　真人

クラブ名
八戸東
八戸北
八戸中央
八戸西
青森

＊社会奉仕・職業奉仕部門（別館5階）

次期地区委員長
パストガバナー
浅利　壽信

リーダー
アドバイザー
地区委員

花田　勝彦
工藤　武重

（五所川原）
（弘前西）

（青森モーニング）

氏　名
附田　俊仁
中村　　僚
中渡　俊明
平山　敦士
工藤　勝博
山本　晃嗣

クラブ名
七戸
東北
十和田
五所川原
つがる

五所川原イヴニング

氏　名
小野　　司
山田　慶次
槙　　一郎
杉本　紀之
若野　利美

クラブ名
弘前
八戸
八戸東
八戸東
三戸

氏　名
源新　育子
石橋　一男
佐藤　泰治
山口　　聡
鳴海　孝仁

クラブ名
八戸北
八戸南
八戸中央
青森

青森北東 

＊ロータリー財団部門（3階　孔雀の間） 

次期地区委員長
パストガバナー
伊東　　睦
三浦　順子
小田桐隆夫
森内　忠良

（三沢東）
（弘前アップル）
（むつ）
（青森）

蒔苗　俊二
川﨑　益美
成田　秀治

（弘前西）
（八戸北）

（五所川原イヴニング）

リーダー
アドバイザー
地区委員長
地区委員長
地区委員
地区委員

佐々木眞一
島村吉三久

（五所川原）
（五所川原イヴニング）
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氏　名
中村　昭芳
山端　　博
吉田　敏広

クラブ名
むつ中央
十和田
おいらせ

氏　名
今　　広樹
須藤　朗孝
築舘　智大

クラブ名
五所川原
弘前
八戸

氏　名
坂本　興樹
西舘　清司
佐々木悦郎

クラブ名
八戸東
八戸東
八戸北

＊青少年奉仕部門（別館4階）

次期地区委員長
パストガバナー
竹内　知弘
高瀬　英人

リーダー
アドバイザー
地区委員長
地区委員

細川　勝也
村井　　達
（弘前西）
（五所川原）

（弘前）
（八戸）
田中　裕介
村塚　正隆

北山　輝夫 （八戸北）
（弘前アップル）
（青森モーニング）

氏　名
大黒　　博
岡山　武彦
敦賀　鉄正
高井　孝治

クラブ名
七戸
東北

五所川原
つがる

氏　名
峯　　正一
田中　節穂
村田　頼信

クラブ名
八戸
八戸東
八戸東

氏　名
大橋　央雅
蛇口　和貴
竹内　通昭

クラブ名
八戸南
八戸西
青森

＊米山記念奨学部門（5階　金扇の間）

次期地区委員長
パストガバナー
平野　栄子

リーダー
アドバイザー
地区委員

野坂　幸子
関場　慶博
（八戸北）

（野辺地）
（弘前アップル） 中村　義弘 （むつ）

氏　名
鳥谷部　恵
溝口奈美子
工藤　孝子
山口　龍堂
松田　浩二
渡辺　　孝
畑中　義信

クラブ名
十和田
十和田東
弘前東
黒石
八戸
八戸
八戸東

氏　名
小野　晶子
慶徳　拓也
本田　　悟
上明戸　茂
浅利　健一
伊藤　幸生
櫛引　大樹

クラブ名
八戸北
八戸南
八戸南
八戸中央
青森
青森
青森

氏　名
三枝慎太朗
熊井　秀哲
齋藤　光春
高瀬　賢三
松山　栄一
山辺　　努

クラブ名
青森
青森
青森
青森
青森
青森

＊新会員部門（5階　芙蓉の間）

パストガバナーリーダー 小山内康晴 （弘前）

氏　名
欠畑　茂治

クラブ名
十和田東

氏　名
白山　春男

クラブ名
十和田東

氏　名
高村　和雄

クラブ名
十和田東

＊各部門自主参加

役　職
地区研修・協議会実行委員長
地区幹事／地区大会実行委員長
地区国際大会推進委員長

地区幹事
地区幹事
地区幹事
地区幹事
地区幹事
地区幹事

氏　名
佐藤　健一
相徳　公正
林　　　均
工藤　真人
森内　忠良
竹内　通昭
田邉　豊彦
長谷川利夫
櫛引　淳治

役　職
地区幹事長
地区副幹事長
地区財務委員長
地区幹事
地区幹事
地区幹事
地区幹事

エレクト事務所事務局員
クラブ事務局員
クラブ事務局員

氏　名
木村　義正
阿保　康雄
小林　俊一
新藤　興治
𠮷川　健一
柳谷　恒次
石川佳共子
福井　純子
宮野美奈子
鈴木　　星

＊スタッフ
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・・・ご苦労様でした・・・

◎DTTS　◎PETS　◎地区研修・協議会

・・・本文は音声を文章化いたしております、不行き届きの点はお詫び申し上げます・・・

2019－20地区幹事長　木村　義正

◎食事担当 •相徳　公正（青森RC）　•（副）田中　正子（青森RC）

「記録・報告書」

◎写真・録音

◎音声テープ起こし

•小林　俊一（青森RC）　•長谷川利夫（青森RC）

•阿保　康雄（青森モーニング）　•相徳　公正（青森RC）　•柳谷　恒次（青森RC）
•石川佳共子（青森RC）　•長谷川利夫（青森RC）




