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C O N T E N T S

【大会当日】本会議場
（リンクモア平安閣市民ホール）

【大会前日】各種プログラム・晩餐会・懇親会会場
（青森国際ホテル）

2019－20年度国際ロータリー会長

マーク・ダニエル・マローニー

RI会長メッセージ

ロータリアン、ローターアクター、ロータリーファミリー、
その他ロータリーの支援者の皆さま

　この度は、2019－20年度地区大会に謹んで皆さまを歓迎いたします。地区大会は、奉仕の
インパクトと会員の経験を向上するためのアイデアについて話し合う機会となり、「ロータリー
は世界をつなぐ」のテーマを実現する素晴らしい会合となるでしょう。
　今年度の地区大会は、ロータリーという組織にとって幸先の良い催しとなります。というの
は、2019－20年度は新しいロータリーの戦略計画が導入される年度だからです。会員からの
ご意見を反映して完成されたこの戦略計画は、急速に変化する世界でより良く奉仕していくた
めに必要な未来の行動計画となります。
　戦略計画では、「より大きなインパクトをもたらす」、「参加者の基盤を広げる」、「参加者の積
極的なかかわりを促す」、「適応力を高める」という4つの優先事項が定められています。しか
し私にとって、この計画の中核には、「ロータリーを成長させる必要がある」という明確なメッ
セージがあると思います。
　ロータリーの成長とは、人のつながりを生かして世界でも唯一無二の存在としてのロータリー
を確立し、そのつながりをさらに強化・多様化していくことです。では、どうすればそれが可
能となるでしょうか。その答えのヒントは、クラブと入会候補者のつながりを築く方法を検討
し、すべての入会候補者が歓迎されていると感じられるよう、新しいクラブや会員種類の可能
性を検討していくことを通じて見出すことができるでしょう。
　しかし、答えを導く最大の要素は、皆さまお一人お一人がどのようにロータリーとのつなが
りを築くかということだと思います。皆さまが地区大会を通じて熱意をもってアイデアを交わ
すことができれば、どれほど素晴らしいものとなるでしょう。この地区大会が、ロータリーに
おける皆さまの未来の行動計画を練る機会となりますことを、私たちは願ってやみません。
　末筆となりますが、貴地区大会の多大なるご成功をお祈りいたします。

地区大会 記録誌

地区大会会場
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（敬称略）

来賓・招待者・参加ゲスト

青森県知事

青森市長

青森商工会議所　会頭

三　村　申　吾

小野寺　晃　彦

若　井　敬一郎

来　　　賓

地区外招待者
　タイ

　　〃

　　〃

　　〃

秋田北RC

大館南RC

那覇RC

　　〃　

大阪西南RC

　　〃

諫早北RC

　　〃

福島中央RC

　　〃

出雲中央RC

　　〃

伊勢崎RC

　　〃

成田RC

　　〃

京都南RC

第3330地区　パストガバナー

同令夫人

第3330地区　ガバナーエレクト

同令夫人

第2540地区　ガバナー

第2540地区　ガバナーエレクト

第2580地区　ガバナー

同令夫人

第2660地区　ガバナー

同令夫人

第2740地区　ガバナー

同令夫人

第2530地区　ガバナー

同令夫人

第2690地区　ガバナー

同令夫人

第2840地区　ガバナー

同令夫人

第2790地区　ガバナー

同令夫人

第2650地区　パストガバナー

Cha lermchat

嶋 田　康 子
工 藤　智 教
新 本　博 司
新 本　順 子
四 宮　孝 郎
四 宮　庸 子
千 葉　憲 哉
千　葉　まさこ
芳　賀　　　裕
芳 賀　絹 子
古 瀨　倶 之
古 瀨　和 子
森 田　高 史
森 田　衣 代
諸　岡　靖　彦
諸　岡　むつみ
中 澤　忠 嗣

Wichai Maneewacharakiet

地区内招待者
八戸南RC

弘前アップルRC

青森RC

五所川原イヴニングRC

おいらせRC

弘前RC

八戸東RC

五所川原RC

八戸RC

　　〃

弘前RC

八戸北RC

弘前西RC

　　〃

青森モーニングRC

八戸南RC

十和田RC

弘前RC

　　〃

八戸北RC

　　〃

五所川原イヴニングRC

元RI理事・パストガバナー

パストガバナー

パストガバナー

パストガバナー

パストガバナー令夫人

パストガバナー

パストガバナー

RI研修リーダー・パストガバナー

パストガバナー

同令夫人

パストガバナー

パストガバナー

パストガバナー

同令夫人

地区研修リーダー・パストガバナー

パストガバナー

パストガバナー

直前ガバナー

同令夫人

ガバナーエレクト

同令夫人

ガバナーノミニー

黒　田　正　宏
関　場　慶　博
大　柳　繁　造
島　村　吉三久
川　口　と　く
笹　森　　　剛
鐘ヶ江　義　光
山　崎　淳　一
村　井　　　達
村　井　精　子
小山内　康　晴
北　山　輝　夫
工　藤　武　重
工　藤　孝　子
鈴　木　唯　司
長　嶺　康　廣
佐々木　千佳子
今　井　高　志
今　井　佐千江
源　新　和　彦
源　新　育　子
成　田　秀　治

参加ゲスト

ホアン ザン ナム（青森RC）
郭　　宣　　蓉（青森RC）

ワイバ ゴビンダ（青森モーニングRC）
ディン ティ ラム（弘前東RC）
楊　　雪　　恵（弘前アップルRC）

陳　　俊　　彰（青森北東RC）

スワナセン ナタウィッパー（十和田RC）
隆　　　　　芳（弘前西RC）

米山記念奨学生
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ローターアクトクラブ
（青森RC）

（青森RC）

（青森RC）

（五所川原RC）

（五所川原RC）

（八戸RC）

（八戸RC）

（八戸RC）

（八戸RC）

（八戸RC）

（むつRC）

（むつRC）

（弘前RC）

（弘前RC）

（弘前RC）

大　和　拓　夢
橋　端　理　子
久保田　彩　夏
石　田　卓　也
茶　谷　　　卓
馬　渡　沙也加
岡　部　雅　文
出　町　優　貴
皆　川　雄　亮
山　内　珠　夢
寺　道　美　鈴
甲　　　健　太
太　田　智　大
伊　藤　雅　章
長　尾　衣李子

青少年交換
（派遣候補学生・弘前西RC）

（派遣候補学生・弘前アップルRC）

（帰国学生・十和田RC）

木　村　　　梓
左　川　　　凛

佐々木　音　寧
Rebekah Pascale Ewing Nix（来日学生・八戸北RC）

ロータリー財団学友会

（会長）

（事務局長）

（学友委員長・青森RC）

亀　山　瑠　香
川　浪　亜矢子
坂　本　利枝子
富　岡　義　勝
佐　藤　健　一

大会前日
2019年 9月28日（土）

青森国際ホテル
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各 種 委 員 会 諮 問 委 員 会
●開会 13：00　　　●閉会 13：50

「牡丹の間」

登録委員会

「高砂の間」

決議委員会

パストガバナー

西第一G・AG

西第二G・AG

今　井　高　志

成　田　守　男

中　畑　　　肇

パストガバナー

南G・AG

中G・AG

長　嶺　康　廣

上　野　実　穂

上　野　浩　之

パストガバナー

東第一G・AG

東第二G・AG

佐々木　千佳子

松　山　隆　志

今　　　春　淑

　ただ今より2019～20年度第１回目の諮問会
議を開会します。
　進行は、ガバナーの沼田廣が務めますので、
どうぞよろしくお願い致します。
　案件が７つほどございますが、限られた時間
しかありませんので、スムーズな進行にご協力
をお願いします。

ガバナー挨拶 14：00　開会
　地区業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・進行　ガバナー　沼田　　廣
　　①今井年度の財務報告
　　（鈴木順三直前地区財務委員長代理）
　　②登録委員会の報告
　　（今井高志直前ガバナー）
　　③信任状委員会の報告
　　（佐々木千佳子パストガバナー）
　　④大会決議案の評決
　　（長嶺康廣パストガバナー）
　　⑤2020－23年任期規定審議会代表委員の選出
　　⑥地区が制定案及び決議案を提出の検討
　　⑦その他の報告事項
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会 長・幹 事 会 地区指導者育成セミナー

15：00
　登録受付開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・司会　長谷川利夫
15：30
　開会点鐘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガバナー　沼田　　廣
　国歌斉唱　ロータリーソング「我らの生業」
　ガバナー挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガバナー　沼田　　廣
15：35
　協議
　案件１　前年度決算報告
　　　　　・・・・・・・・・・・直前地区財務委員長代理　鈴木　順三
　　　　　決議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガバナー　沼田　　廣
　案件２　決議文協議・・・・・・・・・決議委員長　長嶺　康廣
　　　　　決議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガバナー　沼田　　廣
　案件３　その他
16：05　　閉会　諸事お知らせ・・司会　長谷川利夫

「春秋の間」

16：10 司会　工藤　真人
　開会・ガバナー挨拶・・・・・・・・・・・・ガバナー　沼田　　廣
　講師紹介
　・・・・・・・・・・・・・地区研修リーダー・パストガバナー　鈴木　唯司
　講演1　「指導者としての経験から」
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・パストガバナー　笹森　　剛
　講演2　「青少年支援の意味について」
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・パストガバナー　北山　輝夫
　講演3　「社会奉仕」・・・・・パストガバナー　工藤　武重
　質疑応答
　挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガバナー　沼田　　廣
17：30　閉会　諸事お知らせ・・・・司会　工藤　真人

ガバナー挨拶

　月末のお忙しい時期に地
区内各クラブの会長・幹事の
皆様にお集まりいただき感
謝申し上げます。

　マーク・マローニーRI会長の “ロータリーは世界
をつなぐ” のテーマ、そしてこの2830地区のスロー
ガン“共に変化し行動しよう”の下、新年度がスター
トし、約3ヵ月が経過致しました。
　8月初旬には、マーク・マローニーRI会長ご夫妻が、
会長年度最初の海外訪問の地に日本を選ばれ来日さ
れました。
　来日後、真っ先に訪れたのが、この青森県2830
地区であり南グループのIM参加者だけでなく、地
区全体に活力を与えていただいたような気が致しま
す。お陰様で10の地区目標を掲げ出発したのです
が、既にいくつかの目標が達成されております。し
かし未達の目標もまだ残っています。
　特に会員増強は最重要項目です。2018年7月末に
は1,205人いたロータリアンが2019年7月末には
1,172人と33人も減少している現状を直視しなけれ
ばなりません。どうか各クラブ共、純増1名以上の
会員増強に取り組んでいただくように重ねてお願い
致します。
　本日は、会長・幹事の皆様に地区本大会を前にし
て協議及び決議していただく案件がございますの
で、宜しくご審議のほどお願い致します。

沼田　　廣（青森RC）

　鈴木順三直前財務委員長代理よ
り、2018－2019年度の決算報告
の説明がなされ、承認された。

　クラブ会長、あるいはクラブで指導的な役割を3
年以上務めた関心のあるロータリアンのために、地
区大会の直前（または直後）に地区指導者セミナー
を組み入れることが地区大会の推奨事項として定め
られています。
　本セミナーは、その規定に基づき開会されるもの
で、テーマも皆様のロータリー活動のモチベーショ
ンを高めるものばかりですので、大いに学んでいた
だきたいと思います。
　本日はご出席いただき有り難うございました。

　今日は講師としての立場でお話致します。テーマ
は「指導者としての経験から」という事で、三つご
ざいます。自分を成長させた3人のロータリアンを
紹介したいと思います。一つは、やらせて貰った恩
は義理でも返す、やってあげた物の見返りは求めな
い。二つ目は、能力の無い自分でも素晴らしいブレー
ンを得ることによって思った以上のことが出来る。
三つ目は、言いたい事はダイレクトに言うべきであ
る、もし遠慮したり気を使って言わないと相手方の
成長を妨げることが有るだろうと思うが、時間が無
いので二つ目は省きます。
　一つ目の「義理でも返す」の話です。私は32歳
の時に弘前RCに入会させて頂きました。そして現
在80歳ですので48年間ロータリーと歩んで参りま
した。人生の半分はロータリーにどっぷり填まって
おります。平成元年、50歳の時に会長を任命され
ました。エレクトとして活動中、旅客運業を売却し
飲食店を始めましたが、二足の草鞋で会長は出来な
いと思い、当時の会長で我々のクラブの中でも、市
民からも最も尊敬される鳴海外科医師が居られま
す。皆様ご存じかと思われますが、エレクトとして
色々なセミナーに出て、地区協議会に出る段になる
時、どうしても職業を変えなければならない状況に
なったので直接会長に辞任の話を致しました。色々
お話しした中で、彼は一日時間をくれといい、翌日
に病院をたずねると、彼は今辞められても次の人を
探すのには余りにも時間が無いと、そして責任を
取って継続しても、普段待たせている患者に申し訳
が無い、これ以上迷惑を掛ける事は出来ない。だか
ら苦しいけれど何とかやってくれないかと言われ、
尊敬している鳴海会長に心配かけてもいけないと
思い、何せ6月中旬から既に飲食業を始めておりま
したので、会長として転職しておりましたが、彼は
全面的に協力応援するから頑張ってくれと。全面的

大会決議文説明

　長嶺康廣決議委員長より地区大
会決議文決議第1号～第8号が発
表された。

ガバナー挨拶

講 師 紹 介

「指導者としての経験から」
笹森　　剛会員増強部門担当

パストガバナー
（弘前RC）

「指導者としての
 経験から」

笹森　　剛

講　演　1

「青少年支援の意味について」
北山　輝夫国際奉仕・青少年奉仕部門

副担当パストガバナー
（八戸北RC）

講　演　2

「社会奉仕」
工藤　武重社会奉仕・職業奉仕部門

担当パストガバナー
（弘前西RC）

講　演　3

講　演　1「春秋の間」

前年度決算報告及び承認
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に協力と言ったので、私はロータリーの事だと思っ
ていたのですが、彼は毎週のように奥様と飲食店に
訪れ、「会長どうしている、頑張れ！」と一言を言
い帰って行きました。自分は不安で自信が無いとき
に、身に余る一言が非常に嬉しく、有難いやる気を
起こす言葉でした。彼はそれを一年続けたのです。
今は色々な要職についておりますので、こと有る事
に要人を連れてきては紹介してくれて、ここを使っ
てくれと言ってくれました。こう言う心配を、こう
言う形で応援してくれたのには、何らかの形で恩返
しをしたい。彼のおかげで今では土日などは2－3
時間待ちの店になりました。そう言う彼に返す恩は
繁盛店だけではいけない、彼に対しては失礼だろう
と。ではどうしたら良いか、それは儲けた分を全て
自分のものにするのでは無く、お客様に還元した
い、お客様が喜んでくれるような店作りをしたい。
これが彼に対しての一番の恩返しだろうと。こうし
て彼と付き合って、今では彼はもう88歳です、も
う店には来ることは出来ません。しかし自分は平成
元年から30年まで12月にはお歳暮を持って会いに
行きますが、彼はその事には一言も触れず喜んで受
け取ってくれます。彼のやってくれたこの恩義が、
今こうしてロータリーに居れる大きな恩義ある素
晴らしい大先輩でございます。
　二つ目は飛ばしますがテーマだけ。能力の無い自
分でも素晴らしいブレーンがいる事によって思った
以上の事が出来る。
　三つ目は、2005－2006年にガバナーを拝命しま
した。エレクトの時、国内に2回研修の為行かなけ
ればならない、3回目は国際協議会です。その2回
目のロータリー研修会の中にGETSというガバナー
エレクト研修セミナーが有るのですが、広島で開催
された時に殆んど最後までいる事はないのですが、
その時はエレクトという事で使命感に燃えて最後ま
で居ましたら、財団のコーディネーター、後のRI

会長の田中作次氏が最後に財団の現況報告という事
で会場で言った言葉が、現在一人平均9$という地
区が有りますよ、それは2830地区ですと。その時
最後まで居た関場先生、黒田先生が終わってから自
分の所に来て、こういう風に人前で小馬鹿にされる
んだよ、貴方がガバナーになったら何とかこれを打
開してくれないかと言われ、よしやってやろうじゃ
ないかと意気込んでみたが、考えてみて自分ひとり
意気込んでみても会員が協力してくれなければ何
も出来ない。その為には何をするか、今でも行なっ
ている一人一人への握手です。懇親会の時は全ての
人に酒を注いで歩いて「お願いします。お願いしま
す。」と何十回、何百回と繰り返して、そして7月1
日から公式訪問が始まります。一番初めは前任者の
川口PG当時の下田百石RCです。そこで自分の財団
に対する考え方を述べた。二番目が名川（南部）
RCで同じ事を述べた。三番目がむつRCです。ここ
でドラマが始まりました。運よくこの場に村中先生
が居られます。懇親会の時、「笹森さんの財団説明
は今一説得力が無い」とアドバイスがあり、私自身
言いながら本当に会員に伝わっているのだろうか
と疑心暗鬼になり、その一言が響き思わず村中先生
の手を取りありがとうございます、明日からもう少
し内容を変えた話を致しますと、ホテルで原稿を書
き直しました。その後に4番目がむつ中央RCで、
話の中で感情が昂ぶり思わず涙ながらに訴えたら
徐々に、公式訪問が終わる頃に「ガバナー、財団募
金に入金しましたよ」と、反響がすぐ伝わって来ま
した。こちらにしては「してやったり」。あの当時、
ロータリーの友では毎月100$地区補助金に回るお
金の実績表をロータリーの友で見ています。毎月毎
月一つずつ上がって行き、最後の鐘ヶ江GEの地区
協議会に行ったのですが、その時には34地区の19
番まで行っていました。私は2～3個上がればいい
だろうと思っていたのですが、これを中央の財団の

関係者に、こっちから行く黒田先生や関場先生が、
一年間でどうしてあんなに成績を上げることが出来
たのか。どうなのかは分かりませんが、あれはガバ
ナーが頑張ったからと言ったと思います。そうした
らそれは、貴方方の指導が良いから伸びるんだろと、
二人だけ褒められて私は全然褒められませんでし
た。でも大柳PGがこういうガバナーを待っていた
んだよと褒めて下さいました。これは言ってくれた
人が居たから頑張れたんだと思っております。これ

から皆さんは色々な人に逢うと思いますが、有ろう
事か、その人が反旗を翻し余りいい顔をしないかも
知れませんが、よく考えて見ればその人は後で反省
しているかもしれません。私も随分諮問委員会でパ
ストガバナー等に色んな事を言っていますが、言わ
れた人はその時は頭に来ても、後で良く考えてみれ
ば私の言う事は間違いないと思っているに違いあり
ません。こういう事を経験しながらガバナーをやっ
てきました。

■実利主義からの脱却
買手責任から売手責任へ
　利益至上主義の時代に利他的思想がロータリーの
哲学となっていく。
　草創期はクラブ会員同士の相互利益と親睦を目的
としていたが、職業奉仕→地域奉仕→社会奉仕→国
際奉仕へとその活動を広げていき、個人奉仕を原点
としながら、団体としての奉仕分野にも活動範囲を
広げてきた。
　活動規模の拡大に伴いロータリー財団の充実がす
すみ、プログラムの改定等を経て現在に至っている。

■奉仕の対象
　1962年には世界社会奉仕プログラムが始まる。
　この年インターアクトクラブプログラムが始ま
り、1968年にはローターアクトクラブプログラム
が始まった。
　財団奨学生プログラムは1947年に始まっていた
が、さらに青少年奉仕として1974年青少年交換プ
ログラムが始まった。
　当地区の現状は学生数が少なく、拡大する必要が
あると思われるが、ホームステイの受け入れなど1
クラブでの対応の困難さもあると思われ、グループ
でのプログラムを検討するなど工夫が求められる。

■第2830地区の青少年プログラム
　1．インターアクトクラブ 20クラブ
　2．ローターアクトクラブ 5クラブ
　3．RYLA 年1回開催
　4．青少年交換 随時
　5．インターアクトの翼 計画中

■クラブにおける青少年奉仕
•インターアクトクラブ、ローターアクトクラブに
対する支援
•IAC、RACとの共同奉仕活動の実践
•地域において活躍する青少年をRYLAに招く

■個人としての青少年奉仕
•ロータリーの友の活用
•会員の事業所などに置くほか知り合いの学校など
に寄贈
•ガバナー月信の活用
•地域で活躍する青少年を特集する
•青少年交換プログラムの広報と参加勧奨
•ポスターなどを作成し会員事業所などに掲示する

「青少年支援の
 意味について」

北山　輝夫

青少年奉仕のこれまで
ロータリーの考え方の多様化と変遷
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工藤　武重

　弘前西ロータリークラブで、2014－2015ガバ
ナーを務めさせていただきました。
　私のロータリー歴は古く、1977年から会員となっ
ております。もう40年以上も在籍をしています。
歳はまだ若いつもりではいますが、私より在籍年数
の長い先輩方が、段々と少なくなってきているよう
で、一抹の寂しさを感じています。
　この40年間、ロータリーという組織も、活動の
考え方も、随分と様変わりをしてきました。例えば、
私たちは、5大奉仕を学びます。クラブ奉仕、職業
奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の5つですね。
　この中の「職業奉仕」について、2016年手続き
要覧の中には
　「奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業及び専
門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務は全て尊
重されるべきと言う認識を深め、あらゆる職業に携
わる中で、奉仕の理念を実践していくという目的を
持つものである。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、事業を行なうこと、そ
して自己の職業上の手腕を社会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」とあります。
　つまり、職業奉仕とは、あくまで、自分の職業に
真面目に邁進することであって、職業上の知見や技
術を使って他の活動をすることとは違うと、私たち
の年代の人間は教わってきました。
　ところが、最近は、この考え方が改められてきて
います。国際ロータリーの資料「職業奉仕の手引き」
には、「行動しよう」というタイトルで、職業奉仕
を実践する方法や具体例が示されていて、これらの
活動にクラブが取り組むことが推奨されています。
また、次のような文言もあります。
　「職業とそのスキルの重要性を認識するロータ
リーには、多様な職業や経験をもつ会員がおり、地
域社会のさまざまな職業、ビジネス、団体とのつな
がりを生かした活動が実践されています。会員には、
職業スキルを奉仕に生かし、自らの職業をクラブで
代表するとともに、職場においてもロータリーの理
念を実践する責務があります」。
　つまり、職業上のスキルを大いに社会奉仕に活用

　はい、有り難うございました。素晴らしいですよ
ね。私は、この4つのテストで問われている生き方
こそ、万人共通の理想であると考えています。
　これを、私たち一人一人が常に実践をする、ある
いはクラブの例会や皆さんの職場で唱和するだけで
なく、他の職場、団体、学校等に広めていくという
運動はいかがでしょう。また、この写真のように、
4つのテストを大きな看板にして、人の目につく場
所に立てているというクラブもございます。
　ロータリーの理想を、多くの人に伝えることで、
奉仕の精神もまた、あまねく社会に届けられていく
のではないかと考えます。
　多くの人の理解を深めるといえば、毎月届けられ
る「ロータリーの友」という雑誌がありますよね。
皆さんは、毎回、隅々まで読んでおられますか？
　なかなか隅々までというのは難しいかもしれませ
んが、私は、時間がある時には、よくページを捲っ
ています。また、こうして、会員や他の場所に行っ
て講演をするときなども、よく参考にさせていただ
いています。
　国際ロータリーの情勢、日本各地のクラブの活動、
ロータリアンの貴重な体験等が満載されていて、と
ても役立っています。ロータリーという組織や、そ
の理念が、ページの中から伝わってまいります。
　この雑誌を、皆さんはどのように活かしています
か？クラブ外への発信のツールとして活用している
ところはございますでしょうか？
　例えば、公共図書館や学校に寄贈するとか、ある
いは、銀行や病院・医院、公共施設等のロビーに置
かせてもらうとか、いくつかの方法が考えられます。
　いずれにしても、相手のあることですから、一朝
一夕には進まないだろうことも考えられます。ただ、
「ロータリーの友」を持参して、置いて頂けるよう
誠心誠意説明すること自体が、ロータリーの社会発
信活動の第一歩だと思います。置かせていただいて、

より多くの人の目に止まるようになれば、ロータ
リーの奉仕の精神が、さらに広く理解されることに
つながります。一考の価値があるものと私は考えて
います。
　現在、国際ロータリー第3330地区では、タイに
おいて、水道浄化事業、きれいな水を安定的に供給
する事業に取り組んでいます。私も何度も現地に足
を運び、たくさんの人々の喜ぶ姿を目の当たりにし
てきました。これも、ロータリーの社会奉仕です。
　が、そのような大事業ばかりが奉仕ではありませ
ん。もっと身近なところから、ロータリーの精神を
多くの人と共有するための行動も、立派な社会奉仕
だと思います。
　現在、各クラブとも、共通の課題を抱えているの
ではないかと思います。会員数の伸び悩み、そして
高齢化です。
　会員数は、底を打った感もありますが、最盛期に
比べれば、3分の2、半分といったクラブも散見し
ます。そして若い人の入会が少なく、新陳代謝が進
まないといった悩みも耳にします。
　加えて言えば、女性会員が少ないことも、日本の
ロータリーでは課題となっています。海外では、女
性会員の比率が50％に近づきつつあるという国も
あるやに聞いています。
　こういった課題を解決するためにも、私たちは、
クラブの周りの地域社会に対して、積極的に情報を
発信していきましょう。同じ価値観を持った住民が
一人でも多く増える、そしてその中から会員として
参画してくれる若者・女性が生まれる。これが、ク
ラブの社会奉仕の原点であるようにも思います。
　最後になりますが、皆様方と、皆様方のクラブの、
この一年のご活躍を祈念いたしまして、拙い話です
が、私の講話を終わりにしたいと思います。ご静聴
有り難うございました。

「社会奉仕」

しましょうということです。古くからのメンバーの
中には違和感を覚える人もいるようですが、世界の
ロータリーでは、自分の職業上のスキルを活かした
奉仕活動は、個人が行なうものであれ、クラブが行
なうものであれ、全て立派な「職業奉仕」として、
各地で活発に実践されています。どうも、日本だけ
が、「職業倫理追求」という哲学的命題に囚われて
きている感も否めません。
　このように、ロータリーの奉仕に対する考え方や
価値観も大きく変ってきています。私たちのクラブ
でも、地域社会との関わり合い方を今一度考え直す
ことが必要ではないでしょうか。
　よく比較されるのが、ライオンズクラブです。ラ
イオンズクラブは、以前から、献血活動や社会啓発
運動などを積極的に行なっていました。そもそもが、
ロータリーとは、設立の経緯も目的も異なるクラブ
なのですが、一般市民の方は、そうは思いません。
ライオンズは活動が見えるけど、ロータリーは何を
行なっているのかが見えない、といった声もよく耳
にします。
　なにも対抗しようなどというつもりはございませ
ん。ロータリーにはロータリーの崇高な理念があり、
その活動にもロータリアンとしての誇りが求められ
ると思います。
　ただ、その理念を、多くの人に理解をしていただ
くためにも、私たちは、もっともっと社会に向けて
発信していく必要があろうかと思います。
　例えば、私たちが例会で毎回唱和している「4つ
のテスト」。改めてここでも唱和してみましょう。（全
員に唱和させる）
　4つのテスト、言行はこれに照らしてから
　①真実かどうか
　②みんなに公平か
　③好意と友情を深めるか
　④みんなのためになるかどうか

講　演　3
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地区大会晩餐会

17：30
　受付開始
　コミュニケーションタイム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・司会　大友　寿郎
18：00
　開宴　沼田ガバナー夫妻入場
　開会　地区外招待者及び地区内招待者紹介
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地区幹事長　木村　義正
　挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガバナー　沼田　　廣
　ご挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・直前ガバナー　今井　高志
　ご挨拶・・・第2650地区パストガバナー・京都南RC　中澤　忠嗣 様
　記念品交換
　　第3330地区GE　チャレルムチャット氏－沼田　廣G
　乾杯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガバナーエレクト　源新　和彦
　アトラクション・・・・・・・・・・・弦楽四重奏　青森市民交響楽団員
　閉宴の挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地区幹事長　木村　義正

「萬葉の間」

受付をする参加者 ホストクラブによる出迎え

　皆様、今晩は！ようこそおい
でくださいました。

　本日は、ご来賓をはじめ地区内外の各ロータリー
クラブから多数のご参加を得て、このように盛大な
晩餐会を催すことができ感激至極でございます。
　地区スローガンに沿って今回、お祭り的な地区大
会ではなしに本来の地区大会の5つの目的に沿った
内容とするため、あえてRI会長代理を呼ばないこ
とにしましたが、このようにたくさんの登録者を得
ましたことを皆様に感謝申し上げたいと思います。
　これからの時間、クラブレベルを超えてロータ
リーのビジョンを分かち合い、忘れられない親睦を
体験していただければ幸いです。
　本日はご出席いただき有り難うございました。

　皆様、お晩でございます、京
都では「こんばんわ～」といい

ますが、沼田ガバナー地区大会開催おめでとうござ
います。以前私共のクラブに沼田ガバナーがおられ
ましたので、お祝いに駆けつけました。
　青森の大会はRI会長代理を呼んで盛大な晩餐会
をするところを敢えて呼ばないで、会員同士で親睦
をと英断を下したことを大変私は評価したいと思い
ます。このように色々な改革をしている沼田さんに
敬意を表し、今日はよく学んで、より楽しんで過ご
して頂けたらと思います。それでは皆様のご健勝と
益々のご発展を祈念申し上げお祝いと致します。あ
りがとうございました。

沼田ガバナーご夫妻入場

　直前ガバナーの今井でござい
ます。沼田さんは親睦も大事だ

が研修もしっかりやろうとしてきた訳であります。
　すでに3ヶ月で幾つかの目標をクリアしておると
聞いておりますので、是非とも目標を達成して頂き
たく期待しています。懇親会は親睦を図る一番の場
でございます。いい料理、いいお酒が出ると思いま
すので、期待して昨年度一年間のお礼を込めまして
ご挨拶と致します。本日は本当にありがとうござい
ました。

青森市民交響楽団員による弦楽四重奏
　青森市民によるアマチュアの交響楽団です。青森
市在住・在勤者を中心にした音楽愛好者で構成され
ています。
　昭和33年に第1回定期演奏会を開催して以来、皆
様の暖かいご支援をいただきながら、これまでに55
回の定期演奏会を開催することができました。
　主な活動内容は、年1回の定期演奏会、年末の第
九の会演奏会や県民文化祭等での演奏活動です。
　団員は49名（平成27年1月現在）です。学生から
社会人まで幅広い年代で構成されています。

挨　　拶

ご 挨 拶

ご 挨 拶

中澤　忠嗣（京都南RC）

第2650地区パストガバナー

参加者紹介

アトラクション

今井　高志
直前ガバナー

ガバナー

沼田　　廣
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乾杯のご発声
源新和彦ガバナーエレクト

ご出席有難うございました京都南RC時代の思い出に話がはずむ

第３３３０地区との記念品交換

大会当日
2019年 9月29日（日）
リンクモア平安閣市民ホール

青森国際ホテルチャレルムチャット氏からの記念品 沼田ガバナーからの記念品
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準備作業 受付風景

BLUE TOKYO

呈茶席

ローターアクターによる「ポリオ根絶」募金活動
市民からの温かい善意の寄付………24,213円

「サンロード青森」にて

ファミリー
プログラム

特別昼食会
一般昼食会

棟方志功記念館

三内丸山遺跡

青森県観光物産館「アスパム」

表彰者に感謝のことばを述べる今井直前ガバナー

特
別
昼
食
会

一
般
昼
食
会
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地区大会プログラム

登録受付開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・司会　大　友　寿　郎 • 田　中　正　子

開会パフォーマンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・BLUE TOKYO

開会点鐘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガバナー　沼　田　　　廣

国歌斉唱

ロータリーソング（奉仕の理想）・・・・・・・・・・・・ソングリーダー　福　士　盛　大

物故会員紹介

黙祷

開会の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地区大会実行委員長　相　徳　公　正

歓迎の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ホストクラブ会長　佐　藤　健　一

来賓祝辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・青森県知事　三　村　申　吾

来賓祝辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・青森市長　小野寺　晃　彦

来賓祝辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・青森商工会議所会頭　若　井　敬一郎

来賓紹介

地区外招待者紹介

地区内招待者紹介

地区外参加クラブ紹介

ガバナー補佐及びグループクラブ紹介

ガバナー挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガバナー　沼　田　　　廣

記念事業紹介

各種委員会報告

　登録委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・直前ガバナー　今　井　高　志

　信任状委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・パストガバナー　佐々木　千佳子

　決議委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・パストガバナー　長　嶺　康　廣

表彰

　地区表彰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表彰委員長･直前ガバナー　今　井　高　志

9：00

9：50

10：00

様

様

様

昼食　青森国際ホテルに移動

食後　リンクモア平安閣市民ホールへ移動

基調講演1「RI会長のいう柔軟性と多様性とは
　　　　　　　　　　　また国連との協力について」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・元RI理事･パストガバナー　黒　田　正　宏

基調講演2「奉仕の心を学び、伝え、実践しよう」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・RI研修リーダー･パストガバナー　山　崎　淳　一

地区活動報告

　　会員増強部門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・委員長　中　村　　　勉

　　公共イメージ向上部門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　〃　　花　田　　　仁

　　社会奉仕・職業奉仕部門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　〃　　花　田　勝　彦

　　ロータリー財団部門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　〃　　佐々木　眞　一

　　タイの水事業のお礼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Wichai Maneewacharakiet

　　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
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　　　　〃　RYLA委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　〃　　竹　内　知　弘

　　米山記念奨学部門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　〃　　野　坂　幸　子

休憩

記念講演・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・元広島東洋カープ監督　野　村　謙二郎

今大会での所感・・・・・・・・・・地区研修リーダー･パストガバナー　鈴　木　唯　司

謝辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガバナー　沼　田　　　廣

オンツーホノルル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地区国際大会推進委員長　林　　　　　均

次期地区大会開催クラブ挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・八戸北ロータリークラブ

閉会の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地区大会実行委員長　相　徳　公　正

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガバナー　沼　田　　　廣

諸事お知らせ
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15：00
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16：30

17：00

氏
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BLUE TOKYOによる
開会パフォーマンス

世界初！青森大学・青森山田高校男子新体操部出身のアスリートが結成した
アクロバットプロパフォーマンスユニット。
“男子新体操選手のセカンドキャリアとしてエンターテイメントの世界でプロ
フェッショナルとして活躍できる人材を育てたい”青森山田高校男子新体操部
監督荒川栄氏の想いから世界初の日本発祥競技である男子新体操と現代日本の
ストリートダンスを融合して魅せる、唯一無二のエンターテイメント。
「青森から全国、そして世界へ」の志と、アスリートとして魂を育んだ青森県の
「青（BLUE）」を胸に、2010年に結成し世界での活躍を目指し「東京（TOKYO）」
に活動拠点を置く。
2017年2月青森市観光大使として任命。
2017年WORLD OF DANCEラスベガス大会優勝。

Profile

24 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2830 25ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2830
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2018年12月3日ご逝去 2018年12月5日ご逝去 2019年2月26日ご逝去

物 故 者 ご 芳 名物 故 者 ご 芳 名 （敬称略）

2018年7月1日以降、お亡くなりになられました地区内ロータリアンの方々です。
謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈り申し上げます。

弘前東RC　会員

前 田　義 人
2018年6月2日ご逝去

三沢RC　会員

渡 辺　卓 也
2018年9月12日ご逝去

弘前西RC　会員

太 田　宏 明
2018年9月16日ご逝去

八戸南RC　会員

慶 徳　征 一
黒石RC　会員

丹 代　　 稔
青森中央RC　会員

三 浦　寛 之

ガバナー点鐘

司会者

青森RC合唱団
団長による
ソングリーダー

沼田ガバナーと同期のガバナーご夫妻

タイからも参加 参加クラブ紹介

本会議場

本　　会　　議

大友　寿郎
（ラジオパーソナリティ）

田中　正子
（青森RC会員）
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　おはようございます。
　皆様、遠路はるばるお集まり頂きまして、本当に
ありがとうございます。この大会を実行するにあた
り、かなりの時間を掛けて準備して参りました。し
かしながら中々行き届かない所も多々あるかと存
じますが、ロータリーの友情に免じてご容赦願いた
いと思います。
　そして、この地区大会を実りある大会にして行き
たいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　それでは2019－20年度　国際ロータリー第2830
地区、地区大会を開催致します。

開 会 の 言 葉

コ・ホストクラブ会長

2019－20年度
国際ロータリー第2830地区
地区大会実行委員長　

相　徳　公　正

　おはようございます。国際ロータリー第2830地
区大会が県内各クラブの会員の皆様のご参加のも
と、このように盛大に開催されますことを心からお
祝い申し上げたいと思います。開催にご尽力下さい
ました沼田地区ガバナー、相徳地区大会実行委員長
をはじめ会員の皆様方には、日頃から平和の推進、
教育の支援及び地域経済の発展など、地域に密着
した様々な活動を展開されておるところであり、そ
の献身的な取り組みに深く敬意を表したいと思い
ます。
　さて、本県を取り巻く社会経済環境は、ご案内の
通り人口減少や少子高齢化の一層の進行、労働力不
足、第四次産業革命など、まさに時代の転換点とも
言うべき、変革の時を迎えております。こうした中、
県では今年度から新たに青森県基本計画「選ばれる
青森への挑戦」をスタートさせたところでござい
ます。
　この計画では、若者や女性の県内定着と還流、戻っ
て来て貰うというそういうことでございますが、こ
れを促すために、学ぶ場所・働く場所・生きる場所
として選ばれる青森県、また農林水産品や観光など
様々な分野における私ども青森県の価値を国内外
から認められ選ばれる青森県、これを目指しますと
共に持続可能な世界を実現するための国際目標で
ありますSDGsの理念を踏まえながら、各種取り組
みを展開していくこととしております。

青森県知事 三　村　申　吾

　Welcome to AOMORI !
　令和初の国際ロータリー第2830地区の地区大会
にご参加の全ての皆さん、地元ホストクラブとして
心から歓迎の意を表します。
　沼田ガバナーを輩出している青森RCとしては、
地区と共にこの大会の成功に向けて最大限の協力
を惜しまず歩んで参りました。この大会が全ての
ロータリアンにとって「世界をつなぐ」きっかけと
なるよう、心からのおもてなしに努めて参りますの

で、この大会を心ゆくまでお楽しみいただければ幸
いでございます。

開会の言葉

青森RC会長

佐　藤　健　一

歓 迎 の 言 葉

中村　洋一

青森北東
ロータリークラブ

工藤　平吾

青森中央
ロータリークラブ

新岡　壮太郎

青森モーニング
ロータリークラブ

　産業・保健医療福祉・地域づくりなど幅広い分野
において、確実に成果をあげていくためには、県民・
企業・団体・市町村などあらゆる主体が認識共有し、
相互に連携協力して取り組んでいくことが重要と考
えるところでございます。
　そうした中、郷土や地域に愛情を持ち、地域を支
えるためのボランティア精神に富む皆様方が「共に
変化し行動しよう」この地区スローガンのもと積極
的に活動なさっておりますことは、大変に心強く、
地域社会においてそして世界に向けて持続可能な素
晴らしい良い変化を生み出してくださることと期待
申し上げるところでございます。
　県といたしましても、今後とも将来にわたって持
続可能な青森県づくりに積極果敢に取り組んで参
りたいと思っております。ロータリアンの皆様方に
は何卒引き続きお力添えを賜りますよう、お願い申
し上げます。
　結びに、国際ロータリー第2830地区の益々のご
発展、会員各位のご健勝、ご活躍をお祈り申し上げ、
お祝いの言葉と致します。誠におめでとうございま
した。

来 賓 祝 辞
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　おはようございます。去年の7月の末に、この会
館の向かいに引っ越して参りました青森商工会議所
の若井でございます。国際ロータリー第2830地区
の地区大会が当地で盛大に開催されますこと、心か
らお祝い申し上げます。
　国際ロータリーの会員の皆様におかれましては、
企業経営者や専門職といった職業人として地域経
済の発展に寄与されている一方で、地域のニーズを
見極めた地元密着の社会奉仕活動にも取り組んで
おられます。また、世界を変える行動人として、世
界が抱える諸問題に対しましても、独自の解決策を
展開するなど、その奉仕の精神と人と人との繋がり
を軸と致しました会員の皆様の秀でた行動力に深
く敬意を表します。
　青森県全域を網羅する第2830地区でございます
が、今年度のスローガンにございます「共に変化し
行動しよう」の精神のもと、グローバル補助金によ
りますタイの浄水器設置プロジェクトをはじめ、病
院への脳卒中機器設置、識字率向上のための書籍寄
贈など、数々の持続可能な良い変化をもたらし、地
域社会はもちろんのこと、世界へも広くご貢献され
ておられます。ローカルとグローバルの両面から、
平和の推進や水と衛生の改善など様々な社会的課
題に取り組むその行動力は、これから先のロータ
リー活動へと引き継いで頂きたいと思います。
　当商工会議所は、「魅力ある街 青森の力 結集・実

青森商工会議所会頭 若　井　敬一郎

行 さらなる躍進」をスローガンに、会員事業者へ
の経営支援はもとより、まちづくりや観光振興と
いった地域経済の発展と社会福祉増進のための広範
な活動を展開しております。このような活動を展開
する上で、国際ロータリーの地域への思いやり溢れ
る行動は大変心強く、その活動の一つ一つが地域の
大きな安心・喜びとなり、地域の活力となることを
期待しております。
　ロータリー活動の原動力が奉仕の心と親睦を軸と
致しました会員の力であるように、当商工会議所の
原動力は地域の商工業者、会員事業所の声でありま
す。今後もロータリークラブの皆様をはじめ、地域
の商工業者、会員企業の皆様の声を結集致しまして、
更なる本市経済発展のために取り組んで参りたいと
考えておりますので、格別のお力添えを賜りますよ
う、宜しくお願い致します。
　結びになりますが、実は私の父も長い間ロータリ
アンでございまして、今から約60年前、当時まだ
海外の方が日本を訪れることは非常に稀でございま
して、我が家で宿泊のお世話、食事のお世話をして、
交流を深めるというシーンがございました。私、当
時中学生でございましたが、日本語の堪能な方は良
かったんですが、余り堪能でない方もお泊りになり
ますと、知っている限りの英語を使って会話をする
という貴重な経験を致しました。
　私の人生にとっても、またロータリアンの家族に
とっても、こういう活動は少なからぬ影響を及ぼし
ているのではないかなと、私は幸い良い方向に恵ま
れまして、色んな外国の方と接するのが億劫でな
くなったということは非常に大きな経験でありま
す。
　インターナショナルな国際ロータリーでござい
ますので、これから国際ロータリー第2830地区の
益々のご隆盛、そして本日ご参会の皆様方の益々の
ご健勝ご活躍をご祈念申し上げまして、祝辞とさせ
て頂きます。本日は誠におめでとうございます。

来 賓 祝 辞

　皆様、おはようございます。青森市長小野寺晃彦
でございます。開催地青森市を代表致しまして、こ
の国際ロータリー第2830地区2019－20年度地区大
会、県内各地よりこのように多くの皆様方をお迎え
出来、盛大に開催頂きますこと心から歓迎を申し上
げます。誠におめでとうございます。また、国際ロー
タリー第2830地区におかれましては、地域におけ
る植樹活動、また留学生の皆さんへの奨学金支援、
更にはポリオワクチンの投与活動への支援など、国
内国外にわたり数多くの社会奉仕活動を展開頂き、
地域社会の発展にも多大な貢献を頂いておるとこ
ろでございます。これも偏に、地区ガバナー沼田様
ご夫妻、そして会員の皆様の奉仕の精神と熱意の
賜物と深く敬意を表し、心から感謝を申し上げます。
　また、本大会の記念事業と致しまして、市内45
小学校に交通安全の横断旗を寄贈頂くことが出来ま
した。厚く御礼を申し上げます。ご寄贈頂きました
横断旗は小学校で行われる交通安全教室、また通学
時の交通安全指導に活用し、子ども達の安全、命を
守ってくれることと信じるところでございます。本
当にありがとうございます。心から感謝を申し上げ
ます。
　さて、この地区大会の地区スローガン、皆様の上
段にございます通り、「共に変化し行動する」とい
うことを掲げて頂いております。昨日のラグビー
ワールドカップ、日本の劇的な金星を、感動をもっ
てご覧になった皆様も多いのではないかと思いま
す。もちろん、格上のアイルランドを倒したという

青森市長 小野寺　晃　彦

実績もさる事ながら、私自身も拝見して、一番心に
強く響いたのは、逆転トライのシーンでございます。
　国外出身の選手が次々とパスを繋いで、そして最
後に、日本の福岡選手がそれを受け取って大事にト
ライをするというシーンが逆転シーンとなりまし
た。このラグビーの魂は、本日の地区スローガンに
通じるものと思う訳でございます。ラグビーご経験
の皆様ご存じの通り、スクラムにあってはその力を
合わせ、そして共に変化するスクラム情勢に合わせ
て行動していくラックモールでも同じと承っており
ます。
　また、同じくバックスライン、ライン攻撃にあっ
ても、昨日の逆転トライのように常にその変化を読
み共に行動を揃えていく、そして最後にトライに繋
げる、そういう精神がおそらく大金星に繋がったと
改めて思う次第でございます。
　本日お集まりの皆様は国際ロータリー第2830地
区という固い絆のもとにラインを組む皆様であり
ます。どうか固くスクラムを組んで、皆様がこの街
に、そして世界の平和に貢献を引き続き頂けること
を心から期待を申し上げる次第でございます。
　結びに、本大会が実り多い大会となりますこと、
そして国際ロータリー第2830地区会員の皆様が
益々ご活躍されますことを心からお祈り申し上げ、
私からのお祝いの言葉と致します。本日は誠におめ
でとうございます。ありがとうございました。

来 賓 祝 辞
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時中学生でございましたが、日本語の堪能な方は良
かったんですが、余り堪能でない方もお泊りになり
ますと、知っている限りの英語を使って会話をする
という貴重な経験を致しました。
　私の人生にとっても、またロータリアンの家族に
とっても、こういう活動は少なからぬ影響を及ぼし
ているのではないかなと、私は幸い良い方向に恵ま
れまして、色んな外国の方と接するのが億劫でな
くなったということは非常に大きな経験でありま
す。
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ご健勝ご活躍をご祈念申し上げまして、祝辞とさせ
て頂きます。本日は誠におめでとうございます。

来 賓 祝 辞

　皆様、おはようございます。青森市長小野寺晃彦
でございます。開催地青森市を代表致しまして、こ
の国際ロータリー第2830地区2019－20年度地区大
会、県内各地よりこのように多くの皆様方をお迎え
出来、盛大に開催頂きますこと心から歓迎を申し上
げます。誠におめでとうございます。また、国際ロー
タリー第2830地区におかれましては、地域におけ
る植樹活動、また留学生の皆さんへの奨学金支援、
更にはポリオワクチンの投与活動への支援など、国
内国外にわたり数多くの社会奉仕活動を展開頂き、
地域社会の発展にも多大な貢献を頂いておるとこ
ろでございます。これも偏に、地区ガバナー沼田様
ご夫妻、そして会員の皆様の奉仕の精神と熱意の
賜物と深く敬意を表し、心から感謝を申し上げます。
　また、本大会の記念事業と致しまして、市内45
小学校に交通安全の横断旗を寄贈頂くことが出来ま
した。厚く御礼を申し上げます。ご寄贈頂きました
横断旗は小学校で行われる交通安全教室、また通学
時の交通安全指導に活用し、子ども達の安全、命を
守ってくれることと信じるところでございます。本
当にありがとうございます。心から感謝を申し上げ
ます。
　さて、この地区大会の地区スローガン、皆様の上
段にございます通り、「共に変化し行動する」とい
うことを掲げて頂いております。昨日のラグビー
ワールドカップ、日本の劇的な金星を、感動をもっ
てご覧になった皆様も多いのではないかと思いま
す。もちろん、格上のアイルランドを倒したという

青森市長 小野寺　晃　彦

実績もさる事ながら、私自身も拝見して、一番心に
強く響いたのは、逆転トライのシーンでございます。
　国外出身の選手が次々とパスを繋いで、そして最
後に、日本の福岡選手がそれを受け取って大事にト
ライをするというシーンが逆転シーンとなりまし
た。このラグビーの魂は、本日の地区スローガンに
通じるものと思う訳でございます。ラグビーご経験
の皆様ご存じの通り、スクラムにあってはその力を
合わせ、そして共に変化するスクラム情勢に合わせ
て行動していくラックモールでも同じと承っており
ます。
　また、同じくバックスライン、ライン攻撃にあっ
ても、昨日の逆転トライのように常にその変化を読
み共に行動を揃えていく、そして最後にトライに繋
げる、そういう精神がおそらく大金星に繋がったと
改めて思う次第でございます。
　本日お集まりの皆様は国際ロータリー第2830地
区という固い絆のもとにラインを組む皆様であり
ます。どうか固くスクラムを組んで、皆様がこの街
に、そして世界の平和に貢献を引き続き頂けること
を心から期待を申し上げる次第でございます。
　結びに、本大会が実り多い大会となりますこと、
そして国際ロータリー第2830地区会員の皆様が
益々ご活躍されますことを心からお祈り申し上げ、
私からのお祝いの言葉と致します。本日は誠におめ
でとうございます。ありがとうございました。

来 賓 祝 辞
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2019－20年度
国際ロータリー第2830地区ガバナー 沼　田　　　廣

　皆様、こんにちは！国際ロータリー第2830地区
大会に三村申吾青森県知事、小野寺晃彦青森市長、
若井敬一郎青森商工会議所会頭からご来賓としてご
祝辞をいただき、また、国内外からも多くのロータ
リアン、ロータリーファミリーの皆様にご参加いた
だき開催できますことに心から感謝申し上げたい
と思います。
　2019－20年度のマーク・マローニー会長は「ロー
タリーは世界をつなぐ」を年度テーマとし、4つの
強調事項と9つの年次目標を掲げています。
　私は、その内容を踏まえ、当地区のスローガンを
「共に変化し行動しよう」とし、更に10の地区目標
を定めました。それは、
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（各クラブ純増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クラブ以上、衛星クラブ

を含む）
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（ポリオ根絶活動はじめ

各種奉仕活動の広報、My Rotary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ドル以上、ポリオプラス30ドル以上

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3千円以上

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）

です。
　これらをガバナー補佐、地区委員会及び各クラブ
におきまして活動計画に組み入れ目標達成に向けて
実行に移してもらっています。新年度がスタートし
て約3か月たち、各クラブへのガバナー公式訪問も
終盤にさしかかっておりますが、現況報告を申し上
げますと、1番目の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が実現しました。5番
目の公共イメージ向上のうち、My Rotaryへの登
録率35％以上の目標も直近で37％とオーバーする
ことができました。8番目のアクトの翼の復活も関
係者のご尽力で来年1月早々に復活することが決ま
りました。9番目の青少年交換の推進ですが、既に
3名の派遣候補学生が決定しています。10番目の
ロータリー賞への取り組み推進（4クラブ以上）で
すが、既に4クラブがロータリー賞受賞を会長方針
に掲げ、挑戦中です。これは今までにない動きで、
実現を大いに期待しています。
　ただ2番目の会員増強は、マーク・マローニーRI
会長及び2830地区の最重要項目ですが、なかなか
進んでおりません。
　当地区の会員数は、1年前の2018年7月末には、
1,205人でしたが、2019年7月末には1,172人と33
人も減少しています。その後、8月末には1,183人
と増加に転じておりますが、前年同月の域には達し
ていません。どうか各クラブとも純増1名以上の会
員増強に改めて取り組んでいただくように、お願い

致します。自然減もありますので、1名で良いとい
うことではなく実際は2～3名の新規加入が必要だ
と考えてください。各クラブにおきましては、この
大会参加を機に地区目標達成へのモチベーション
を高めていただくよう期待申し上げております。
　さて、この地区大会には、RI会長代理を招請し
ておりません。実は、その年度のRI会長の意向に
より毎年会長代理の派遣プロセスが変わることに
なっています。
　この春に、マーク・マローニーRI会長から全ガ
バナーにアンケートEメールが届きました。その内
容は、地区大会にRI会長代理を招請するかしない
かは、各ガバナーの判断に任せるというものでし
た。熟考した末、当地区大会には、招請しないとい
うことで返信しました。
　地区大会の目的は、
１．地区の奉仕プログラムやプロジェクトを紹

介する
２．ロータリアンの奉仕活動への更なる参加意欲

を高める
３．クラブレベルを超えたロータリーのビジョン

を分かち合う
４．忘れられない親睦体験を味わう
５．ロータリー指導者との交流の機会を提供する

となっています。
　この他に地区大会ですべき推奨事項もたくさん
あり、2日間という限られた会期の中で消化してい
くのは難しくなっています。

　そのような中でRI会長代理を招請した場合、最低
2回の講演時間を確保することやお世話をするエイ
ドや滞在費用の負担の問題があるほか、時には外国
の方ですと通訳を通すのですが内容がうまく伝わら
ないということも過去にはあり、本来の大会の目的
を充分に果たすのが難しかったということも先輩
ロータリアンから聞いておりました。
　今回、マーク・マローニーRI会長が地区大会を
最大限の効果をもたらす内容となるように、費用対
効果も併せてガバナーに各地区の事情を優先して考
えるよう判断を委ねていただいたことを好機に、こ
のような決断に至った次第です。なお、今回、同様
の判断をされた国内の地区は、当地区も含め5地区
に及び、外国でもかなり出ているそうです。
　マーク・マローニーRI会長からは、会長代理を
招請しない地区に対し、会長が自ら会員に話しかけ
るビデオメッセージをいただいておりますので、こ
れから発表したいと思います。どうぞご覧になって
ください。
　いかがでしたでしょうか。先月、八戸市で開催さ
れた南グループのIMで、マーク・マローニーRI会
長が参加されご講演された時のように、優しく、明
るく、分かりやすく話しかけていただきました。特
にこの中で、ロータリーが国際連合が発足した際、
国連憲章に署名して来年が75周年になることを祝
い、それを記念してこれまでの国連との連携を強化
し、達成してきたゴールを強調していきたいと話さ
れていました。

ガバナー挨拶及び記念事業紹介



ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2830 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 283032 33

2019－20年度
国際ロータリー第2830地区ガバナー 沼　田　　　廣

　皆様、こんにちは！国際ロータリー第2830地区
大会に三村申吾青森県知事、小野寺晃彦青森市長、
若井敬一郎青森商工会議所会頭からご来賓としてご
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を充分に果たすのが難しかったということも先輩
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えるよう判断を委ねていただいたことを好機に、こ
のような決断に至った次第です。なお、今回、同様
の判断をされた国内の地区は、当地区も含め5地区
に及び、外国でもかなり出ているそうです。
　マーク・マローニーRI会長からは、会長代理を
招請しない地区に対し、会長が自ら会員に話しかけ
るビデオメッセージをいただいておりますので、こ
れから発表したいと思います。どうぞご覧になって
ください。
　いかがでしたでしょうか。先月、八戸市で開催さ
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長が参加されご講演された時のように、優しく、明
るく、分かりやすく話しかけていただきました。特
にこの中で、ロータリーが国際連合が発足した際、
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ガバナー挨拶及び記念事業紹介
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　その一つがポリオプラスであり、更に国連の定め
たSDGsの（持続可能な開発目標）という17の目標
達成に協力していくということです。
　実はロータリーの6つの重点分野、即ち①平和と
紛争予防／紛争解決　②疾病予防と治療　③水と
衛生　④母子の健康　⑤基本的教育と識字率向上
　⑥経済と地域社会の発展　ですが、これは国連の
定める17のSDGs（持続可能な開発目標）と密接な
関係を持っており、国際潮流を先取りしたものであ
ります。企業もこのSDGsを企業活動の根幹に取り
入れる動きが加速しており、成長戦略の要となりつ
つあります。
　ロータリーは、このようなSDGsを連結軸として
国、地方自治体、NPO、企業とも連携し、全ての人々
が平和、繁栄、安全、平等を享受できる社会の実現
に向けて歩みを進めてまいりましょう。
　終わりに、この地区大会がマーク・マローニー
RI会長のテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」を
皆様が実感され、素晴らしい年度となりますよう祈
念申し上げてご挨拶と致します。
　続きまして、本地区大会の記念事業の説明を致し
ます。
　以前から懇意にしている青森市当局、幹部の方と
相談の結果、今回市内45小学校全校に交通安全の
横断旗を寄贈いたしました。
　以前使用していた横断旗は、10数年前に新調し

たもので、かなり痛みがひどくなり、ちぎれたりし
ているものが多数ありました。
　そこで各校に「ありがとう　横断中」と「ありが
とう　交通安全」と書かれた横断旗をそれぞれ15
本ずつ計30本、合計1,350本を8月に青森市教育委
員会を通して寄贈配布させていただきました。
　各旗には国際ロータリー2830地区寄贈と名入れ
がされています。
　現在、秋の全国交通安全運動を展開中ですが、運
動の最重要項目の第一に子供と高齢者の安全な通
行の確保が掲げられており、通学時の交通安全指導
に役立っております。これは、8月下旬に青森市立
大野小学校付近でこの旗が使われ安全に交差点を
横断している子供達の様子です。

各種委員会報告

　登録委員会は昨日9月28日13時から
行われました。
　西第1グループガバナー補佐　鰺ヶ沢

ロータリークラブ　成田守男さん、西第2グループガバナー
補佐　弘前西ロータリークラブ　中畑肇さんと私の3人で本
大会の登録状況を確認しました。
　その結果をご報告いたします。
　国外会員及びご家族4名、国内は地区外会員及びご家族81
名、ゲストは、来賓を含め34名、地区内の登録者は会員482
名、家族9名の計491名、その他関係者6名、総計は616名で
した。
　国外及び地区内外から集まってくださった皆様の友情に感
謝申し上げます。

登録委員会

委員長・直前ガバナー
今　井　高　志

　この委員会は本大会で特別の議決を要
する事柄があった場合、皆様のクラブか
ら提出されました選挙人の資格を審査す

る委員会でございます。
　7月1日現在この第2830地区41のロータリークラブの
会員は1,172名です。
　選挙人は合計51名ということになります。
　本委員会は東第1グループガバナー補佐　野辺地ロータ
リークラブ　松山隆志さん、東第2グループガバナー補佐　
十和田八甲ロータリークラブ　今春淑さんと私の3人で、昨
日9月28日13時から、各クラブから提出された信任状証
明書を慎重に審議いたしました結果、総員適格者と認めまし
たのでご報告申し上げます。

信任状委員会

委員長・パストガバナー
佐々木　千佳子

　決議委員会は昨日9月28日13時か
ら行われました。
　委員は、南グループガバナー補佐　八

戸中央ロータリークラブ　上野実穂さん、中グループガバ
ナー補佐　青森北東ロータリークラブ　上野浩之さんと私で
ございます。

決議委員会

委員長・パストガバナー
長　嶺　康　廣

2019－20年度　大 会 決 議 文
決議第1号
国際ロータリー会長マーク・ダニエル・マローニー氏提唱の
本年度のテーマに協力する件
　マーク・ダニエル・マローニーRI会長は、本年度の国際ロー
タリーのテーマとして、ROTARY　CONNECTS　THE　
WORLD「ロータリーは世界をつなぐ」を掲げられました。
私たちはその意図するところを良く理解し、示された目標に
積極的に従い、テーマへの敬意を表するとともに、例会時に
会員一同テーマを確認することを決議いたします。

決議第2号
国際ロータリー第2830地区沼田廣ガバナー提唱の本年度地
区テーマ推進の件
　2019－2020年度沼田廣ガバナーは、本年度地区スロー
ガンとして「共に変化し行動しよう」を掲げました。私たちは、
ロータリーの基本を重視しながらこれを推進することを決議
いたします。

決議第3号
国際ロータリー第2830地区直前ガバナー今井高志氏ご夫妻
に対する感謝の件
　2018－2019年度ガバナー今井高志氏はバリー・ラシン
RI直前会長の掲げたBE THE INSPIRATION「インスピレー
ションになろう」のテーマのもとに、この1年間卓越した指
導力を発揮されました。本大会は、今井高志直前ガバナーご
夫妻に対し、その功績を讃え深甚なる感謝の意を表すること
を決議いたします。

決議第4号
2018－2019年度　国際ロータリー第2830地区の財務監査
報告書採択の件
　2018－2019年度、当地区財務に関する年次監査報告が
各クラブに対して行われました。よって本大会ではこれを承
認し、国際ロータリー細則第16条､16.060.4に基づき、こ
の監査報告を正式に採択することを決議いたします。

決議第5号
国際大会への参加推進の件
　2019－2020年度国際大会は2020年6月6日～10日の5
日間、アメリカ合衆国のハワイで開催されます。マーク・ダ
ニエル・マローニーRI会長の熱意に応えて、多数のロータリ
アンとその家族の参加推進に努めることを決議いたします。

決議第6号
地区大会開催地の青森市並びに青森市民に対し感謝の意を表
する件
　2019－2020年度地区大会を青森市において開催するに
あたり、青森市並びに青森市民のロータリーに対する深いご
理解と多大なるご支援を賜りましたことに対し、深甚なる感
謝の意を表することを決議いたします。

決議第7号
本大会のホスト、コ・ホストクラブ並びに関係諸団体に対し
て謝意を表する件
　2019－2020年度国際ロータリー第2830地区の地区大会
は、多数の参加を得て盛大かつ成功裡に挙行することができ
ました。これは、ひとえにホストクラブの青森ロータリーク
ラブ及びコ・ホストクラブの青森北東、青森中央、青森モー
ニングロータリークラブの会員並びにご家族の熱意あふれる
献身的な奉仕活動と青森市内諸団体の深いご理解とご協力の
賜物であります。よって、本大会において、これら関係者全
てに対し、深甚なる感謝の意を表することを決議いたします。

決議第8号
次年度地区大会開催に関する件
　2020－2021年度国際ロータリー第2830地区の地区大会
は八戸北ロータリークラブをホストクラブとして2021年4
月16日（金）～18日（日）の3日間にわたり八戸市において開
催することを決議いたします。
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動の最重要項目の第一に子供と高齢者の安全な通
行の確保が掲げられており、通学時の交通安全指導
に役立っております。これは、8月下旬に青森市立
大野小学校付近でこの旗が使われ安全に交差点を
横断している子供達の様子です。

各種委員会報告
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行われました。
　西第1グループガバナー補佐　鰺ヶ沢
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名、家族9名の計491名、その他関係者6名、総計は616名で
した。
　国外及び地区内外から集まってくださった皆様の友情に感
謝申し上げます。

登録委員会

委員長・直前ガバナー
今　井　高　志

　この委員会は本大会で特別の議決を要
する事柄があった場合、皆様のクラブか
ら提出されました選挙人の資格を審査す

る委員会でございます。
　7月1日現在この第2830地区41のロータリークラブの
会員は1,172名です。
　選挙人は合計51名ということになります。
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リークラブ　松山隆志さん、東第2グループガバナー補佐　
十和田八甲ロータリークラブ　今春淑さんと私の3人で、昨
日9月28日13時から、各クラブから提出された信任状証
明書を慎重に審議いたしました結果、総員適格者と認めまし
たのでご報告申し上げます。

信任状委員会

委員長・パストガバナー
佐々木　千佳子

　決議委員会は昨日9月28日13時か
ら行われました。
　委員は、南グループガバナー補佐　八

戸中央ロータリークラブ　上野実穂さん、中グループガバ
ナー補佐　青森北東ロータリークラブ　上野浩之さんと私で
ございます。

決議委員会

委員長・パストガバナー
長　嶺　康　廣

2019－20年度　大 会 決 議 文
決議第1号
国際ロータリー会長マーク・ダニエル・マローニー氏提唱の
本年度のテーマに協力する件
　マーク・ダニエル・マローニーRI会長は、本年度の国際ロー
タリーのテーマとして、ROTARY　CONNECTS　THE　
WORLD「ロータリーは世界をつなぐ」を掲げられました。
私たちはその意図するところを良く理解し、示された目標に
積極的に従い、テーマへの敬意を表するとともに、例会時に
会員一同テーマを確認することを決議いたします。

決議第2号
国際ロータリー第2830地区沼田廣ガバナー提唱の本年度地
区テーマ推進の件
　2019－2020年度沼田廣ガバナーは、本年度地区スロー
ガンとして「共に変化し行動しよう」を掲げました。私たちは、
ロータリーの基本を重視しながらこれを推進することを決議
いたします。

決議第3号
国際ロータリー第2830地区直前ガバナー今井高志氏ご夫妻
に対する感謝の件
　2018－2019年度ガバナー今井高志氏はバリー・ラシン
RI直前会長の掲げたBE THE INSPIRATION「インスピレー
ションになろう」のテーマのもとに、この1年間卓越した指
導力を発揮されました。本大会は、今井高志直前ガバナーご
夫妻に対し、その功績を讃え深甚なる感謝の意を表すること
を決議いたします。

決議第4号
2018－2019年度　国際ロータリー第2830地区の財務監査
報告書採択の件
　2018－2019年度、当地区財務に関する年次監査報告が
各クラブに対して行われました。よって本大会ではこれを承
認し、国際ロータリー細則第16条､16.060.4に基づき、こ
の監査報告を正式に採択することを決議いたします。

決議第5号
国際大会への参加推進の件
　2019－2020年度国際大会は2020年6月6日～10日の5
日間、アメリカ合衆国のハワイで開催されます。マーク・ダ
ニエル・マローニーRI会長の熱意に応えて、多数のロータリ
アンとその家族の参加推進に努めることを決議いたします。

決議第6号
地区大会開催地の青森市並びに青森市民に対し感謝の意を表
する件
　2019－2020年度地区大会を青森市において開催するに
あたり、青森市並びに青森市民のロータリーに対する深いご
理解と多大なるご支援を賜りましたことに対し、深甚なる感
謝の意を表することを決議いたします。

決議第7号
本大会のホスト、コ・ホストクラブ並びに関係諸団体に対し
て謝意を表する件
　2019－2020年度国際ロータリー第2830地区の地区大会
は、多数の参加を得て盛大かつ成功裡に挙行することができ
ました。これは、ひとえにホストクラブの青森ロータリーク
ラブ及びコ・ホストクラブの青森北東、青森中央、青森モー
ニングロータリークラブの会員並びにご家族の熱意あふれる
献身的な奉仕活動と青森市内諸団体の深いご理解とご協力の
賜物であります。よって、本大会において、これら関係者全
てに対し、深甚なる感謝の意を表することを決議いたします。

決議第8号
次年度地区大会開催に関する件
　2020－2021年度国際ロータリー第2830地区の地区大会
は八戸北ロータリークラブをホストクラブとして2021年4
月16日（金）～18日（日）の3日間にわたり八戸市において開
催することを決議いたします。
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開会の言葉各種表彰（地区表彰）2018-19年度

ガバナー補佐推薦特別表彰

丹代　　稔 （黒石RC）
〈推薦理由〉
［物故会員］昭和56年入会以来ロータリアンとして地域に貢献。

三浦　寛之 （青森中央RC）
〈推薦理由〉
［物故会員］障害を抱えながら、チャリティー活動で落語を通
し手広く内外に奉仕活動をした。

東北RC
〈推薦理由〉
2007年から毎年3月末に社会奉仕部門として、赤川の水資源
プロムナード活動と称して、河川清掃・鮭の稚魚の放流を行っ
てきました。鮭の放流は、稚魚約5千匹ぐらいを地元の保育園・
幼稚園の年長さんを対象として放流をお願いしてきました。毎
年100人程度の参加者があり、大変好評を得ています。また年々
見物客も多くなり、大変な賑わいを得て地域の方から感謝され
ていて「来年もお願いいたします」との言葉をいただきました。
奉仕活動報告として新聞・町の広報に載せて活動報告をしてい
ます。今年で13年目ですが、鮭が遡上してくるのを楽しみに
している人が多くなりました。

十和田RC
〈推薦理由〉
6回を数えるとわだ面接セミナーの開催を通じ、地元高校生に
対し企業の求める人材の姿を生徒・教職員に示し、より緊張感
を持っての模擬面接ができたことは非常に意義深いものとなっ
ている。合わせて、十和田市内3クラブ会長・幹事を始め、多
くのメンバーの連携協力により開催され、「職業奉仕」の原点
を確認する素晴らしい事業である。

つがるRC
〈推薦理由〉
毎年、合併前の旧車力村で行われてきたチェスボローカップ運
営に協力、その縁でアメリカ・バス市との交流事業に協力。ま
た車力にある自衛隊との交流事業も実施。
インターアクトクラブの運営を通し、地元木造高等学校とのつ
ながりを大切にしている。30周年記念事業において木造高等
学校吹奏楽部が演奏を披露。
例会運営も西第1グループの中では抜きんでており、また毎回
「会報」も発行しており、すばらしいクラブ運営をしている。

八戸RC
〈推薦理由〉
地区目標の第一に掲げる「公共イメージの向上（ロータリーデ
イの開催）」について、南グループで初めてのロータリーデイ
を実施した。
南グループ各クラブに参加を呼びかけ中心商店街での歩行者天
国を会場に展示ブースを設け、一般市民にグループ内ロータ
リークラブの奉仕活動のパネル展示、ロータリーマークの入っ
た風船を配布し、ロータリーイメージの向上を図ることに寄与
した。

八戸北RC
〈推薦理由〉
聖ウルスラ学園教職員で構成する音楽イベントの支援を実施す
るとともに各クラブにも参加依頼し、プログラムに南グループ内
クラブ名を後援団体として記載し、イベント当日もロータリー
の支援活動について発表する等イメージの向上に寄与した。

八戸南RC
〈推薦理由〉
地区目標第七に掲げるロータリー財団寄附について目標に対し
て200％を達成した。地区目標第九に掲げるMy ROTARY登録
比率を90％まで高めた。地区目標第十に掲げる戦略計画委員
会を設置し、クラブの運営等についての会議を3回実施し、将
来のクラブ運営の指針を示し会員の啓蒙を図った。国際ロータ
リー年次大会に5名参加し、地区の存在感のアップに貢献した。
老人福祉施設長生園及び知的障害者通所授産施設ホープフルの
ぎく園の利用者を八戸三社大祭に招待し、飲食経費を支給した。
一般市民に対する「よろず相談」を実施し地域住民の困りごと
の解決に貢献し、もってロータリーのイメージ向上を図った。
韓国、南浦項ロータリークラブとの姉妹クラブ締結の再調印を
行い、民間交流に努めた。

ガバナー補佐推薦奉仕活動優秀クラブ

十枝内　亘 （十和田RC）
〈推薦理由〉
三本木農業高、十和田西高、十和田工業高の生徒を対象とした
高校生の就職活動における手助けの一環として、模擬面接を企
画し実施。面接セミナーと題し、当クラブだけでなく市内クラ
ブにも呼びかけ、ロータリアンが面接官となり、実施している。
各学校から大変感謝されており、今年で8年目を迎えます。十
枝内さんは職業奉仕委員長として最初の発案、企画計画し実施
してきた功績は誠に大であります。

岩間　　貴 （十和田八甲RC）
〈推薦理由〉
奉仕の精神のもと、業務多忙ながら永年（8期）会計として、
クラブ財務の透明化を推進され、会費の徴収、納金管理、また
毎戸の予算に従い資金の出入りを適正に管理処理し、クラブ会
員から信頼度の高い評価を得ている。

増田　尚紀 （五所川原RC）
〈推薦理由〉
会員組織委員長として会員増強委員会・会員研修委員会をまと
め、クラブ活性化に多大なる貢献をしていただきました。また、
クラブ60周年実行委員長も務められ、記念式典・祝賀会を成功
裏に導いていただきました。クラブ委員会において、60周年実
行委員会においてもともに奉仕の理想を実践されました。

荒関　利康 （金木RC）
〈推薦理由〉
2014－15年度以来、2019－20年度まで連続5年にわたり金
木ロータリークラブの事務局長としてクラブ運営の要として活
動してきた。また、2014－15年度には事務局をやりながら幹
事を、2016－17年度には事務局をやりながら会長職もこなし
クラブ運営に奉仕してきた。

工藤　勝博 （つがるRC）
〈推薦理由〉
平成3年入会以来、社会奉仕委員長を長く務め、木造駅、森田
駅にプランターを設置したり、地域環境美化活動に尽力されて
きました。我がクラブの奉仕活動にとってはなくてはならない
会員です。

成田　朋広 （五所川原イヴニングRC）
〈推薦理由〉
会報を毎回遅れることなく、会員の手元に届けた。また、読ん
で楽しく詳しい会報の作成に努力していただきました。

齋藤　順司 （弘前RC）
〈推薦理由〉
クラブ創立初となる女性会員入会に際してクラブ会員への働き
かけによる活性化はもちろん、地域内における諸団体への広報
活動を含めた入会までの活動はクラブ内外に大きな影響を与え
たものであり、その功績は大であると評価いたしました。

松野　栄史 （弘前RC）
〈推薦理由〉
同好会（粋食倶楽部）発起人の一人として約8年にわたり様々
な企画・運営を実践し、クラブ内における活性化を図る一方で、
活動を通して地域内におけるクラブの存在意義をPR、また入
会候補者との接点を創出することで会員増強に寄与された功績
は大であると評価します。

クラブ推薦奉仕活動優秀ロータリアン

東北ロータリークラブ

※順不同・敬称略

吉田　敏宏 （おいらせRC）
〈推薦理由〉
クラブ人数が9名の小所帯のクラブであるが、そのうち3名が
町会議員であり、奉仕・ボランティアの政策を具現化できる環
境にある。その中で、入会2018年3月という新人ではあるが、
クラブ奉仕プロジェクト委員会（外務）委員長を務め、公式訪
問での会長代行・対外事業に積極的に参加し、おいらせRCの
プレゼンスに大きく貢献した。今後の大いなる活躍を期待する。

築館　智大 （八戸RC）
〈推薦理由〉
八戸ロータリークラブ会長として、グループ内クラブを例会に
招待し、普遍的な会員の親睦の推進を図った。ロータリーデイ
の開催について計画・実践を積極的に推進した。

吉田　立盛 （八戸南RC）
〈推薦理由〉
My ROTARYの登録について各会員に啓蒙するのみならず、
登録作業の指導を行い、登録比率の向上に寄与した。

伊藤　　斉 （八戸南RC）
〈推薦理由〉
クラブの副幹事であるがクラブ運営に精通し、これまでの経験
を活かし、各種の活動に積極的に参加するとともに委員会活動
を補佐しつつ会の運営に多大な貢献をした。

武田　吉孝 （元 青森RC・現 金沢RC）
〈推薦理由〉
他クラブへの新会員メーキャップを同行して今井ガバナー推奨
事項を積極的に実践した。
中グループのIM実行委員長として献身的な奉仕のもとで成功
に導いた。
クラブ内の単身赴任者やRC会員を対象に【青メシ会】をつく
りロータリアンの楽しい親睦の機会づくりに貢献するなど、ク
ラブ内や中グループ内で会員の模範となった。

𠮷川　健一 （青森RC）
〈推薦理由〉
青森ロータリークラブで17年ぶりのガバナー輩出にあたりク
ラブ会長として次年度へ向け、準備やまとめ役として献身的に
行動した。
会員増強、ロータリー財団、世界平和基金、広報活動などにお
いてきめ細やかにクラブ運営を率先して行い、成果を上げた。

ガバナー補佐推薦奉仕活動優秀ロータリアン

武田吉孝（元 青森RC・現 金沢RC）
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開会の言葉各種表彰（地区表彰）2018-19年度

ガバナー補佐推薦特別表彰

丹代　　稔 （黒石RC）
〈推薦理由〉
［物故会員］昭和56年入会以来ロータリアンとして地域に貢献。

三浦　寛之 （青森中央RC）
〈推薦理由〉
［物故会員］障害を抱えながら、チャリティー活動で落語を通
し手広く内外に奉仕活動をした。

東北RC
〈推薦理由〉
2007年から毎年3月末に社会奉仕部門として、赤川の水資源
プロムナード活動と称して、河川清掃・鮭の稚魚の放流を行っ
てきました。鮭の放流は、稚魚約5千匹ぐらいを地元の保育園・
幼稚園の年長さんを対象として放流をお願いしてきました。毎
年100人程度の参加者があり、大変好評を得ています。また年々
見物客も多くなり、大変な賑わいを得て地域の方から感謝され
ていて「来年もお願いいたします」との言葉をいただきました。
奉仕活動報告として新聞・町の広報に載せて活動報告をしてい
ます。今年で13年目ですが、鮭が遡上してくるのを楽しみに
している人が多くなりました。

十和田RC
〈推薦理由〉
6回を数えるとわだ面接セミナーの開催を通じ、地元高校生に
対し企業の求める人材の姿を生徒・教職員に示し、より緊張感
を持っての模擬面接ができたことは非常に意義深いものとなっ
ている。合わせて、十和田市内3クラブ会長・幹事を始め、多
くのメンバーの連携協力により開催され、「職業奉仕」の原点
を確認する素晴らしい事業である。

つがるRC
〈推薦理由〉
毎年、合併前の旧車力村で行われてきたチェスボローカップ運
営に協力、その縁でアメリカ・バス市との交流事業に協力。ま
た車力にある自衛隊との交流事業も実施。
インターアクトクラブの運営を通し、地元木造高等学校とのつ
ながりを大切にしている。30周年記念事業において木造高等
学校吹奏楽部が演奏を披露。
例会運営も西第1グループの中では抜きんでており、また毎回
「会報」も発行しており、すばらしいクラブ運営をしている。

八戸RC
〈推薦理由〉
地区目標の第一に掲げる「公共イメージの向上（ロータリーデ
イの開催）」について、南グループで初めてのロータリーデイ
を実施した。
南グループ各クラブに参加を呼びかけ中心商店街での歩行者天
国を会場に展示ブースを設け、一般市民にグループ内ロータ
リークラブの奉仕活動のパネル展示、ロータリーマークの入っ
た風船を配布し、ロータリーイメージの向上を図ることに寄与
した。

八戸北RC
〈推薦理由〉
聖ウルスラ学園教職員で構成する音楽イベントの支援を実施す
るとともに各クラブにも参加依頼し、プログラムに南グループ内
クラブ名を後援団体として記載し、イベント当日もロータリー
の支援活動について発表する等イメージの向上に寄与した。

八戸南RC
〈推薦理由〉
地区目標第七に掲げるロータリー財団寄附について目標に対し
て200％を達成した。地区目標第九に掲げるMy ROTARY登録
比率を90％まで高めた。地区目標第十に掲げる戦略計画委員
会を設置し、クラブの運営等についての会議を3回実施し、将
来のクラブ運営の指針を示し会員の啓蒙を図った。国際ロータ
リー年次大会に5名参加し、地区の存在感のアップに貢献した。
老人福祉施設長生園及び知的障害者通所授産施設ホープフルの
ぎく園の利用者を八戸三社大祭に招待し、飲食経費を支給した。
一般市民に対する「よろず相談」を実施し地域住民の困りごと
の解決に貢献し、もってロータリーのイメージ向上を図った。
韓国、南浦項ロータリークラブとの姉妹クラブ締結の再調印を
行い、民間交流に努めた。

ガバナー補佐推薦奉仕活動優秀クラブ

十枝内　亘 （十和田RC）
〈推薦理由〉
三本木農業高、十和田西高、十和田工業高の生徒を対象とした
高校生の就職活動における手助けの一環として、模擬面接を企
画し実施。面接セミナーと題し、当クラブだけでなく市内クラ
ブにも呼びかけ、ロータリアンが面接官となり、実施している。
各学校から大変感謝されており、今年で8年目を迎えます。十
枝内さんは職業奉仕委員長として最初の発案、企画計画し実施
してきた功績は誠に大であります。

岩間　　貴 （十和田八甲RC）
〈推薦理由〉
奉仕の精神のもと、業務多忙ながら永年（8期）会計として、
クラブ財務の透明化を推進され、会費の徴収、納金管理、また
毎戸の予算に従い資金の出入りを適正に管理処理し、クラブ会
員から信頼度の高い評価を得ている。

増田　尚紀 （五所川原RC）
〈推薦理由〉
会員組織委員長として会員増強委員会・会員研修委員会をまと
め、クラブ活性化に多大なる貢献をしていただきました。また、
クラブ60周年実行委員長も務められ、記念式典・祝賀会を成功
裏に導いていただきました。クラブ委員会において、60周年実
行委員会においてもともに奉仕の理想を実践されました。

荒関　利康 （金木RC）
〈推薦理由〉
2014－15年度以来、2019－20年度まで連続5年にわたり金
木ロータリークラブの事務局長としてクラブ運営の要として活
動してきた。また、2014－15年度には事務局をやりながら幹
事を、2016－17年度には事務局をやりながら会長職もこなし
クラブ運営に奉仕してきた。

工藤　勝博 （つがるRC）
〈推薦理由〉
平成3年入会以来、社会奉仕委員長を長く務め、木造駅、森田
駅にプランターを設置したり、地域環境美化活動に尽力されて
きました。我がクラブの奉仕活動にとってはなくてはならない
会員です。

成田　朋広 （五所川原イヴニングRC）
〈推薦理由〉
会報を毎回遅れることなく、会員の手元に届けた。また、読ん
で楽しく詳しい会報の作成に努力していただきました。

齋藤　順司 （弘前RC）
〈推薦理由〉
クラブ創立初となる女性会員入会に際してクラブ会員への働き
かけによる活性化はもちろん、地域内における諸団体への広報
活動を含めた入会までの活動はクラブ内外に大きな影響を与え
たものであり、その功績は大であると評価いたしました。

松野　栄史 （弘前RC）
〈推薦理由〉
同好会（粋食倶楽部）発起人の一人として約8年にわたり様々
な企画・運営を実践し、クラブ内における活性化を図る一方で、
活動を通して地域内におけるクラブの存在意義をPR、また入
会候補者との接点を創出することで会員増強に寄与された功績
は大であると評価します。

クラブ推薦奉仕活動優秀ロータリアン

東北ロータリークラブ

※順不同・敬称略

吉田　敏宏 （おいらせRC）
〈推薦理由〉
クラブ人数が9名の小所帯のクラブであるが、そのうち3名が
町会議員であり、奉仕・ボランティアの政策を具現化できる環
境にある。その中で、入会2018年3月という新人ではあるが、
クラブ奉仕プロジェクト委員会（外務）委員長を務め、公式訪
問での会長代行・対外事業に積極的に参加し、おいらせRCの
プレゼンスに大きく貢献した。今後の大いなる活躍を期待する。

築館　智大 （八戸RC）
〈推薦理由〉
八戸ロータリークラブ会長として、グループ内クラブを例会に
招待し、普遍的な会員の親睦の推進を図った。ロータリーデイ
の開催について計画・実践を積極的に推進した。

吉田　立盛 （八戸南RC）
〈推薦理由〉
My ROTARYの登録について各会員に啓蒙するのみならず、
登録作業の指導を行い、登録比率の向上に寄与した。

伊藤　　斉 （八戸南RC）
〈推薦理由〉
クラブの副幹事であるがクラブ運営に精通し、これまでの経験
を活かし、各種の活動に積極的に参加するとともに委員会活動
を補佐しつつ会の運営に多大な貢献をした。

武田　吉孝 （元 青森RC・現 金沢RC）
〈推薦理由〉
他クラブへの新会員メーキャップを同行して今井ガバナー推奨
事項を積極的に実践した。
中グループのIM実行委員長として献身的な奉仕のもとで成功
に導いた。
クラブ内の単身赴任者やRC会員を対象に【青メシ会】をつく
りロータリアンの楽しい親睦の機会づくりに貢献するなど、ク
ラブ内や中グループ内で会員の模範となった。

𠮷川　健一 （青森RC）
〈推薦理由〉
青森ロータリークラブで17年ぶりのガバナー輩出にあたりク
ラブ会長として次年度へ向け、準備やまとめ役として献身的に
行動した。
会員増強、ロータリー財団、世界平和基金、広報活動などにお
いてきめ細やかにクラブ運営を率先して行い、成果を上げた。

ガバナー補佐推薦奉仕活動優秀ロータリアン

武田吉孝（元 青森RC・現 金沢RC）
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土産田三徳 （弘前西RC）
〈推薦理由〉
ここ数年、R財団、米山奨学会、歯車奨学金寄金とクラブの寄
付目標額をすべて達成し、ニコニコ寄付額も1位となって、ク
ラブの意識を盛り上げた。
また、佐藤玲恵子会長年度からの、会長・幹事・副幹事という “三
本の矢”の体制を引き継ぎ、クラブの人材育成の基礎を次の世
代につなげた功労者でもある。

木村　義正 （青森RC）
〈推薦理由〉
青森ロータリークラブが2014年以来松丘保養園に対して6回
続けて行っている植樹活動には、木村義正会員が米山梅吉の事
績を発掘して、関係者を説得してきたことが大きく寄与している。

高橋　　修 （青森北東RC）
〈推薦理由〉
1．青森市平和公園にある花壇の一部を旧青森東RCから引き
継ぎ市民憩いの場として永年管理。
2．会報の編集と発行を昨年度より担当。クラブのホームペー
ジ等で閲覧できるよう作成。
3．会員増強Q＆Aを編集し、クラブ活性化のために門戸をひ
ろげ、また新会員等のR情報に役立てる仕事をしている。

村塚　正隆 （青森モーニングRC）
〈推薦理由〉
青森モーニングRCの30周年記念事業である青森市内4小学校
と米国メイン州奨学生版画交流作品展開催にあたり、市内4小
学校への作品依頼・出品準備・展覧会開催・30周年記念式典
における記念発表と奉仕プロジェクト委員長として職責を全う
し成功への原動力となった。

道尻　誠助 （八戸RC）
〈推薦理由〉
インターアクト年次大会が八戸での開催が決まり、青少年奉仕
委員長という事もあり、実行委員長を引き受け、各委員会の役
割に対して適切な助言をし、クラブ会員とインターアクトを一
致団結させ、大会を成功へと導いた。

櫻田　泰規 （八戸南RC）
〈推薦理由〉
当クラブでは社会奉仕活動の一環として毎年「よろず相談」を
行っている。クラブ会員の専門性を生かして市民向けに様々な
相談の場を提供しているが、今年の奉仕活動委員長として会場
の設営や、相談員・相談者の確保に尽力し、成功に導いた。

100％出席ロータリアン

成田　行大
菊池憲太郎
木村　一彦
山口　英勝
木村　　努
林　　　亨
北上　忠光
織川　貴司
山端　政博
布施　　久
宮野　楠見
上原　英夫
三上　貴生
工藤　武重
沼田　　廣
前原　義一
種市　良意
菊池　泰弘
平野　　薫

（むつRC）

（むつRC）

（むつRC）

（むつRC）

（むつRC）

（野辺地RC）

（大畑RC）

（十和田RC）

（十和田RC）

（十和田東RC）

（三沢東RC）

（鶴田RC）

（弘前RC）

（弘前西RC）

（青森RC）

（八戸RC）

（八戸RC）

（八戸東RC）

（八戸北RC）

齋藤　博二
工藤　直克
久保田規夫
佐々木伸芳
岩岡　隆雄

渡邉　英司
篠田　文隆
三浦　一義

松木　勝廣
遠間　善弘

加藤　順治
（弘前RC）

（むつRC）

（むつRC）

（むつ中央RC）

（三沢東RC）

（八戸東RC）

（むつRC）

（三沢東RC）

（五戸RC）

（むつRC）

（青森北東RC）

出席成績優秀クラブ

１位
１位
３位

弘前西RC
八戸東RC
三戸RC

道尻誠助（八戸RC）

100.0％
100.0％
98.0％

※出席率95％以上、上位3クラブ

◎連続無欠席10年

八戸東ロータリークラブ

連続50年無欠席
加藤順治（弘前RC）

ロータリー財団寄付優秀クラブ

〈推薦条件〉
クラブ史、直近5年間（設立5年未満の場合は設立から）の平均
を上まわったクラブ（但し、地区目標を上まわっている）

１位
２位
３位
４位
５位

三戸RC
弘前西RC
八戸南RC
五所川原中央RC
八戸北RC

１位
２位
３位
４位
５位

五所川原RC
青森モーニングRC
弘前アップルRC
青森RC
十和田東RC

三戸ロータリークラブ

ロータリー財団ポリオプラス寄付優秀クラブ

五所川原ロータリークラブ

広報活動優秀クラブ

〈推薦条件〉
週報の発行や地域社会で広報活動優秀なクラブ

七戸RC
三戸RC
つがるRC
板柳RC
青森北東RC
八戸西RC

条件クリア

条件クリア

条件クリア

条件クリア

条件クリア

条件クリア

八戸西ロータリークラブ

◎連続無欠席20年

◎連続無欠席30年

◎連続無欠席40年

◎連続無欠席50年
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土産田三徳 （弘前西RC）
〈推薦理由〉
ここ数年、R財団、米山奨学会、歯車奨学金寄金とクラブの寄
付目標額をすべて達成し、ニコニコ寄付額も1位となって、ク
ラブの意識を盛り上げた。
また、佐藤玲恵子会長年度からの、会長・幹事・副幹事という “三
本の矢”の体制を引き継ぎ、クラブの人材育成の基礎を次の世
代につなげた功労者でもある。

木村　義正 （青森RC）
〈推薦理由〉
青森ロータリークラブが2014年以来松丘保養園に対して6回
続けて行っている植樹活動には、木村義正会員が米山梅吉の事
績を発掘して、関係者を説得してきたことが大きく寄与している。

高橋　　修 （青森北東RC）
〈推薦理由〉
1．青森市平和公園にある花壇の一部を旧青森東RCから引き
継ぎ市民憩いの場として永年管理。
2．会報の編集と発行を昨年度より担当。クラブのホームペー
ジ等で閲覧できるよう作成。
3．会員増強Q＆Aを編集し、クラブ活性化のために門戸をひ
ろげ、また新会員等のR情報に役立てる仕事をしている。

村塚　正隆 （青森モーニングRC）
〈推薦理由〉
青森モーニングRCの30周年記念事業である青森市内4小学校
と米国メイン州奨学生版画交流作品展開催にあたり、市内4小
学校への作品依頼・出品準備・展覧会開催・30周年記念式典
における記念発表と奉仕プロジェクト委員長として職責を全う
し成功への原動力となった。

道尻　誠助 （八戸RC）
〈推薦理由〉
インターアクト年次大会が八戸での開催が決まり、青少年奉仕
委員長という事もあり、実行委員長を引き受け、各委員会の役
割に対して適切な助言をし、クラブ会員とインターアクトを一
致団結させ、大会を成功へと導いた。

櫻田　泰規 （八戸南RC）
〈推薦理由〉
当クラブでは社会奉仕活動の一環として毎年「よろず相談」を
行っている。クラブ会員の専門性を生かして市民向けに様々な
相談の場を提供しているが、今年の奉仕活動委員長として会場
の設営や、相談員・相談者の確保に尽力し、成功に導いた。

100％出席ロータリアン

成田　行大
菊池憲太郎
木村　一彦
山口　英勝
木村　　努
林　　　亨
北上　忠光
織川　貴司
山端　政博
布施　　久
宮野　楠見
上原　英夫
三上　貴生
工藤　武重
沼田　　廣
前原　義一
種市　良意
菊池　泰弘
平野　　薫

（むつRC）

（むつRC）

（むつRC）

（むつRC）

（むつRC）

（野辺地RC）

（大畑RC）

（十和田RC）

（十和田RC）

（十和田東RC）

（三沢東RC）

（鶴田RC）

（弘前RC）

（弘前西RC）

（青森RC）

（八戸RC）

（八戸RC）

（八戸東RC）

（八戸北RC）

齋藤　博二
工藤　直克
久保田規夫
佐々木伸芳
岩岡　隆雄

渡邉　英司
篠田　文隆
三浦　一義

松木　勝廣
遠間　善弘

加藤　順治
（弘前RC）

（むつRC）

（むつRC）

（むつ中央RC）

（三沢東RC）

（八戸東RC）

（むつRC）

（三沢東RC）

（五戸RC）

（むつRC）

（青森北東RC）

出席成績優秀クラブ

１位
１位
３位
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八戸東RC
三戸RC

道尻誠助（八戸RC）

100.0％
100.0％
98.0％

※出席率95％以上、上位3クラブ

◎連続無欠席10年

八戸東ロータリークラブ

連続50年無欠席
加藤順治（弘前RC）

ロータリー財団寄付優秀クラブ

〈推薦条件〉
クラブ史、直近5年間（設立5年未満の場合は設立から）の平均
を上まわったクラブ（但し、地区目標を上まわっている）

１位
２位
３位
４位
５位

三戸RC
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１位
２位
３位
４位
５位

五所川原RC
青森モーニングRC
弘前アップルRC
青森RC
十和田東RC

三戸ロータリークラブ

ロータリー財団ポリオプラス寄付優秀クラブ

五所川原ロータリークラブ

広報活動優秀クラブ

〈推薦条件〉
週報の発行や地域社会で広報活動優秀なクラブ

七戸RC
三戸RC
つがるRC
板柳RC
青森北東RC
八戸西RC

条件クリア

条件クリア

条件クリア

条件クリア

条件クリア

条件クリア

八戸西ロータリークラブ

◎連続無欠席20年

◎連続無欠席30年

◎連続無欠席40年

◎連続無欠席50年
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ロータリー財団寄付優秀ロータリアン
新ポールハリスフェロー

峯　雅夫（むつRC）

ロータリー財団寄付優秀ロータリアン
（ベネファクター）恒久基金＄1000以上

久保田幸造
西村　幸也

（八戸南RC）

（八戸南RC）

米山記念奨学会寄付成績優秀クラブ

〈推薦条件〉
クラブ史、直近5年間（設立5年未満の場合は設立から）の平均
を上まわったクラブ（但し、地区目標を上まわっている）

１位
２位

野辺地RC
十和田東RC

野辺地ロータリークラブ

（1人当たりの寄付金額）
国際平和資金寄付成績優秀クラブ

１位
２位
３位
４位
５位

おいらせRC
弘前東RC
青森中央RC
むつ中央RC
十和田RC

6,666円

4,991円

4,000円

3,333円

2,778円

おいらせロータリークラブ

長寿ロータリアン　満80歳（2019年6月末）

外崎　寧江

平泉　友弘

Steven,G,Silveberg

神　　安弘

倉内　一長

廣田　正明

鈴木　唯司

苫米地領三

宗　　定史

工藤　一夫

黒田　正宏

橋本　精二

1939年１月５日 生

1938年９月４日 生

1938年11月30日 生

1938年３月10日 生

1938年11月19日 生

1939年１月１日 生

1938年３月１日 生

1939年２月11日 生

1938年６月19日 生

1938年９月１日 生

1938年６月１日 生

1938年12月25日 生

（十和田八甲RC）

（五所川原RC）

（五所川原RC）

（鶴田RC）

（青森RC）

（青森RC）

（青森モーニングRC）

（八戸東RC）

（三戸RC）

（五戸RC）

（八戸南RC）

（八戸南RC）

畑中　一之
峯　　雅夫
藤野　芳孝
佐竹　宣俊
鶴ケ崎正一
佐々木紀仁
五日市　剛
太田　格道
坂本　英孝
四橋　弘秦
杉山　正則
田島　一史
中渡　　博
舛舘　秀樹
山口　博司
吉田　　茂
小笠原崇文
木立　慶次
石川佳共子
柳谷　恒次

（むつRC）

（むつRC）

（むつRC）

（七戸RC）

（東北RC）

（十和田東RC）

（十和田八甲RC）

（十和田八甲RC）

（十和田八甲RC）

（十和田八甲RC）

（十和田八甲RC）

（十和田八甲RC）

（十和田八甲RC）

（十和田八甲RC）

（十和田八甲RC）

（十和田八甲RC）

（五所川原RC）

（黒石RC）

（青森RC）

（青森RC）

和田　一穂
小笠原良誠
豊田　孝夫
工藤　正孝
中野　　一
松本　保築
中山恵美子
大橋　央雅
清川　浩幸
慶徳　拓也
髙橋　伸典
西尾　和樹
西村　幸也
原　　久美
松田　義武
吉田　賢治
吉田　立盛
米内　安芸
島浦　　理

（青森RC）

（八戸東RC）

（五戸RC）

（南部RC）

（南部RC）

（南部RC）

（八戸北RC）

（八戸南RC）

（八戸南RC）

（八戸南RC）

（八戸南RC）

（八戸南RC）

（八戸南RC）

（八戸南RC）

（八戸南RC）

（八戸南RC）

（八戸南RC）

（八戸南RC）

（八戸西RC）

米山記念奨学会寄付成績優秀ロータリアン
新米山功労者

古澤　謙一
横濱　敬子
野村　秀雄
金沢　守昭
欠畑　茂治
角田　浩志
成田　学治
寺田　明代
敦賀　鉄正
成田　秀治
白滝　伸夫
三浦　真介
小林　大眞

（野辺地RC）

（野辺地RC）

（野辺地RC）

（十和田東RC）

（十和田東RC）

（五所川原RC）

（五所川原RC）

（五所川原RC）

（五所川原RC）

（五所川原イヴニングRC）

（弘前RC）

（弘前RC）

（弘前RC）

小野　　司
佐藤　健一
柳谷　恒次
石川佳共子
堀内　琢夫
櫛引　淳治
宇藤　　功
宗　　定史
小笠原良誠
髙橋　勢治
山内　一晃
西村　幸也

（弘前RC）

（青森RC）

（青森RC）

（青森RC）

（青森RC）

（青森RC）

（三戸RC）

（三戸RC）

（八戸東RC）

（八戸東RC）

（八戸北RC）

（八戸北RC）

山内一晃（八戸北RC）

成田　文治 1928年７月17日 生
（大鰐RC）

野坂　幸子（野辺地RC）
〈推薦理由〉
地区米山奨学委員長として、米山記念奨学生のお世話や41ク
ラブとの連携を密にしました。ロータリアンとしての奉仕の精
神は顕著なものがあり、その功績は特別表彰に該当します。

大澤　潤逸（黒石RC）
〈推薦理由〉
定年後、ロータリーに入会し、2年と言う短い期間で会長と言
うポジションを見事に務める。

代　理 成田文治

長寿ロータリアン　満90歳（2019年6月末）

ガバナー特別表彰
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