
ガバナーメッセージ

国際ロータリー第２５３０地区

２０１４－１５年度ガバナー 野 﨑 潔

４月２５日㈯～２６㈰の２日間にわたっての地区大会、各クラブより多くのご登録、ご参加をいただき心より厚く御礼申し上げます。
皆様のご協力で成功裏に大会を終了することが出来ました。ロータリーの友情に感謝申し上げます。
RI理事会では奉仕の重要性を認識し、特に力を入れる為に特別月間として各月にそれぞれ決められているが、７月と５月は空白
です。ロータリー運動の核心について第２６８０地区PG深川純一氏が述べられていますのでその一部を紹介させて頂きます。
ロータリー運動はひとつの倫理運動であり、倫理を提唱することによって世の為人の為に動いて行こうという団体であります。
今日、ロータリーが倫理運動であるが故に巨大な組織に発展して来たのであります。では一会員の減少は何かとの問いに対し、当
時の元RI会長ラビッツア氏は最大の原因は、ロータリーに魅力がなくなったことにあると述べておられます。ロータリーの基本的
原則が守られなくなってきた。その為にロータリーの信用が落ち新会員の心を掴むことが出来なくなってきている。あらゆる所で
ロータリーの基本的な原則を皆が無視していると分析されています。又「信望、信用、信頼は、伝統的にロータリアンの顕著な特
徴でありましたが、例会で心を磨き、職業倫理を高めその事によって地域社会から信頼も得られるし、ロータリー自体も絶対的な
信頼の世界を作ることが出来る。更に元RI 会長ラビッツア会長は次の目標を提示されました。
「まず、ロータリーの歴史に於いて、信奉してきた高潔な倫理、職業倫理、その他諸々の倫理にもう一度目を向けよう。この高
潔な倫理それに基づく行動は、ロータリーの独自性を形成するものであります。これは職業奉仕の提唱であり、我々は職業人であ
るから職業を通して世の為人の為になる行動を取らなければなりません。更に会員の質を高める必要があり、質の良いロータリア
ンを入会させなければなりません。そして、今いる原石を磨き、その為にロータリアンの教育研修プログラムを実施し、その事に
よって初めて２１世紀に美しき土壌を残すことが出来るのであります。
又ロータリアン全てが真のロータリアンになって欲しい。
熱心でないロータリアンは、我々のロータリーという組織に害をもたらし、又クラブの士気を低下させ、地域社会からのロータ
リーのイメージダウンに繋がります。この為にも全会員が真のロータリアンになるべきで、クラブにもっとロータリー精神を導入
する必要があります。従って未来に対して責任を果たすかどうかは、世界中のロータリアン一人一人皆さんの責任ですよ」と呼び
かけておられます。私もこの見解には同感出来るところが大であったので、ここに紹介した次第です。
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塩屋崎灯台（いわき市）
第２７回全国ローターアクト研修会

今年度の地区目標�ロータリーの心を大切に
クラブを活性化させよう！�
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「ロータリーに輝きを」



四つの保育園・保育所へ遊具類贈る ………………………………………………………………………………

社会奉仕委員会委員長 阿部 幹雄（矢吹RC）

当クラブは３・１１震災後放射能被害で外での活動を制限されて
きた保育園児たちに、社会奉仕委員会プロジェクトの内、地区復
興補助金を活用した青少年育成支援事業で矢吹町ひかり保育園、
あさひ保育園、泉崎村保育所、中島村保育所の四保育園・所に三
輪車、乗り物、遊具類を昨年１１月２７日、２８日、１２月９日に各々の
保育園・所を訪れ贈呈した。最初の贈呈式は２７日に矢吹町ひかり
保育園（塩田園長）へ幼児用三輪車１０台と積み木１０セットを吉田
クラブ会長ら６人の会員が訪れ、保育園では園児１３４人と先生・
職員２０数名と町社会福祉協議会職員が出席しての贈呈式となっ
た。吉田会長は園児たちに「元気に遊んで、元気に育って、良い
子になってください」とあいさつし、園児代表２人に贈呈品を手渡した。園児全員から「みんなで仲良く、大切に
使います」と感謝の言葉が述べられた。園児たちは真新しい三輪車の乗り心地を楽しんだ。四保育園・所の贈呈品
は三輪車が合計２０台、アンパンマンの乗り物が合計１０台、積み木などの遊具類が合計５０セットとなった。

「かたつむりアート展」ブラジル×日本文化交流 …………………………………………………………………

青少年奉仕委員会委員 鈴木 尚子（郡山アーバンRC）

コシノジュンコ氏がプロデュース。
かたつむりの型に切った画用紙に日本とブラジルの
子ども達が描いた絵「かたつむりアート」を展示

当クラブでは地区ＷＳＣ補助金のご支援により２０１５年３月１１日�～１５日
�、郡山市の国際アートデザイン専門学校にてブラジル×日本文化交流
「かたつむりアート展」を開催しました。両国の子供たちが、かたつむり
の形をした画用紙にそれぞれ自由に絵を描いたものです。
すでにブラジルのサンパウロと東京の青山・池袋の会場で開催されてい

ましたが、被災地での開催を熱望していたコシノジュンコ氏の思いを実現
しようと当クラブの主催で郡山市での開催の運びとなりました。
日本からは飯舘村や郡山市、会津若松市、宮城県石巻市、仙台市などの

被災地に住む子どもたちも、そして在日ブラジル人の子どもたちが描きま
した。

【主催】国際ロータリー第２５３０地区 郡山アーバンRC
【協力】東京画廊＋BTAP、JUNKO KOSHINO株式会社、福島グローバルRC、国際アート＆デザイン専門学

校、石井電算印刷株式会社、福島FSGインターアクトクラブ、FSGカレッジリーグ
【後援】福島県、飯舘村教育委員会、郡山市教育委員会、福島テレビ、福島中央テレビ、福島放送、テレビユ

ー福島、福島民報、福島民友、ふくしまＦＭ、ラジオ福島

主な行事

No.11 Rotary International District 2530

２



被災者に元気を「講談・落語の会」開催報告 ……………………………………………………………………

いわき分区幹事 篠原 福一（いわき平東RC）

東日本大震災と東京電力福島
第一原発事故の被災地支援を目
的にした「講談・落語の会」が、
２０１５年３月１４日�、いわき市
文化センターにていわき市内の
避難をされている方々を中心に
３００名を超える方々にご来場い
ただき開催致しました。東京
日本橋西RCの主催、国際ロータリー第２７５０地区東京日本橋RC・東京日本橋東RC・東京シティ日本橋RC・国際ロ
ータリー第２５３０地区いわき分区１０RCの共催で、観覧のご希望者の利便を考えいわき分区の１０RCが担当しいわき市
内に１０ヶ所のチケット配布の窓口を設けました。当日は、講談師神田織音さんと落語家三遊亭美るくさんが出演
し、ご来場いただきました皆様に高座から味わい深い人情話や、元気になる落語を楽しんでいただきました。当日
は、清水敏男いわき市長が来賓としてご出席をいただき、東京日本橋RCの田村彰会長をはじめ国際ロータリー第
２７３０地区の各会長と国際ロータリー第２５３０地区いわき分区諸橋義隆ガバナー補佐をはじめ各ロータリークラブの会
員約５０名が運営などに当たりました。公演後出口でお客様をお見送りしましたが皆笑顔で「心から楽みました」と
の感謝の言葉をいただけました。事業終了後、会場隣のピュアベルヴィいわきにて出演者と第２７３０地区・第２５３０地
区のロータリー会員の懇親会を開催し親睦を深めました。

第２７回全国ローターアクト研修会開催報告 ………………………………………………………………………

地区ローターアクト委員会委員長 �澤 俊樹（福島南RC）

「第２７回全国ローターアクト研
修会」は、２０１５年３月２１日�、２２
日�の両日、郡山市のホテルハマ
ツを借り切り、鈴木正晃福島県副
知事、品川萬里郡山市長、野﨑潔
Ｇをはじめ、多くのご来賓が列席
する中、全国より約７００名のロー
ターアクター、そしてロータリア
ンの参加を得て開催されました。
千田将士地区ローターアクト代表の開会点鐘、３．１１における犠牲者への黙とう、参加者紹介、各歓迎挨拶、各
来賓祝辞の後、「ふくしまから見つめる日本の未来」のテーマの下、メインプログラムの第一部、元共同通信社記者の
伊藤江梨氏による基調講演、そして第二部は４つのプログラムに分かれワークショップが開催され、多くの意見交
換や福島ならではの体験学習が行われました。
サブプログラムとして他地区からの参加者を対象にして開催した、東京電力第二原子力発電所視察と、被災地視

察へ参加した２つのグループがホテルハマツに戻った後開催された懇親会は、若者の会らしく賑やかで盛大なもの
となり、新たな縁を結び、更なる友情と親睦を深める会となりました。
翌日の３月２２日�は各地区のローターアクトの代表者会議や、前日を含めた各プログラムの結果報告が行われ、

その後次期開催地の福井、滋賀、奈良、京都の第２６５０地区高橋一也代表へ大会旗が引き継がれ、無事２日間の研修
会が閉会しました。
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今大会特筆すべきことは、各地区より第２５３０地区での開催について危惧するご意見があったにも関わらず、前記
のように多くの参加者を得たこと、そして通常、大会２日目は参加者が半減するところ、二日目の欠席者の数が一
割程度にとどまったこと。これは多くの参加者が真摯に第２５３０地区、福島で開催されたこの研修会に臨まれた結果
と考えます。
この研修会は、故伊藤浩ＰＧ年度に開催が決定し準備が進められてきたもので、この地区のローターアクター達

の並々ならぬ努力が実を結んだものです。勿論大会準備の為ロータリアンを含め、多くの関係者の方々からご助力
を頂きましたことに深く感謝を申し上げ、今後もローターアクト活動へご理解とご支援を賜る事をお願い申し上げ
報告と致します。

第７回全国RYLA研究会開催報告 …………………………………………………………………………………

青少年奉仕委員会RYLA委員長 早川 敬介（郡山北RC）

２０１５年３月２２日�、東京・国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて、
９：３０～１７：００にかけ研修会があり、当地区から佐原元 PG・星冨士雄RYLA委員
・佐藤演由次年度RYLA委員長と小生が参加しました。
基調講演�「新世代奉仕RYLA」田中作次（RI 元会長）
基調講演�「RI 戦略計画と青少年奉仕」南園義一（RI 元理事・Ｄ２７１０）
に続き、「RIからの報告」が、モデレーター市川伊三夫（元RI会員増強・維持委員
会委員）、パネリスト 御手洗美智子（RI RYLA委員会委員長）・齊藤直美（RI
青少年交換委員会委員）・三木明（RI RA・IA委員会委員）によりありました。
昼食後、「RYLArianの報告」が佐藤はるか（Ｄ２５３０）・陳叡Rui Chen（Ｄ２７５０）

・佐藤紀理子（Ｄ２７５０）によりありました。昨年の国際RYLAに派遣した当地区の
佐藤はるかの発表は、参加への経過と現地での報告とこれからの方向性についての
もので、この事業の意義を改めて確認することができました。
その後、「パネルディスカッション」が、モデレーター松宮剛（RI 元理事・Ｄ２７８０）、パネリスト森容子（Ｄ

２５５０・RYLA委員長）・坂東隆弘（Ｄ２６８０・RYLA委員長）・根岸大蔵（Ｄ２７５０・青少年交換委員会委員）によ
り、各地区での取り組みについて報告がありました。
コーヒーブレイク後、「テーブルディスカッション」があり、各地区より集まられた方々よりその地区での取り

組みについての情報交換がありました。配布の「事前アンケート結果」資料と共に、RYLA事業への取り組みにつ
いて、意識を高めるためにも意義のある研修会であったと思います。

長期青少年交換プログラム「東北合同スプリングキャンプ」開催報告 ………………………………………

青少年交換委員会委員 大木 和彦（須賀川RC）

２０１５年３月２４日�から２６日�の３日間 「２０１４－１５年度 長期青
少年交換プログラム 東北合同スプリングキャンプ」が岩手県奥州
市水沢にて開催されました。東北合同として岩手宮城第２５２０地区、
福島第２５３０地区、秋田第２５４０地区、山形第２８００地区より、派遣候補
生８名、受入学生９名、ROTEX４名、ロータリアン１４名、通訳１
名の３６名が参加致しました。
今回のスプリングキャンプのコンセプトは「受入学生、派遣候補

生は互いに交流を通じて生きた語学研修の場とすること。」「RO-
TEX・学友会は経験を生かした適切なアドバイスを与えることに
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より、受入学生、派遣候補生を激励する。」となっております。
具体的には ①「私のフランス」と題し、派遣先の長期交換委員長より「良き親善大使」の称号を頂戴した

２０１３－１４年度第２５２０地区長期交換学生 神馬菜穂子さんの体験スピーチ ②「良き親善大使の条件とは」と題し、
第２５２０地区短期交換委員長佐藤剛さん、同地区国際奉仕委員麻生菜穂美さん（ROTEX）の講義 ③フレンチレス
トラン「カフェ・ド・エルミタージュ」でのテーブルマナー教室 ④英語及び派遣国言語習得等です。
印象に残ったことは、初日歓迎夕食会において、山形第２８００地区派遣候補生酒井隆次くんのサックス演奏・受入

学生陳延甄さんのチェロ演奏・池田德博ガバナーのハワイアンダンスなど、素晴らしい和やかな食事会だったこと。
２日目、斎藤實記念館にて「先人Rotarianに学ぶ」と題した講義において、１９３３年の貴重な映像を視聴する機会

を得ることができたこと。
３日目、真剣に取り組んだ３日間の成果を十分発揮してくれた

派遣候補生の「メンバー決意表明」には、胸が熱くなりました。
合同での開催で、日本語・英語・フランス語・スペイン語・ポ

ルトガル語・中国語が飛び交い、深夜から早朝まで研修を行い、
「高野長英、斎藤實、後藤新平」を輩出した岩手県奥州市水沢で
のスプリングキャンプは、無事大成功に終わりました。
派遣候補生・受入学生の奮闘に期待し、ROTEXの献身的な指導
に感謝し、特に第２５２０地区の関係役員の皆様には、大変お世話に
なったことをご報告申し上げます。ありがとうございました。

東白川RC創立４０周年記念式典開催報告 …………………………………………………………………………

会長 大縄 剛（東白川RC）

２０１５年３月２８日�、東白川RCの創立４０周年記念式典が棚倉町
文化センター倉美館で行われました。
県内外のロータリアンや来賓ら約１００人の出席を得ました。式
典は塙工業高校和太鼓部による勇壮な太鼓演舞で開幕。大縄会長
が「今後も５０、６０周年の節目に向けて奉仕の精神を忘れずに取り
組んでいきたい」と式辞を述べました。北川友喜４０周年記念実行
委員長の歓迎のあいさつに続き、歴代会長の小林千秋会員、大森
哲司会員、北川実行委員長、八幡昌裕会員、佐藤健吾会員それぞ
れに感謝状を授与。クラブ設立特別功労者の富永健男PGと当RC
例会場の白洋旅館に表彰状を贈りました。来賓代表として湯座一
平棚倉町長、野﨑潔G、味戸道雄 PGに祝辞をいただきました。
記念事業として八槻都々古別神社楽人会（棚倉町）による県指

定重要無形文化財「八岐大蛇退治」、野口雨情生家資料館（茨城
県北茨城市）代表の野口不二子さんによる記念講演「子どもたち
に夢と希望とやさしさを！～シャボン玉とばそう～」が繰り広げ
られました。講演の最後には野口さんや矢祭町のコーラスグルー
プ「ハーモニーやまつり」の皆様による野口雨情が作詞を務めた
童謡などの合唱で締めくくり、式典に花を添えて頂きました。
終了後は出席者の皆様を交えた記念祝賀会が盛大に繰り広げられ、節目を祝いました。野﨑G、スポンサークラ
ブである白河RCの富永 PGよりお祝いの言葉を頂きました。
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国際ロータリー第１・第２・第３ゾーン会員基盤向上セミナー開催報告 ……………………………………

クラブ奉仕委員会委員長 渡辺 健寿（福島RC）

～地区会員増強維持セミナーのために～ ～戦略計画とクラブ活性化のために～
～ロータリー財団を活用した奉仕活動を深めるために～

２０１５年３月３０日�～３月３１日�、ホテルオークラ東京別館アスコットホールにおいて、国際ロータリー第１・第
２・第３ゾーン会員基盤向上セミナーが開催されました。
第２５３０地区から野﨑潔G、酒井善盛GE、佐久間英一GN、佐原元ロータリーカードコーディネーター、平井義郎
地区ロータリー財団委員長、笠原宏男次期クラブ奉仕委員長、橋本芳家次期ロータリー財団委員長と地区クラブ奉
仕委員長と私の８名が参加しました。
第１日目は会員増強維持・戦略計画とクラブ活性化をテーマとして、まず北清治RI 理事より開催趣旨及び国際

ロータリー戦略計画の３つの重点項目についてお話がありました。
その後、「クラブ戦略計画の作り方と実践例」についてのパネルディスカッションでは、�ロータリーの目的を
はっきりと意識する��クラブのビジョン声明を一文で表す��年次目標に測定可能な数値目標を設ける��戦略計
画の立案には、地域社会のためになる戦略計画、地域社会に参加する戦略計画、国際社会への戦略計画を意識すべ
き�などの意見が表明されました。
午後には、辰野克彦RI 地域別会員増強計画プロジェクトリーダーより「会員増強に関する戦略を作成する」と

の講義のあと、鈴木隆志プロジェクトリーダーの指導のもとに参加者全員で会員増強戦略シートの作成を体験しま
した。これは、あらかじめ増強、維持のチャートが記載されたシートに自分の考えを記入していく方法で、会員増
強、会員維持の問題点を浮かび上がらせていくという作業です。この作業シートは、地区の会員維持増強を進める
のに大いに役立つものであり、次年度の地区クラブ奉仕委員会でも活用していただけるものと実感しました。
セミナーの席上、新会員の方へのロータリー説明のためのDVD「ようこそロータリーへ Welcome to Rotary」

の放映と説明がありました。このDVDをガバナー事務所に備え置きますので、会員増強に活かせるツールとして、
地区、クラブでも活用していただきたいと思います。
私は１日目だけの参加でしたが、第２日目は「ロータリー財団を活用した奉仕活動」をテーマとしたプログラム

でした。今年度、ロータリー財団コーディネーターによる全国ロータリー財団セミナーを会員基盤向上セミナーの
中で行うことになったものです。

須賀川ぼたんRC創立２０周年記念式典・祝賀会開催報告 ………………………………………………………

会長 郡部 仁喜（須賀川ぼたんRC）

国際第２５３０地区須賀川ぼたんRC
は２０１５年４月４日�、市内のホテル
虎屋において創立２０周年記念式典と
祝賀会を開き、会員や来賓ら約１２０人
が出席して盛大に開催された。
開会点鐘、国歌斉唱、ロータリー

ソング斉唱に続いて物故会員へ黙
祷、等に続いて高野芳夫実行委員長
と郡部仁喜会長がこれまでの活動への理解と協力に謝辞を述べ「これからも奉仕の理想を大切に、さらに社会活
動、国際活動に邁進し、地域に愛されるクラブとして次なる３０周年を目指してまいります。」と挨拶した。
創立２０周年記念事業として、牧公介PGの記念講演、東日本大震災で被災された須賀川第一小学校へ桜苗木植樹、
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ぼたんロータリー文庫として市内３か所の児童養護施設へ本棚と絵本を寄贈、創立以来奉仕活動を続けてきた特別
養護老人ホーム３か所ヘタオル寄贈を発表した。
来賓の橋本克也市長、野﨑潔国際ロータリー第２５３０地区ガバナー、横山敦須賀川RC会長が式辞を述べられた。
式典閉会後は牧公介 PGによる記念講演会、花柳純迪伽さんの祝舞、高木満理子さんの口笛演奏が披露された。
須賀川ぼたんRCは須賀川RCをスポンサーに平成７年３月２７日に創立し、同年４月１１日に国際ロータリー加盟を

承認され本年で創立２０周年を迎えた。設立以来奉仕の理想を掲げ、東日本大震災では、札幌北RC、タイ国バン
コックRCとのマッチンググラントを活用して、県内２２校の養護学校や市内６か所の特別養護老人ホームへ放射能
線量計を寄贈した。
また、市内３か所の特別養護老人ホームへのソバ打ち慰問や国指定の名勝須賀川牡丹園の早朝清掃などの奉仕活
動を創立以来実施している。

２０１５学年度新規米山記念奨学生・カウンセラーオリエンテーション開催報告 ………………………………

米山記念奨学会委員会委員長 加藤 義朋（福島RC）

２０１５年４月５日�、福島市の
ウェディングエルティにおいて、
野﨑潔Gのもと、１０：３０第一部
新規米山記念奨学会カウンセラー
説明会は、「カウンセラー・ハン
ドブック」に沿って「ロータリー
と米山記念奨学事業について」志
賀利彦米山副委員長、「米山カウ
ンセラーへのお願い」加藤米山委員長が、やさしく詳細に説明しました。２０１３学年度からWeb登録、直接米山ホ
ームページからログインし、登録するようになりました。
質疑応答はとても活発でした。
１２：００ 第二部 昼食会は、拍手の中、米山奨学生の名前を読み上げ、カウンセラー席の隣に招き入れて、ま
ず、両者友愛の握手をして、歓談しながら祝弁当を食べました。
１２：３０ 奨学生とカウンセラー揃って登壇していただき、各自の自己紹介で会場の和やかな雰囲気となりました。
１３：３０ 第三部 新規米山記念奨学生・米山カウンセラーオリエンテーションは、米山奨学事業の創生から奨学
生が遵守すること、カウンセラーの役割を理解していただくために、「米山梅吉翁とロータリー米山奨学事業につ
いて」磯目基嗣米山学友委員（下記掲載）、「米山奨学生が守るべきことの説明」鈴木かおる米山学友委員（２０１５学
年度 奨学生ハンドブック）、そして志賀利彦米山副委員長が、奨学生の皆さんに「確約書」の内容を十分理解し
ていただき、署名後、野﨑Ｇへ提出と同時に米山奨学生バッチが授与されました。最後に「米山奨学生の役割・学
友会について」チンタカ・クマーラ福島米山学友会会長が、ジョークを交えて心の絆を末長く、と強調して終了し
ました。

米山梅吉翁とロータリー米山奨学事業について

米山記念奨学会学友委員会委員 磯目 基嗣（会津若松RC）

経済人、財界人、そして奉仕の人 明治大正昭和という時代を駆け抜けた人。
米山梅吉、その生涯を３つに分けてお話ししてみたいと思います。
この３つの次期に米山梅吉に大きな影響を与えた人物がいます。第一の時期は父親と母親、第２の時期には池田

成彬、第３の時期にはポール・ハリスです。
米山のお父さんは武士で母親は静岡県の三島神社の神官の娘さんです。
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武士と神官の娘ですからとても高い教養があり、その教育を受け幼少時代を過ごしたことが梅吉に大きな影響を
与えています。
５歳の時に父親が亡くなり、母親の実家である三島に移り住み、１４歳で沼津中学校に入学します。この沼津兵学

校とは、旧幕臣のためにつくられた藩校で沼津中学校はその後身でした。その頃の沼津は長崎、大阪とならび国内
最大の西欧の学問を学べる所となっていました。そういった新しい学問の雰囲気が残っていた沼津で育ち学んだこ
とが、その後、東京への家出、アメリカでの苦学という行動に米山をかりたてていったのでしょう。また生涯の信
条であった「独立自主と博愛奉仕」も教養の高いご両親とくらした環境の故といえると思います。
池田成彬と米山梅吉はほとんど同時代に三井銀行で働いています。明治４２年二人同時に常務取締役になり、その
経営にあたるようになってからは「三井には池田あり米山あり」と言われ、この二人が三井銀行を発展させていき
ました。実は米山が銀行家として認められるに至ったのが、米山が三井銀行に入社後１年後に得た銀行業務調査の
ための欧米１４ヶ月の出張でした。帰国して書いた「三井銀行欧米出張報告書」は長く日本中の銀行の業務近代化の
ためのマニュアルとして使われる素晴らしいものでした。
４２歳で常務取締役となったように、その後の米山は異例の早さで出世していきますが米山は５５歳で常務取締役を
最後に退任し翌年５６歳で日本初の本格的な信託会社、三井信託株式会社を設立し、社長となっています。
米山が考えた信託業務の根本精神は、適正な利益を収受し、そのほかは全て顧客、社会へ還元するというものでし

た。まさに社会への奉仕、貢献です。心の底には奉仕の精神を持つべきである。これが米山の信念であったようです。
最後にポール・ハリスですが、Ｐハリスは米山と同じ年に２ヶ月遅れで生まれ米山の亡くなった翌年に逝去して

います。ですから全く同時代の人でした。また若い時から世に出るまでの境遇が似ていることから、お互いに強い
親近感をもっていたと思われます。実は米山は、『ロータリーの創設者ポール・ハリス』という本を翻訳しています。
この翻訳をすることによって、ポール・ハリスの中に自分の理想像を見いだしたようです。その事がRCの創設

に深く影響したようでした。
米山は、５３歳の時にロータリークラブの創設に関わり世界で８５５番目のRCとして東京RCを創立して会長となっ
ています。米山梅吉の精神は現在まで受け継がれ未だに私たちを見守り続けています。

船引RC創立４０周年記念式典開催報告 ……………………………………………………………………………

創立４０周年記念実行委員長 佐藤 利男（船引RC）

４月１１日�、田村市の迎
賓館辰巳屋にて創立４０周年
記念式典を行い奉仕の誓い
を新たにしました。
船引RCは、三春RC様を

スポンサークラブとし１９７５
年１月１２日、船引町に２８名
の会員をもって誕生しまし
た。以来、奉仕の理想を掲げ、地域の皆さまのご支援をいただきながら活動を続けてまいりました。クラブの活動
としては、地域社会奉仕の活動を中心とし、ロータリー財団、米山記念奨学会への積極的な支援も行ってまいりま
した。その間２００７－０８年度には、国際ロータリー第２５３０地区牧公介Gの輩出が実現しました。今後も社会奉仕、国
際奉仕事業の充実を図りながら地域に貢献できるクラブを目指して活動を行ってまいります。
当日は野﨑潔G田村市長はじめ・白岩良子県中分区ガバナー補佐・県中分区のロータリアン多数、会員及び夫人

の皆様、総勢１４０名のご出席を頂き、感謝状、記念品の贈呈など行いました。記念事業としては、町内中学生を対
象に船引中学校インターアクトクラブ共催による日本体育大学准教授 辻昇一先生の講演会・田村市新庁舎落成記
念モニュメント「希望と力」の贈呈、復興支援事業「楽しいスクールライフプロジェクト」として地区内小中学校
・幼稚園へビデオカメラの贈呈、船引中インターアクトクラブへの掛時計の贈呈等を行いました。
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祝賀会では、コーラスやロータリアンによるマジックなどのアトラクションを披露して会場は感動に包まれ大い
に盛り上がりました。この式典により船引RC会員の絆が、一層強く結ばれ、次なる５０周年に向け飛躍を誓い合い
ました。

地区職業奉仕委員会第２回セミナー開催報告 ……………………………………………………………………

職業奉仕委員会委員長 森 惣兵衛（会津若松西RC）

地区職業奉仕委員会第２回セミナーが、２０１５年４月１１日�午後１
時１５分から、南東北総合卸団地会館２階中会議室を会場に開催され
ました。
当日は、雨模様で足元の悪い中、５名のガバナー補佐を含め約

１００名のロータリアンが参加されました。地区研修委員長の中澤剛
PGが開会点鐘並びにご挨拶、並びに酒井善盛GEからご挨拶いただ
きました。篠木勝司副委員長が、開会の言葉、高橋孝光職業情報委
員が司会を務めました。
今年度、地区職業奉仕委員会は、２回のセミナーを企画し、第１回目は去年１０月４日に、松宮剛直前RI 理事を
お招きし、「私の考える職業奉仕」という演題で講演いただきました。RI における職業奉仕観と日本のロータリア
ンの職業奉仕観の相違や、松宮直前理事の「愛」にまで昇華される高邁な職業奉仕観をお聞きしました。
職業奉仕は、ロータリーの金看板ともいわれ、これを除いてロータリーは語れないとも言われます。現在RI や

ロータリ―財団で推進している世界的規模の人道的社会奉仕活動も、多くのロータリアンの人的、資金的貢献が不
可欠であります。その人的、資金的貢献を支えるものは、個々のロータリアンの職業奉仕に基づく企業や事業、あ
るいは専門職の永続的繁栄であり、まさに職業奉仕が根幹であると思います。では、職業奉仕とは何でありましょ
うか。第２回セミナーでは、職業奉仕の指導理念あるいは本質を、パネルディスカッションの形で参加者とともに
探りました。これまで議論され、多くのロータリアンが主張されてきたことを、４つに類型化し４人の職業奉仕委
員が務めるパネラーが発表しました。すなわち１．職業奉仕を、職業倫理訓まで遡り、悟りの境地を目指す立場か
ら、小野塚昇一職業情報委員長が、２．シェルドンの職業奉仕哲学を中心にする立場から、芳賀裕職業倫理委員が、
３．職業奉仕を、職業奉仕に合致する論語、仏教などの東洋思想と関連させて理解する立場から小池久昭職業情報
委員が、４．職業奉仕を倫理運動としてとらえ、職業宣言、行動規範を重視する立場さらに職業奉仕を人生論の見
地からアプローチする立場から福西宜孝職業倫理委員長がそれぞれ意見発表しました。委員長の森惣兵衛が進行役
となり、篠木副委員長とともにコーディネーターを務めました。
さらに、昨年のセミナーに引き続き、職業奉仕Ｑ＆Ａのコーナーを設けました。ロータリー・リーダーシップ研

究会が提示したRI が職業奉仕において重視する１０の設問について、参加者にも検討していただきつつ、地区委員
が分担で解答案を提示させていただきました。約２時間半でしたが、参加者と共に職業奉仕を学び、充実した、意
義あるセミナーとなったと思います。中澤研修委員長から、よく準備された充実した研修会であったが、活発な質
問があれば尚よかったとのご講評をいただきました。
セミナーは福西職業倫理委員長の閉会の挨拶と中澤研修委員長の閉会点鐘で午後３時５０分に終了しました。尚、

清水信弘職業倫理委員が記録係を務めました。

２２００１１７７－－１１８８年年度度 ガガババナナーーノノミミニニーー確確定定宣宣言言
地区ガバナーノミニー指名委員会（渡邉公平委員長）は、月信VOL９に掲載した対抗候補者推薦案が締切
日の３月１６日まで提出されなかった事を受け、鈴木邦典（白河RC）氏を２０１７－１８年度ガバナーノミニーに決
定したことを謹んでお知らせ申し上げます。
経歴等につきましては、月信VOL９をご覧下さい。
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今月のトピックス ・タイ米山学友会総会報告 －創立３周年を迎えて－ ・よねやまフォトコンテストにご応募ください
・第２よねやま親善大使が決定！ ・寄付金速報 －２０１４－１５年度も残り３ヶ月－ ・新奨学生オリエンテーションがスタート

▼全文は、こちらよりご覧ください。 http : //www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight181_pdf.pdf

いわき分区
いわき平
ＲＣ

いわき分区
いわき平
ＲＣ

いわき分区
いわき勿来
ＲＣ

高高橋橋 康康二二 浅浅倉倉 哲哲也也 関関川川 豊豊実実
●入 会 日 ２０１５年４月９日
●職業分類 投資信託
●勤 務 先 水戸証券 いわき支店

●入 会 日 ２０１５年４月９日
●職業分類 新聞（日刊）
●勤 務 先 福島民報社 いわき支店

●入 会 日 ２０１５年４月８日
●職業分類 商業銀行管理職
●勤 務 先 常陽銀行 植田支店

いわき分区
いわき平東
ＲＣ

いわき分区
いわき平東
ＲＣ

いわき分区
いわき平東
ＲＣ

髙髙木木 心心平平 安安田田 聡聡 下下屋屋敷敷 聡聡
●入 会 日 ２０１５年３月４日
●職業分類 司法書士
●勤 務 先 司法書士髙木心平事務所

●入 会 日 ２０１５年３月４日
●職業分類 テレビ放送
●勤 務 先 ㈱テレビユー福島いわき支社

●入 会 日 ２０１５年３月４日
●職業分類 電力供給事業
●勤 務 先 東北電力㈱いわき営業所

中央分区
郡山南ＲＣ

会津分区
田島ＲＣ

県北第二分区
飯坂ＲＣ

紺紺野野 健健二二 五五十十嵐嵐広広市市 亀亀井井 敦敦
●入 会 日 ２０１５年３月５日
●職業分類 宅地建物取引業
●勤 務 先 ㈱ユーアール補償技術研究所

●入 会 日 ２０１５年３月２６日
●職業分類 銀行業
●勤 務 先 東邦銀行 田島支店

●入 会 日 ２０１５年３月５日
●職業分類 信用金庫
●勤 務 先 福島信用金庫 飯坂支店

新会員紹介

訃報 謹んでご冥福をお祈りいたします

相双分区 南相馬RC
２０１０－１１年度クラブ会長
入会日 ２００７年４月４日
ロータリー歴 １０年

さ とう ひで お

佐 藤 英 雄
２０１５年１月３１日ご逝去

享年 ７２歳
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（ARPIC）RID２５７０ 鈴木 秀憲（吹上RC）

私なりにまとめたRI 戦略計画とその実行
２００１－０２年度、国際ロータリーは奉仕の第２世紀を迎え、組織を導く長期的な計画の立案を始めました。「The RI Strategic Plan」当初は長期計画と和訳
され、昨今は戦略計画と訳されます。以来この戦略計画は定期的に見直され、更新されています。（Strategic Plan の直訳は戦略計画です。長期計画の方が
理解しやすいと感じますが、戦略計画とした方が、重要性が高いと感じる様な気もします）
２００９年、RI 理事会はこの大幅な見直しを行い、RI とロータリー財団が進むべき進路が一致するよう改訂し２０１０年７月１日から有効としています。
２０１５年３月３０・３１日に行われた会員基盤向上セミナーで、ロータリーコーディネーターの金杉誠氏に伺ったお話（RI戦略項目の３つの項目は夫々関連性
を持っている）に自分の考えを加えてまとめました。
RI 戦略計画は、３つの優先項目と５つの中核的価値観で構成されます。

３つの優先項目
○クラブのサポートと強化（ロータリーコーディネーターが支援）
○人道的奉仕の重点化と増加（ロータリー財団地域コーディネーターが支援）
○公共イメージと認知度の向上（公共イメージコーディネーターが支援）
注目すべき点は、３つの項目は夫々関連性を持っているという事です。
即ち、人道的奉仕をすれば（結果として、世間の関心と評価は高まり）自ずと公共イメージが上がります。公共イメージが上がると（賛同者が増え、会

員増強に繋がり）クラブのサポートと強化に繋がります。クラブが強化されれば（会員が増強されれば）人道的奉仕が更に進み、その結果公共イメージは
上がり、会員が増えクラブは強化されます。つまり、良い循環になるという事です。
この循環は、優先項目の何処から始めても（結果として）良い循環になります。
大切な事は、先ず自ら始めるという事だと思います。
３つの優先項目には、具体的な目標が全部で１６項目明示されています。どれも実現可能な事ばかりです。着手し易い身近な事から始めましょう。

先ずは自分自身が公共イメージの向上を
公共イメージは他人に云われて認識されるものではありません。世間の方々が我々の言動を見て、良いと感じて下さる結果です。
我々の言動とは抽象的な表現ですが、具体的には戦略計画を構成している５つの中核的価値観を、ロータリアン個々が大切に磨き実行する事であると思

います。
○奉 仕 私達ロータリアンの重要な要素です。RI を通じて、或いは地区で、或いはクラブで、若しくは個人で奉仕する喜びを実感しましょう。
○親 睦 ここで指す親睦は、単なる飲み食いや遊びによる親睦だけでは無く、奉仕を共に行う事によって心の底から得られる親睦です。場合によっては

民族や国家をも超えて得られるものも有ると思います。
○多様性 私達の生き方は様々です。職業も色々です。環境も仕組みも色々あります。自分の考えや身近の方々の考えだけでは無く、多種の方々の存在や

考えを認め、理解し合う事が大切です。地域や国を超えて理解し合う事で、自分自身の世界も広がると考えます。
○高潔性 ロータリアンは、仕事に於いても、人間関係に於いても常に高い倫理観を以って活動しています。これは他人に押し付けるものでは無く、自分

で実践するのみです。黙っていても他人は観ています。
○指導力 ロータリアンは、夫々が夫々の分野に於いて優れたリーダーです。

指導力を更に磨き、ロータリー活動に、或いは職業の場で、或いは地域社会に於いて、この指導力を遺憾無く発揮しましょう。

最後に会員増強について一言
会員増強は、どんな組織にとっても必要な事です。
しかし、大切な事は、会員増強を会員数が少ないからと云う組織の都合で行うのではなく、ロータリーへ入会して頂いて「私達と一緒に良い事をしま

しょうよ。」と云う気持ちやお誘いの呼びかけが無くてはならないという事です。

○ロータリーに入会すると
・素晴らしい考えや実績を持つ方々との出会いがあります。
・自分や職業を高める機会を得られます。
・自分の住む地域に貢献する行事に、参加する事が出来ます。
・世界に於いて、困っている事を解決する行事に参加する事が出来ます。

こんな考えで、共に奉仕できるメンバーをお誘い頂きたいと考えます。
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「ロータリー文庫」は日本ロータリー５０周年記念事業の
一つとして１９７０年に創立された皆様の資料室です。
ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約２

万４千点を収集・整備し皆様のご利用に備えております。
閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出
版先のご紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承
ります。また、一部資料はホームページでPDFもご利用
いただけます。
クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備

えてありますので、ご活用願います。以下資料のご紹介
を致します。

ロータリー情報抜粋
◎「ロータリー東日本震災復興基金日本委員会活動報告」

黒田正宏編集 ２０１４ ４７ｐ
◎「街を流された方々を診て…」

畑山徹 〔２０１３〕４ｐ（Ｄ．２８３０地区大会記録誌）

◎「ロータリアンとは その１～３」
深川純一 伊丹R.C. ２０１４ ３ｐ（純ちゃんのコーナー Part�）

◎「ロータリーを輝かせる為には」
朱秋龍 ２０１５ １０ｐ（Ｄ．２７１０地区大会特集号）

◎「国際ロータリーにおける中央集権と地方分権」
直木太一郎 １９７１ ３ｐ

◎「『職業奉仕』は菩薩の両願」
塚原房樹 ２０１５ １ｐ（Ｄ．２５１０月信）

◎「そして賽は投げられた」 久野薫 ２０１５ １ｐ（Ｄ．２６８０月信）

◎「『職業奉仕』の１０分スピーチ」 新藤信之 ２０１４ ２ｐ

◎「職業奉仕の森」 鈴木一作 －－ １３ｐ

◎「ロータリーの倫理的行動指針の変換」
柿沼利明 ２０１２ １ｐ（古河東R.C.週報）

［上記申込先：ロータリー文庫］

ロローータタリリーー文文庫庫
〒１０５－００１１
東京都港区芝公園２－６－１５黒龍芝公園ビル３階
TEL（０３）３４３３－６４５６・FAX（０３）３４５９－７５０６

http : //www.rotary-bunko.gr.jp
開館＝午前１０時～午後５時 休館＝土・日・祝祭日

国際ロータリー第２５３０地区
２０１４－１５年度 ガバナー 野 﨑 潔 〒960-8163 福島県福島市方木田下川原 1 -26

TEL 024-573-9631 FAX 024-573-9632
E-mail：d２５３０＠hb.tp1.jpガバナー事務所
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