
ガバナーメッセージ

８月は会員増強及び拡大月間
国際ロータリー第２５３０地区
２０１４－１５年度ガバナー 野 﨑 潔

私は第２５３０地区の目標として第一にクラブの基盤強化と会員増強を掲げました。クラブを活性化させるには会員の増強
と拡大が不可欠です。クラブにとって質は強さであり量は力であります。質も量によって保障される訳でありますから、
クラブの発展は会員の増強に負うところが大であります。ロータリー活動に関与している会員がどれだけ存在するかに
よっても大きく左右されます。会員増強にあたっては如何に質の高い候補者を勧誘するか、その一方で会員の退会防止に
も注意を払わなければなりません。退会の理由として高齢化、病気、魅力のない例会運営、親睦の欠如、会員間の派閥、
会員自身の意識不足、ロータリーに対する知識不足などが挙げられると思います。いずれにしても基本的に、退会防止に
対するクラブレベルのリーダーシップの欠如が最大の原因と考えられます。会員の増強はクラブ活性化には欠くことの出
来ない大きな要因ですので、会員一人一人が真剣に取り組む必要があります。現在の世の中は少子高齢化の時代を迎え、
会員の高齢化が目立つようになって参りました。今のうちに若い人達の勧誘を勧めていかなければ、将来的に増強拡大も
難しくなってくるのではないかと思われます。そこで一つの提案ですが、クラブ会員全員が一年に一人は推薦するという
方法です。つまり３０人のクラブならば一年間で３０人以上が推薦されることになります。そのうち６人に入会して貰えれば
２０％の会員を増加した事になります。ロータリアンとして求める資質は単なる収入や地位ではなく奉仕の心のある方が最
も重要なのであります。地域社会でロータリーの奉仕活動に対する評価が高まり、更には広く広報されるようになり、ロ
ータリー活動に対する地域社会の理解が深まれば、会員推薦も円滑に進められるのではないでしょうか。更に、退会者が
３年未満に多く見られるので、新しい会員にはロータリーの特典、責務、奉仕の機会を明確に説明すべきではないでしょ
うか。社会への女性の進出に伴い、女性の会員増加にもっと力を入れるべきと考えます。楽しく、賑やかに、健全に、ク
ラブが活動運営でき、活性化出来るのもやはり会員の数です。会員増強及び拡大月間に真剣に取り組みましょう。
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福島市の夏 わらじまつり

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」



国際ロータリー年次大会開催報告（オーストラリア・シドニー）

シドニー国際大会に参加して
国際ロータリー第２５３０地区 ２０１４－１５年度ガバナー 野 﨑 潔

６月初旬のシドニーの気候は日本の秋に当たりますが、街の中は公園も多く緑に美しく彩られていました。大会
会場はシドニー五輪の開催跡に点在する建物で行われ、聖火台には現在も赤々と灯が燃え続けていた。今回の参加
者は約２万人。例年の半分ほどであったが会場には一度に入りきれず、二回に分けて開催され、私達は後半の参加
であった。シドニーでは有名と思われるバンド演奏と歌で盛り上げようとの演出だったが、２時間近く続く演奏に
少し食傷気味であった。音楽演奏の後に参加国の紹介と共に国旗を掲げて登場し、スクリーンには参加国の地図が
大きく映し出され、会場では自分の国が紹介されると拍手と喚声があがり一段と活気が漲った。そして夫々の国旗
がステージの両側に納められていく。ＲＩ会長ロンＤ・バートン夫妻が最後に登壇され挨拶すると大会は終了し
た。その後、会場から近くの駅まで各国の国旗のパレードがあり、大会の全てが終わった。
シドニーは街をあげてロータリー世界大会を歓迎し、街路には歓迎の旗で飾られ、市街地を走る電車やバスは全

て無料で利用することが出来た。又会場に行く途中で案内された有名なオペラハウスは以前には外観のみの見学で
あったが、今回は施設内の見学も出来た。外観の美しさは３０センチ角のパネルが組み合わされ太陽の光を反射する
ように考え作られている事によるものと言われている。更に室内ではオーケストラの練習風景を見学することが出
来、その音響効果の素晴しさに、暫し聞き惚れていた。５日後に定期演奏会が予定されていることを知り、僅か４
日間の短い日程であった為に演奏を聴くチャンスを逃したことは誠に残念であった。短い日程であったが、以前の
観光目的とは違った印象でシドニーを感じ思い出に残る大会参加であった。

福島県知事表敬訪問報告

地区幹事 川瀬 成人（福島北ＲＣ）

７月３日（木）新年度のスタートにあたり、佐藤雄平福島県知事を表敬訪問
致しました。野﨑潔ガバナーより、今年度の第２５３０地区の地区目標「ロータ
リーの心を大切に クラブを活性化させよう！」について、活動内容をご説
明し、ご支援とご協力をお願い致しました。又、福島県の復興についても意
見交換をさせて頂きました。
その後、福島民報社、福島民友新聞社を表敬訪問し、ご支援とご協力をお

願いして参りました。

訪問者：野﨑 潔ガバナー・佐藤喜市郎県北第二分区ガバナー補佐・佐藤吉弘地区資金委員長・
金平祖隆地区大会実行委員長・半澤泰夫事務局長・川瀬成人地区幹事

主な行事
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ロータリー財団地域セミナー参加報告

ロータリー財団委員会 委員長 平井 義郎（福島中央ＲＣ）

７月２日（水）東京高輪プリンスホテルにおいてロータリー財団地域セミナ
ーが開催された。当地区から野﨑潔ガバナー、佐原元パストガバナー、酒井
善盛ガバナーエレクト、佐久間英一ガバナーノミニー、橋本芳家財団委員会
副委員長が参加した。
当日は来賓としてＴＲＦ管理委員田中作次氏、ＲＩ理事北清治氏、ＲＩ理

事杉谷卓紀氏が出席された。
２７７０地区岩淵均第１ゾーンＲＲＦＣより２０１４－１５年度ロータリー財団目標
が発表された。

１．ポリオを撲滅する（２０１８年までに）。今こそ目標を達成しよう。
・ポリオの発症例数パキスタン８２、ナイジェリア３、アフガニスタン６、他１２
・５５億ドルが必要（確保済４９６億ドル、不足５．６３億ドル）
・２０１３年度から５年間ゲイツ財団より２倍のマッチング（３，５００万ドル×３倍×５年）
・１，５００ドル／クラブ（感謝状あり）、２０１３－１４からポリオ撲滅まで毎年地区ＤＤＦの２０％（ＲＩ本部の記念楯に
地区番号表示あり）

・ＵＳＡ：２億５，０００万ドル、オーストラリア（世界大会にて）・１億ドル、オバマ大統領２．５億ドル
２．継続的な寄付を通じて、ロータリー独自かつ唯一の慈善事業を支援する。
・Every Rotarian Every Year（EREY） 日本の目標１５０ドル／人
・ポール・ハリス・ソサエティ／地区ＰＨＳコーディネーターの任命
・寄付ゼロクラブの解消
・ロータリーカード（特に、法人用クレジットカード）の普及
・恒久基金／大口寄付アドバイザー（EMGA）

３．持続可能な教育的・人道的プロジェクトに参加することで、新しい補助金プログラムの発展を確かなものとする。
・Give a man to fish and you feed him for a day；Teach a man to fish and you feed him for a lifetime
（魚を一匹やれば１日食いつなぐが、魚の取り方を教えてやれば一生食いはぐれることはない）
・セミナーで補助金プロジェクトの発表を通じて周知徹底

４．ロータリー平和センター・プログラムの推進と広報を通じて、世界理解、親善、平和を育む。
・基金の目標金額：２０１５年６月３０日までに１億２，５００万ドル
・毎年最高１００名の平和フェローの費用を賄うことができる
・日本ではホストエリア連絡協議会（ＩＣＵ近隣地区）あり、１５円／会員の負担
・応募者の発掘が課題

５．ロータリー財団の未来の健全性は自分たちにかかっていることを強調する。
・２０１５．７．１―新しい資金モデル
・運営費を投資収益のみでは賄えないので運営準備金制度を設ける、運営費として２，２００～２，３００万ドルがかかっ
ている

・投資収益、年次基金－の寄付の５％、ＧＧ補助金への現金拠出の５％を運営準備金とする
・１００の年次基金への寄付－３年後にＤＤＦ５０、ＷＦ４５、運営準備金５％（必要な場合）
・運営準備金が目標（６８００万ドル）に達したら余剰金は恒久基金へ繰り入れる

その後（公財）ロータリー日本財団理事長千玄室氏より「（公財）ロータリー日本財団の現状」について、第３ゾー
ンＥＲＭＧＡ鳥居滋氏より「大口寄付の重要性」について、第２ゾーンＲＲＦＣ 江崎柳節氏より「ポリオ撲滅エ
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ンドゲーム戦略計画」についてそれぞれ説明があった。午前の部最後に、ロ
ータリー平和フェロー第２期生岸谷美穂さんから「元ロータリー平和フェロ
ーからの報告」として平和フェローにより自分の人生に大きく影響を与えロ
ータリーに感謝しているとの報告があった。
午後の部に入り財団室山本律子氏から「補助金のオンライン申請手続きに

ついて」特にＧＧに関し入力の際の注意点の説明がなされた。
（グローバル補助金）によるＶＴＴの報告がＲＩＤ２７６０財団委員長鈴木文
勝氏より報告された。
「日本のロータリー平和フェローシップの現状」と題してロータリー平和センターホストエリアコーディネータ
ー久遜邦昭氏より説明の後（グローバル補助金）奨学生報告」としてＲＩＤ２７７０学友大塚桃子さんの報告があった。
「ロータリーカードの普及について」第２ゾーンＲカード・コーディネーター関博子氏より説明があり今回特に
クラブ名義での口座引落が可能になったので各クラブの支払いに活用して頂きたいとの説明があった。その後質疑
応答があり１６時４５分散会となった。
尚、セミナー終了後２８４０地区（群馬県）からグローバル補助金による福島県への災害復興支援をプロジェクト化
したいとの申し入れがあり、第一回目の打ち合わせ会議を開催した。

事務担当者様研修セミナー報告

地区研修委員会委員（兼務戦略計画委員会委員長）笠原 宏男（本宮ＲＣ）

２０１４－１５年度第２５３０地区事務担当者様研修セミナーが去る、７月５日
（土）、福島市のホテル辰巳屋にて開催されました。地区内の各区クラブの事
務担当者やクラブ幹事を中心に、野﨑ガバナーはじめ、総勢５６名の参加があ
りました。
野﨑潔ガバナー、笠原宏男地区研修委員の挨拶に続いて、初めに川瀬成人

地区幹事による『研修会趣旨及び地区行事予定の説明』がありました。更
に、佐藤吉弘地区資金委員長より『地区資金・送金について』詳細なる説明
を受け、平井義郎地区ロータリー財団委員長より『インターネットによる各
種登録について』と『カード使用による財団資金の送金』等の説明を受けま
した。
その後、質疑の応答がありガバナー事務所の小平洋子事務局員が紹介され

たころには、参加者の固さもとれ、参加者の記念写真の撮影時には笑顔も見
られるようになりました。
野﨑潔ガバナーの『お礼の言葉』とともにガバナーを囲み、昼食をいただ

き、野﨑ガバナー年度の弥栄とともに参加者の今年度のご活躍と各クラブの
繁栄を誓いあった研修会でありました。

第１回諮問委員会報告

地区資金委員長 佐藤 吉弘（福島北ＲＣ）

＊２０１４－１５年度第１回諮問委員会が２０１４年７月６日（日）福島市の福島ビューホテルで開催された。出席者は野﨑潔
ガバナー・國分雄太郎パストガバナー、佐原元パストガバナー、阿久津肇パストガバナー、山﨑栄一パストガバ
ナー、牧公介パストガバナー、味戸道雄パストガバナー、伊藤浩副ガバナー、渡邉公平直前ガバナー、酒井善盛
ガバナーエレクトならびに佐久間英一ガバナーノミニーであった。（大橋廣治パストガバナーは全国青少年交換
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委員長会議に出席の為、本会議は欠席）
＊諮問事項⑴、「２０１４－１５年度指名委員会について」は、規定通りパストガバナーが委員となり、渡邉公平直前ガ
バナーが指名委員長に決定した。

＊諮問事項⑵、「地区規定について」は、地区規定の改正案について一部修正の後、決定した。
＊その他、地区行事予定・２０１３－１４年度ならびに２０１４－１５年度復興支援本部等について報告があった。

第１回 ガバナー補佐会議報告

地区幹事 川瀬 成人（福島北ＲＣ）

１．野﨑潔ガバナー挨拶
ガバナー補佐会議は、年間少なくとも４回、その他必要に応じて開催したいと考えております。

２．公式訪問について
各分区のガバナー公式訪問予定表を配布いたしました。
７月８日いわき分区のいわき小名浜ロータリークラブからガバナー公式訪問はスタートします。
日帰りは地区副幹事が送迎を担当し、連泊の場合は分区で送迎をお願いします。
基本的には公式訪問に副幹事は出席しない予定ですが担当副幹事と打合せをして決めます。
浪江クラブ・富岡クラブは合同例会となり福島市か郡山市を予定しております。

３．報告事項
（伊藤浩パストガバナー）７月１日より副ガバナーのポストが設けられ私が任命されました。副ガバナーはパ
ストガバナーから選任されます。
酒井エレクトより次年度の研修委員長を仰せつかりました。
ガバナー補佐は、ガバナーの意を挺して職務を遂行していただきたい。
ガバナー補佐は、分区内クラブを年間４回訪問していただきます。
９月１５日までに次年度のガバナー補佐予定者を選出して下さい。

４．ＩＭならびに新会員セミナーの補助金について
各分区でＩＭ、新会員セミナーを開催されると思いますがＩＭ１２万円×８分区・新会員セミナー３万円×
８分区の予算計上をしておりますので是非開催していただき地区としてその費用の一部を補助させていただ
きます。

５．その他
インターアクト・ローターアクト提唱クラブに年間３万円の補助をしますのでお含みおきをいただきたい。

前期地区委員会総会ならびに懇親会報告

地区副幹事 山川 正人（福島北ＲＣ）

［総会本会議�］ １３：３０～１３：５５ 参加者１３０名
開会点鐘
国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」 本間良平ソングリーダー
・野﨑 潔ガバナー挨拶：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！』に向けて、各クラ
ブを活性化させるべく、地区各委員会委員の皆さんのご活躍を期待申し上げている。
・地区委員会活動費について：佐藤 吉弘資金委員長より説明
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［各委員会事業計画審議（分科会）］ １４：０５～１５：３５
［総会本会議�］ １５：４５～１７：０５
・各委員会事業計画発表（各委員会１０分）
①クラブ奉仕委員会 渡辺健寿委員長
②職業奉仕委員会 森 惣兵衛委員長
③社会奉仕委員会 渡部英一委員長
④国際奉仕委員会 武田安永委員長
⑤青少年奉仕委員会 佐藤利男委員長
⑥ロータリー財団委員会 平井義郎委員長

志田公司補助金委員長
伊東孝弥教育的プロジェクト委員長
掛田勝晥資金推進委員長
佐瀬正行財団資金管理委員長

⑦米山記念奨学会委員会 加藤義朋委員長
齋藤敏夫米山記念奨学会推進委員長
吉成清志米山記念奨学会学友委員長
阿部光司米山記念奨学会選考委員長

⑧戦略計画委員会 笠原宏男委員長
閉会点鐘
※なお、委員会の活動および事業計画については、今号の別ページにて掲載を致します。

［懇親会］ １７：１０～１８：４０ 参加者１００名
・挨拶 野﨑 潔ガバナー
・乾杯 渡邉公平直前ガバナー
・祝宴
・ロータリーソング「手に手つないで」宮崎泰明ソングリーダー
・閉会の言葉 菅野日出喜ホストクラブ会長
※手に手を携えて有意義な一年となることを誓い、和やかに閉会致しました。

２０１４－１５年度復興支援本部 第１回審査会議開催

復興支援本部 事務局

２０１４年７月６日、福島市の福島ビューホテルにおいて２０１４－１５年度第１回
復興支援本部会議が開催された。
渡邉公平直前ガバナー、野﨑潔ガバナーの挨拶の後議事に移った。
初めに地区復興補助金運用規定（案）について審議された。
改正点として以下の２点が承認された。

１．２０１３－１４年度の規定では事業総額が１００万円未満の場合クラブ負担額が
１５％であったが、今年度については１０％とする。
２．クラブへの補助金送金については基本的に事業が完了し報告書の提出後の送金とする。但し、前払い費用など
資金の都合がある場合は、その理由と金額を前払い申請書に記入の上ガバナー事務所に提出する。
以上２件が承認された。
次に川瀬地区幹事より２０１３－１４年度の承認結果と翌年度への繰越案件についての説明がなされた。
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１．昨年度からの申し送り案件は６件あり、そのうち申請�２，１８，１９，２０号
については既に承認済みであるので補助金送金を行う事が承認された。

２．また、梁川ＲＣからの「復興ミニコンサート」プロジェクトについては
今年度の審査に振り替えることで不承認になった。
続いて各申請書に基づき申請案件の審査が行われた。
審査の結果承認されたものは以下の通り。

梁川ＲＣ 水ひかる里（まち）ピアノコンサート豊かな音を楽しみな
がら絆を深めよう

原町中央ＲＣ 南相馬応急手当普及委員会（ＦＡＳＳ南相馬）支援事業
郡山南ＲＣ 復興青少年交流親子キャンプ大会
小野ＲＣ 古（いにしえ）の伝承（メッセージ）未来へ
二本松ＲＣ 「音楽と歌で楽しいひとときを！」復興支援コンサート
福島ＲＣ 子どものメンタルヘルスケアセンター設立に向けて車両の贈呈
福島南ＲＣ 福島市内保育園玩具贈呈
本宮ＲＣ 原発事故被災地・ふるさと民俗芸能出演交流支援事業
その他、条件付き承認が３件ありました。条件が満たされれば「承認」となります。

いわき分区合同 野﨑潔ガバナー歓迎会開催報告

いわき分区幹事・地区副幹事 篠原 福一（いわき平東ＲＣ）

いよいよ本年度ガバナー公式訪問が７月８日のいわき小名浜ロータリーク
ラブにてスタートを切りました。いわき分区１０クラブの会長・幹事の強い要
望により国際ロータリー第２５３０地区２０１４－１５年度野﨑潔ガバナ―を迎えたい
わき分区合同の歓迎会を７月９日�午後６時３０分よりいわき市平の正月荘で
開催いたしました。いわき分区輩出の鈴木喬二パストガバナー、山﨑栄一パ
ストガバナー、渡邉公平直前ガバナー、令夫人渡邉裕子様、いわき分区内１０
クラブの会長・幹事・地区委員など約４０名のご出席をいただきました。司会
進行をいわき分区幹事の篠原福一が担当しました。はじめに諸橋義隆いわき
分区ガバナー補佐が挨拶をし、鈴木喬二パストガバナーが歓迎の言葉を述べました。つづいて野﨑潔ガバナーから
御礼のご挨拶をいただきましたのち、諸橋ガバナー補佐より野﨑ガバナーにいわき分区合同の記念品をお贈りいた
しました。つづいて６月に山﨑パストガバナーがロータリー財団功労表彰をいただきましたので本席にて野﨑ガバ
ナーより山崎パストガバナーへ感謝状の贈呈をしていただきました。つづいて山﨑パストガバナーの乾杯のご発声
により祝宴が始まりました。出席者は７月から始まったロータリーの新しい年度を迎え、ガバナー、パストガバナ
ー、各会長、各幹事、地区委員との情報交換や親睦を深め今年度のロータリー活動などの抱負を語り合いました。
渡邉公平パストガバナーによる中締めで歓迎会をお開きとなりました。有意義な中で大変楽しいひと時を過ごすこ
とができました。

ガバナー月信委員会からのお知らせ
出席率報告及び、新会員紹介は９月号Vol．３より掲載致します。
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滝根ＲＣ創立４０周年記念式典
滝根ＲＣ会長 眞 田 規 行

７月１２日（土）、田村市滝根町にある星の村ふれあい館にて創立４０周年記念式典を行いました。
昨年、私が滝根ＲＣへ移籍した際には、「創立４０周年記念式典どうしますか？」と当時の平河内滝根ＲＣ会長に
尋ねたところ、「小規模クラブだから実施は難しいなぁ。」という返答でした。私の中では一つの節目として、どう
いった形であれ、記念式典を行いたいという思いがありました。県中分区の行事が一段落ついた、今年４月中旬に
再度、「創立４０周年記念式典やりませんか？」と尋ねたところ、「やりましょう！」ということになり、短期間の準
備で行いました。
当日は、約６０名の来賓、ロータリアン、滝根ＲＣ会員家族が出席しました。記念事業として、現在在籍している
チャーターメンバー３名に感謝状の贈呈、米山奨学生の受け入れ、滝根町管内の小学校、中学校への書籍寄贈、
２５５０地区小山中央ＲＣと友好クラブ締結（折衝中）を行いました。また、福島の歌姫、本田知美さんによる記念ミ
ニコンサートも催され、出席者から大きな拍手が送られました。
滝根ＲＣは現在８名と少数ではありますが、「地域に滝根ＲＣあり」と根ざせるよう今後もロータリー活動を展

開していきたいと思います。

第２５３０地区米山記念奨学会学友会総会
第２５３０地区米山学友会 会長 チンタカ・クマーラ（福島グローバルＲＣ）

２０１４‐１５年度の学友会総会は７月１９日（土）に郡山市の郡山国際メ
ディカルテクノロジー専門学校で開催されました。中澤剛、伊藤浩両パ
ストガバナーと現役の野﨑潔ガバナーに囲まれた米山委員会会員をはじ
め、学友、準学友の２６名が参加しました。
野﨑ガバナー、中澤パストガバナーのご挨拶及び激励のことばを頂い

たのち、学友会会長並びに米山委員会委員長から第２５３０地区の米山学友
会について話を頂きました。
議長に選出された学友の艾東克隆さんのもと昨年度の報告を行い、今

年度の事業計画を可決しました。事業計画では奨学生の体験発表会並びに海外（スリランカ）における学友会設立
についてが主なテーマでした。体験発表会を通して学友会活動の活発化及び地区の皆さんに米山記念奨学生をもっ
と知ってもらい、国際理解を図れるようにしました。スリランカの学友会設立のスケジュールについても意見を交
わしました。幅広い福島地区においてより多くの学友が参加できるように会津、中通り、浜通りの３つの地域に分
けて活動をすることにしました。
それぞれの議題について提案があり、場所を変えて懇親会を開きました。和やかに開かれた懇親会を通して、ロ

ータリアンと学友がふれ合い、米山記念奨学会について一層の理解を深めました。
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２２００１１６６年年規規定定審審議議会会 立立法法案案提提出出ににつついいてて

地区ＲＩ規定検討委員会
委 員 長 阿久津 肇（福島ＲＣ）
副委員長 山﨑 栄一（いわき内郷ＲＣ）
委 員 新城 義雄（郡山ＲＣ）

国際ロータリーの立法機関である規定審議会は３年に一度開催されます。今回は２０１６年４月に予定されています
が、各クラブは立法案（制定案、決議案）を提出することが出来ます。
そのためには、２０１４年１２月３１日までに事務総長に提出しなければなりませんが、それ以前に地区大会、地区決議
会または郵便投票のいずれかの方法で地区の承認が必要です。（ＲＩ細則７．０２０ ７．０３５）
もし規定審議会に立法案の提出を予定されるクラブがあれば、所定の様式に従い２０１４年９月末日までにガバナー

事務所まで提出して下さい。
なお、ご不明の点があればガバナー事務所にお問い合わせ下さい。

国国際際ロローータタリリーー第第２２５５３３００地地区区 ２２００１１７７－－１１８８年年度度
ガガババナナーーノノミミニニーー候候補補者者指指名名案案ににつついいてて

地区ガバナー指名委員会（委員長 渡邉公平直前ガバナー）は、各クラブに対して、２０１７－１８年度にガバナーに
就任するノミニー候補として適任者があれば、候補者指名案を指名委員会に提出するよう要請する。候補者指名案
の提出は、１０月末日までとする。

提出書類
①２０１７－１８年度 ガバナーノミニー推薦書 ②承諾書 ③経歴書

提出先
第２５３０地区ガバナーノミニー指名委員会指名委員長 渡邉公平 宛
国際ロータリー第２５３０地区 ２０１４－１５年度ガバナー事務所へ郵送

米米山山学学友友会会かかららののおお知知ららせせ

国際ロータリー第２５３０地区の皆様、国際理解を深めましょう！
米山記念奨学会・現奨学生による体験発表会
郡山国際メディカルテクノロジー専門学校ＡＮＮＥＸ校舎にて
下記の日程で開催します。

９月２３日（祝・火）１３：００～
登録料：２０００円／一人
奨学生・学友の皆さんの温かいお・も・て・な・しをご期待下さい

（奨学生の手料理）
詳しくは後日に各クラブへご案内をお送りします。
目指そう、国際奉仕は米山奨学生を通して！

Governor’s Monthly Letter No.2

９



クラブ奉仕委員会

委員長 渡辺 健寿（福島ＲＣ）

クラブ奉仕委員会は、「クラブの機能を充実させるために」というクラブ奉仕の目的を実現するため活動
します。
ロウソクを灯すのがロータリーです。私が一本、あなたが一本、こうして１２０万人の会員全員がロウソク
を灯します。
力を合わせれば世界を光で輝かせることができるのです。

ゲイリー Ｃ．Ｋ．ホァン

ロータリーの活動においてロータ
リアンが力を合わせることの重要さ
を痛感します。
国際ロータリーテーマ「Light Up
Rotary」「ロータリーに輝きを」を
指針として、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」を念頭に、
クラブを活性化させるための活動を進めます。
「参加して感動するロータリー」をクラブ奉仕委員
会の目標として、ロータリーの感動を実感できるよう
なクラブ運営をめざします。

１．クラブ基盤の強化 会員増強（純増各クラブ１名）
会員増強委員会及び拡大委員会を中心に、各クラブ

の会員維持増強活動を支援します。
「ロータリー活動は例会への出席から始まる。出席
を得るのは感動がある例会」との考えから、例会出席
率の向上を目指し、各クラブが感動がある例会を実現
するための工夫をする研修の機会をつくりたいと思い
ます。
①年度当初、８月の会員増強および拡大月間に向け
て、７月２６日に「会員増強セミナー」を開催します。
日程 ２０１４年７月２６日（土）
会場 開成山大神宮参集殿（郡山市）

②年度後半２０１５年１月ないし２月にクラブ活性化を
めざし「クラブ活性化セミナー」の開催を予定し
ます。
③会員増強、クラブ活性化に関する卓話のため、各
クラブからの要請に応じ、地区委員をスピーカー
として派遣します。
④会員増強、例会出席率向上の努力を各クラブに要
請します。

２．ロータリー情報の共有と強化
ロータリー情報委員会を中心に各クラブの新会員オ
リエンテーションを支援します。
各分区での新会員セミナーの実施状況を収集し、効
果的な新会員オリエンテーションのための情報を各分
区、各クラブに提供します。

３．ロータリーイメージと認知度の向上
地域社会へのロータリー広報を目指し、クラブ活性
化支援・広報委員会を中心に、地区、分区でのマスコ
ミとの意見交換懇談会の開催を検討します。

以上の目標実現のため、拡大、会員増強、クラブ活
性化支援・広報、ロータリー情報の各委員会の連携を
はかります。

職業奉仕委員会

委員長 森 惣兵衛（会津若松西ＲＣ）

職業奉仕委員会年度活動方針
ゲイリーＣ．Ｋ．ホァンＲＩ会長

（台湾）のＲＩ年度テーマ「ロータリ
ーに輝きを」�LIGHT UP RO-

TARY！�さらに，野﨑潔ガバナーの地区目標「ロー

タリーの心を大切に クラブを活性化させよう！」を
踏まえ、本年度地区職業奉仕委員会の方針は，ロータ
リーの心：ロータリーの根幹「職業奉仕」の原理を大
切にし、かつ実践して、クラブを活性化させ、ロータ
リーを輝かせよう！であります。

２０１４－１５年度 委員会活動方針
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「ロータリーを輝かせる」のに、職業奉仕の役割は、
縁の下の力持ち、種火，輝きの質を決定する役割を果
たすと思われます。
ゲイリーＣ．Ｋ．ホァンＲＩ会長は孔子の教えがロー

タリーの理念と共通する点が多いと説かれ、ロータリ
ーの奉仕において、よく孔子の教えを指針とされてい
るそうです。孔子の教えとして「修身斉家治国平天
下」を引用されています。
そこで、職業奉仕委員会では「論語」の中から職業

奉仕に関する教えをピックアップし、論語を通して職
業奉仕の理解を深めるよう努めたいと存じます。

２０１４～２０１５年度地区職業奉仕委員会活動計画
１．自己の職業において高度の道徳的水準を目指す：
高い職業倫理基準を保ち、高潔性という中核的価値
観の規範を示すよう奨励、鼓舞する。

２．あらゆる有用な職業の価値を認識する：職業の多
様性という価値観を認識し、他業種を理解し、これ
に敬意を払うよう奨励、鼓舞する。

３．自己の職業的技能を社会の問題やニーズに役立て
る：高潔な職業理念により、職業・技能を通して社
会に奉仕し貢献するよう奨励、鼓舞する。

４．例会、クラブ会合を発想の交換、知恵の交換の場
として活用し、自己研鑽、切磋琢磨し職業奉仕の原
理を身につけるよう奨励する。自己の職業におい
て、実践し、成功したノウハウを公開する。そうし
たノウハウを同業者組合、商工会議所において公開
し、共存共栄を図るよう奨励、鼓舞する。

５．地区職業奉仕委員会セミナーを年度内２回開催す
る。
第１回セミナー（予定）
日 時：平成２６年１０月４日（土）

１３：００～１４：００
場 所：福島市 ビューホテル
登録料：＠２，５００円（昼食付）
講 師：松宮 剛直前ＲＩ理事（２０１２～２０１４年度）

ＲＩ第２７８０地区パストガバナー、茅ヶ崎
湘南ＲＣ所属

演 題：「職業奉仕について（仮題）」
参加者：地区役員、クラブ会長、クラブ職業奉仕

委員長，他 希望者
（先着１５０名）

第２回セミナー（予定）
日 時：平成２７年４月１１日（土）

１３：３０～１６：００
場 所：郡山市 南東北総合卸センター協同組合

会館 ２階 中会議室
登録料：２，０００円（昼食付）
職業奉仕フォーラム：

地区職業奉仕委員によるQ and A、パ
ネルディスカッション

参加者：地区役員，クラブ会長，クラブ職業奉仕
委員長 （先着１２０名）

６．職業奉仕の理解を深めるため、職業奉仕情報集を
さらに充実させる。クラブ会員の職業奉仕実践実例
を収集する。論語や東洋哲学の中に職業奉仕と考え
方が共通するものがあれば、ピックアップし、重層
的に理解を深めるよう努める。

７．地区内クラブから要請があれば、地区委員が職業
奉仕の卓話を積極的に行うよう努める。

８．「ロータリーの行動規範」、「四つのテスト」、「職
業宣言」、「職業奉仕１２章」などを各クラブが積極的
に唱和するよう奨励、鼓舞する。

社会奉仕委員会

委員長 渡部 英一（猪苗代ＲＣ）

社会奉仕とは「超我の奉仕」の実
践であります
地区の委員会としては、各クラブ
の活動を支援することであり、単一

クラブでは成しえない活動を地区として応援すること
であります。
地区委員会活動を振り返りますと、東日本大震災か

ら地区の委員会としてできることは、また、しなくて

はならない事は、として支援協力活動を各クラブと共
に実施してきました。
浜通り地方を対象の

「葉っぱのフレディー」公演事業支援
中通り地方を対象の

「ロータリーこども雪遊び」事業支援
会津地方を対象の

「会津の里にこらんしょ！」事業支援
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を展開してきました。
東日本大震災から３年がたとうとしている現在、県

内の復興には、まだまだ時間がかかるようでありま
す。風評被害で会津地方が大変であることを受け、
「会津の里にこらんしょ」事業を展開しましたが、県
内全域でとの声があり、全県を対象に「ふくしまにこ
らんしょ！」事業を各クラブ協力のもと展開していき
たいと思います。
地区大会も４月開催は福島に全国から来訪してほし

い願いも込められております。行って、見て、食べて、
泊って、ふくしまを感じていただきたいと思います。

・環境保全委員会
１．各クラブの社会奉仕環境保全活動を活性化する
ことに協力要請をすること。

２．エコキャップ回収活動支援

３．ロータリー猪苗代湖水環境協議会へ支援協力
５年を一区切りで協議会が発足し、最終年度。
６年目以降も協力支援する。

・地域社会奉仕委員会
１．各クラブの地域社会奉仕活動を活性化すること
に協力要請をすること。

２．復興支援活動「ふくしまにこらんしょ！」事業
を各クラブと協力し実施する

・社会奉仕委員会全体事業
１．社会奉仕委員会研修セミナー
日時 ８月２３日（土） １３時～１６時３０分
場所 郡山市 郡山南東北総合卸センター組合

会館（２Ｆ）
２．復興支援活動「ふくしまにこらんしょ！」

国際奉仕委員会

委員長 武田 安永（郡山南ＲＣ）

当委員会は次の５項目を活動方針
としております。格段のご支援、ご
協力をお願いいたします。

１、福島県大学生支援事業
昨年度からの継続事業で、オーストリアから１０名の
学生を受入れる事業でした。去る７月１２日～１５日の４
日間、関係学生諸君、並びに関係ロータリアン多数の
協力により無事終了できました。

２、世界社会奉仕（ＷＣＳ）の理解と促進
去る５月１９日行われました地区研修・協議会の当委

員会セッションで、最も多かった質問がＷＣＳの補助
金に関するものでした。
こうした実情を踏まえて、機会あるごとにＷＣＳ情

報を発信し、一層の理解と活用促進を図ります。ま
た、当地区内各クラブと関係のある海外、特にアジア
諸国のＲＣと更なる友好をはかり、活動の足がかりを
掴みたいと思います。各クラブの国際奉仕委員会はも
とより、クラブ会長、幹事の一層のご理解とお力添え
をお願いいたします。

３、職業研修チーム（ＶＴＴ）の企画促進
世界遺産「日本の食文化」を追い風に、県酒造組合

等と連携して醸造技術と販売戦略の更なる向上を図る
ことを目的に、日本酒メーカー若手経営者とフランス
ボルドー・ワイン醸造業者による技術習得の機会をつ
くるべく検討中です。
さらには、農業・医療・その他も視野に入れ関係情
報を収集中です。
皆様のクラブでも本事業に適合する、あるいはその
可能性のある情報がありましたら、ぜひ、当委員会ま
でお寄せください。

４、国際交流の更なる促進
幾つかあるＲＩ青少年短期交換学生プログラムのな
かで、当地区初のプログラムが日仏間で実現する見通
しです。
更に本年度は国際交流促進という視点で、地区内各
クラブが現在姉妹クラブ、友好クラブ等の関係を持つ
クラブの実態調査（調査票配布）を実施する予定で
す。これにより得られた情報（国際交流資源）を活用
して、更なる交流促進を図りたいと思います。

５、地区から、世界に「感謝と近況報告」
発生から約３年半以上が経過した東日本大震災。取
り分け、原子力発電所事故により、当地区は世界各国
のクラブ、ロータリアンをはじめ一般の多くの人々か
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ら、物心両面にわたり多大なご支援を頂いてきました。
これらのご恩に応えるべく、当２５３０地区のホームペ
ージから、ロータリアンの目線で「感謝と近況報告」
を英文と写真構成により公開する計画です。
ご希望により、各クラブのホームページからも配信

できるよう、データをお分けすることも検討中です。
追って、ガバナー補佐を通じて各分区単位に執筆依頼
をお願いし、当面８分区からの情報を順次配信する予
定です。格段のご協力をお願いいたします。

青少年奉仕委員会

委員長 佐藤 利男（船引ＲＣ）

２０１４－１５の野﨑年度よりこれまで
の新世代奉仕から青少年奉仕と改名
され委員会組織もこれまでのインタ
ーアクトクラブ委員会、ローターア

クトクラブ委員会、ライラ（ＲＹＬＡ）委員会の３委
員会から新たに青少年交換委員会が加わり４委員会の
大組織での運営となり、地区委員会事業の中でも事業
領域、事業活動、事業予算規模ともに大きくなるの
で、五大奉仕部門である青少年奉仕委員会の役割を再
認識すると共に、国内外の奉仕プロジェクトへの参加
を通じて未来ある青少年並びに若者たちに、今後更に
重要となる国際理解と世界平和の推進に役立つように
青少年奉仕委員会が一体となり事業活動に取り組んで
いきたいと思っています。

Ⅰ 委員会の基本方針
・社会奉仕プロジェクト・世界奉仕プロジェクト体
験を通して、健全でより良い人間関係を推進す
る。

・各委員会の連携強化を図る（委員会の横軸連携強
化による委員意識の高揚）
これまで小委員会単独開催から４委員会合同地区
委員会を（５回／年）開催する。

Ⅱ 委員会活動
◇インターアクト（ＩＡＣ）委員会（１２歳～１８歳）
・委員長中心に、ホスト校、提唱クラブ三者の役
割を自覚し再構築する

◇ローターアクト（ＲＡＣ）委員会（１８歳～３０歳）
・野﨑年度の２０１５／３／２１．２２開催の「全国ロー
ターアクト研修会」成功に全力で臨む

◇ライラ（ＲＹＬＡ）委員会（１４～３０歳）
・将来の社会を担う奉仕リーダーが育ち、参加し
たくなる意義ある楽しいプログラム

◇青少年交換委員会（１５歳～１９歳までの高校生）
・国境のない現代において交換地域が偏らないよ
う努力し国際理解と親善を促進する

※各委員会事業詳細は地区研修・協議会配布資料参照

Ⅲ 重点事業活動
◆地区内８分区訪問 ＊ガバナー補佐、クラブ会長
・幹事さんへ委員会の理解
◆ＩＡＣ、ＲＡＣ提唱クラブ創設へのサポート
◆「第２７回全国ローターアクト研修会」福島大会へ
の委員会あげて協力

以上基本方針に基づき各委員長さんを中心に、地区
・クラブとの連携を密に青少年奉仕委員会を運営して
いきますのでご支援ご協力よろしくお願い致します。

ロータリー財団委員会

委員長 平井 義郎（福島中央ＲＣ）

【資金推進委員会】
①年次寄付地区目標 １人１５０ドル
２０１３－１４年度実績は会員１人あた
り１２，８００円であった。年次基金は

２７，７５７，３００円その他の寄付３，０８３，５００円、恒久基金

１，３９６，７００円、計３２，２３７，５００円で合計の対前年比
９９．７％であった。今年度は平均１５０ドル３３，８２５，０００
円を目標とする。
②年次寄付０クラブを無くそう
２０１３－１４年度の寄付０クラブは２クラブであった。
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③ポリオプラスへの寄付の拡大、１クラブ１，５００ドル
以上を全クラブで支援しよう。
２０１８年までにポリオを撲滅する事で進めている。資
金として５５億ドルが必要。今後大口寄付とクラブよ
り１，５００ドル／年の寄付があれば資金はクリアでき
る。尚、１，５００ドル／年を達成したクラブには感謝
状が贈られる。

④財団資金を活用する為に地区社会奉仕委員会と地区
国際奉仕委員会との連携を強める。
グローバル補助金を有効活用する為に国際奉仕委員
会、地区補助金の有効活用のために社会奉仕委員会
と連携をとって進めていく。
各委員会セミナーなどで３委員会の協力を実現する。

⑤ポール・ハリス・ソサエティ（ＰＨＳ）加入の推進
各クラブから１名をお願いする。
２０１３－１４年度は２３名の協力を得た。今年度は各クラ
ブ１名の協力を頂けるよう推進する。

⑥ロータリーカードの加入推進
クラブ会長・幹事・ロータリー財団委員長は率先し
て入会をお願いしたい。
個人カードと併せてビジネスカードの利用促進
新しく出来たクラブ用ロータリーカードの普及促進

【補助金委員会】
地区補助金の利用推進
２年間の申請状況を見ると同じクラブの申請が多く

内容も同じ内容のものが多い。もっと多くのクラブ
から多様な申請をして頂けるよう推進する。

【教育的プロジェクト委員会】
奨学生派遣と２０１５－１６年度の奨学生募集
２０１４－１５年度は２名の派遣が決定している。２０１５－
１６年度の募集人数も２名として上期には決定する予定。

【資金管理委員会】
資金管理委員会では地区補助金の支給ルールを作成す
る。
地区への財団に対する協力度合いの高いクラブを優
先する
協力の少ないクラブの申請時には当該年度に財団へ
の協力を条件とする
などを検討し明文化する。

【その他】
ロータリー財団セミナー８月２日開催

（福島市卸町センター）
地区社会奉仕委員長・国際奉仕委員長、クラブ会長
又は幹事・ロータリー財団委員長・クラブ社会奉仕
・国際奉仕の各委員長に出席をお願いする。

以上委員会一同頑張る所存ですのでご協力をよろし
くお願い致します。

米山記念奨学会委員会

委員長 加藤 義朋（福島ＲＣ）

米山奨学事業は、日本のロータリ
アン・皆様の寄付金が事業資金なの
です。
その理由は、国際ロータリーの多

地区合同の奉仕活動であり、地区大会本会議で、これ
まで毎年度継続してこの活動支援・協力する旨決議し
ております。
だから、米山寄付は、皆様の責務なのです。
是非、米山寄付にご支援・ご協力をお願いします。
「４つのテスト」からみても、第２５３０地区内クラブ
の普通寄付金０クラブ解消、と米山功労者輩出クラブ
増加策の一つは、あなたのクラブ会長・幹事様らの米
山功労者へ誘い…をよろしくお願いたします。
日本国民の義務の一つに納税義務があります。米山

記念奨学会への寄付金は税制上の優遇措置が受けられ
ます。

Ⅰ．現状分析
１．全体‐割の会長、‐割の幹事が米山功労者であ
る。

２．普通寄付金が０円のクラブ：その理由を調べる
３．特別寄付金が０円のクラブ：その理由を調べる

Ⅱ．米山プロジェクトの目的
準米山功労者・新米山功労者・米山功労者マルチプ
ル＆メジャードナーを目指して
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Ⅲ．米山プロジェクトの概要
米山奨学委員会の目標「LIGHT UP ROTARY

YONEYAMA SCHOLARS」
内容：人海戦術 各ガバナー補佐＆米山奨学生（カ

ウンセラー同伴）または、各分区担当米山委
員＆米山奨学生（カウンセラー同伴）で、
２５３０地区全クラブを訪問（除・世話クラブ）
し奨学生に卓話（１５分）「米山奨学生に選ば
れて、今…（２、３分の自己紹介を含む）」

１．相双分区 今村義幸（相馬）、松永邦彦（原町中央）
２．いわき分区 志賀利彦（いわき小名浜）

３．県北第一分区 斎藤敏夫（二本松あだたら）
４．県北第二分区 中野哲郎（飯坂）
５．中央分区 中村秀勝（郡山東）、阿部光司（郡
山西北）、鈴木かおる（郡山アーバン）

６．県中分区 先崎元勝（小野）
７．県南分区 吉成清志（白河西）
８．会津分区 磯目基嗣（会津若松）

以上、野﨑ガバナー、各分区のガバナー補佐・米山
委員・米山奨学生が一致団結して米山活動を実行して
いただくようお願いたします。

戦略計画委員会

委員長 笠原 宏男（本宮ＲＣ）

ロータリーが戦略計画を立ち上げ
た理由はどこにあるのでしょうか？
私たち、ロータリアンが将来何を
目指し、そこに到達するにはどうし

たらいいかを決めることは、どの組織にも必要なこと
です。このことは毎年リーダーが交代するロータリー
では特に重要なことだと思われます。
ロータリーの戦略計画は、ロータリーにおいて、新

たなリーダーが就任するたびに方向性が変わることを
防ぎ、ロータリーが重要目標の達成に向け、確固とし
た方向性をもって進むためのものです。厳しい時代の
変化とともに、ロータリーはこうした理由からもその
継続性ということを意識せざることとなったことは特
筆すべきことであります。
２０１０年７月、２０１０～２０１３年戦略計画が発効し、三つ
の優先項目と中核となる価値観等が強調されることと
なりました。
それでは、三つの優先項目とはどのようなものなの

でしょうか？

１．クラブのサポートと強化
ロータリーの基礎であるクラブの活性化や会員の勧

誘や維持を改善する。クラブと地区における長期計画

の立案を奨励する。

２．人道的奉仕の重点化と増加
ポリオを撲滅する。青少年と青年のプログラムや財
団の６つの重点分野での奉仕活動の持続性を高める。

３．公共イメージと認知度の向上
行動を主体とした奉仕を推進する。中核となる価値
観を推進する。等々

これらの三つの優先事項を推進し達成することがま
さに、『効果的なロータリークラブ」の実現となるこ
とでしょう。
本年は、第１回のセミナーを１０月に郡山市において
開催することと致します。クラブ会長若しくはクラブ
の戦略計画委員長を対象として、『クラブ内での戦略
計画委員会の位置付け』を地区の戦略計画委員会のア
ドバイザーであるＰＧの阿久津肇先生より講義と解説
を頂き、テーマに基づいた意見の交流会を開きたいと
考えております。
また、１１月～１２月にかけてクラブ内での委員会設置
に関するアンケート調査を実施したいと考えておりま
す。
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２０１３―１５年度第２ゾーンロータリーコーディネーター

金杉 誠

ＲＩ戦略計画とコーディネーターの責務
この度、日本の３ゾーンのコーディネーターとアドバイザーで共通のニュースレターを配信する事とし、ガバナー会において
RI 理事よりその一部をガバナー月信に掲載するよう要請されました。ガバナーの皆様は是非クラブ会員の皆様方にも情報をお届
け頂ければ幸いです。その趣旨はRI 戦略計画に基づき、各ゾーン３人のコーディネーターが任命され［ロータリーコーディネー
ター（RC）、ロータリー公共イメージコーディネーター（RPIC）、ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）］、それぞれ補
佐も任命されておりますし、恒久基金／大口寄付アドバイザー（EMGA）も活躍されておりますが、クラブの皆様へのコーディ
ネーター、アドバイザーの責務のご理解の促進と、日本の３４の地区とクラブの戦略計画への取り組みの情報共有を目的としたもの
です。
世界全体の会員数は１２０万人前後と横ばい状態を続けているとともに、日本やアメリカ等ロータリー先進国が激減をしておりま
す。そのことに対して危機感を持ったRI は、１０年以上の歳月と外部のコンサルタントや膨大な数のアンケート調査、理事経験者
を中心とした沢山の議論を通じて、クラブリーダーシッププラン（CLP）をはじめとして様々な改革案を試み、その集大成ともい
うべきものがRI 戦略計画です。
RI 戦略計画には３つの重点目標があります。「クラブのサポートと強化」、「人道的奉仕の増加と重点化」、「公共イメージと認知
度の向上」の３つで、それぞれの目標達成のために責任があるのがRC、RRFC、RPICの３人のコーディネーターです。RI本部に
はコーディネーター部が創設され１０人ぐらいのスタッフが我々を補佐する体制になっておりますが、残念ながら日本国内において
は一部の地区やクラブを除いてCLPの導入や戦略計画の立案は進捗していないのが実情です。日本全体では３３人のコーディネータ
ーと同補佐、及び３人のEMGAがおりまして、各ガバナーの皆様方のお手伝いをする体制が整っております（RI から予算もいた
だいております）が、残念ながら各地区の研修へ呼ばれることがまだまだ少ないのです。各地区の地区協議会や拡大増強セミナ
ー、PETS、地区チーム研修セミナー等、積極的にお声をかけてください。喜んでお手伝いに参ります。
RI 戦略計画は１２０万人の為の計画ですから大変すばらしいものです。一方クラブの戦略計画というと構えてしまうのも事実で
しょう。大切なのは現在のクラブの活性化と３年後５年後のあるべき姿を、皆様方全員でしっかり話し合っていただきたいという
ことです。２０人のクラブと２００人のクラブでは自ずと違ってきますが、要は皆様のクラブがこのままで本当に良いのか、皆様方の
言葉で、皆様方の議論を通じて、真剣に考え意見を集約してくださいということです。現状に安住するのが一番楽ですが一番悪い
ことです。勇気をもって挑戦しましょう。私たちのより良いロータリーを作るために！ポールハリスも言っております。「ロータ
リー物語は時代とともに何度も書き換えられるでしょう」と。 （文責、及び質問は金杉Makoto.Kanasugi@ysl.co.jp まで）
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ロータリー米山記念奨学会では、毎月１回（１２日頃）、ニュースレター「ハイライトよねやま」を発行しています。米山奨学事業に
関するニュースソースとして、ホームページを作りましたので是非ご覧下さい。
詳しくは http : //www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight172_pdf.pdf
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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

万３千点を収集・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。

最最近近ののロローータタリリーー情情報報
◎「日本のロータリアンに期待する」 ロンＤ．バートン ２０１４ ５ｐ
（第４２回ロータリー研究会報告書）

◎「ＲＩ会長を終えて」 田中作次 ２０１４ ８ｐ（第４２回ロータリー研究会
報告書）

◎「北米におけるロータリー研究会」G.KennethMorgan ２０１４ ３ｐ
（第４２回ロータリー研究会報告書）

◎「世界のロータリー」 田中作次〔２０１４〕４ｐ（Ｄ．２７７０地区大会の記録）

◎「今こそ考えよう、ロータリーの心と基本－ＲＩの最近の動き
とクラブの対応」 富田英壽 ２０１４ ３８ｐ（魅力あるロータリーに）

◎「ＲＬＩとは」 南園義一 ２０１２ ６ｐ（ＲＬＩ研修セミナーテキスト）

◎「新戦略計画の理解と実践を」 南園義一 ２０１４ ２ｐ（Ｄ．２７８０月信）

◎「２０１３年版手続要覧『主な改定内容と解説』」 小船井修一 ２０１４
３ｐ（Ｄ．２５００月信）

◎「『職業奉仕フォーラム』実施の報告」 福田武男 ２０１４ ２ｐ
（Ｄ．２５１０月信）

［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
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