
ガバナーメッセージ

ロータリー財団月間に寄せて
国際ロータリー第２５３０地区
２０１４－１５年度ガバナー 野 﨑 潔

１０月に入り朝晩随分と冷え込み肌寒さを感じる季節となり、山の紅葉も大分色づいて来たようです。地区内ロータリアンの皆様
如何お過ごしでしょうか。私の公式訪問も順調に進み、いわき分区、会津分区、県南分区、中央分区を終了し、相双地区に入りま
した。各クラブ訪問の際には各ガバナー補佐、クラブ会長、幹事さんをはじめ多くの会員の方々に温かい心遣いを賜り、又協議会
におきましては皆様からの素晴らしいご意見を拝聴することが出来、私も大変勉強になりました。改めて皆様のロータリーの友情
に感謝申し上げます。
さて、１１月はロータリー財団月間です。
ロータリー月間は、１９１７年元RI 会長アーチ・クランフが「世界中でよいことをしよう」とそのための寄付による基金を提案した
のが始まりです。最初の寄付は、アメリカ・ミズーリ州カンザスシティRCからの米ドル２６ドル５０セントというささやかな金額でし
た。この時に語られた「Doing good in the world―世界でよいことをしよう」という言葉は、今、ロータリー財団の標語と
なっています。
１９２８年、ロータリーの創始者ポール・ハリスの死後ポールに敬意を表したロータリアンが翌年には米ドル１３０万ドル以上が寄付さ
れ、最初の財団プログラムとして米国、ベルギー、英国、フランス、メキシコ、中国の１８人の若人が選ばれ、他国でそれぞれの専
門分野を勉学しました。これが最初の国際親善奨学生でした。クランフが１９５１年に亡くなられましたが、彼の小さな願いが大きく
花開き、日本は世界でも二番目の寄付額を維持しています。
ロータリーの財団奨学生としてロータリー国際理解賞を受賞した緒方貞子さん（前国連難民高等弁務官、現独立行政法人国際協
力機構理事長）やロータリー財団学友奉仕賞を受賞した岡田玲さんなどが居られます。ロータリー財団は世界理解と平和に素晴ら
しい貢献をしております。今後とも皆様のご理解とご支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。
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訓練用最新型AED（ハートトレーナー）を贈る …………………………………………………………………

原町中央RC会長 坂 本 典 久
当クラブは８月２７日の例会で地区復興補助金を利用し『南相馬応急手当普

及員会（FASS南相馬』に訓練用最新型AED（ハートトレーナー）３台・名
入れスタッフジャンバー３０着を寄贈しました。
昨年度、FASS南相馬から事業への支援依頼がありましたが、訓練用AED

は１台あたり９万円と高価な機器のため年度末と重なって支援費用が捻出で
きませんでした。しかし当地域では、浪江町、小高区からの避難者の仮設住
宅が多数あり、多くの高齢者が居住しています。仮設住宅生活の高齢者の健
康被害は毎年増加の一途を辿っています。市内の公共施設には最新型AED
が完備されていますが、最新のため使用できる一般市民は皆無の状態でした。今回の支援事業で漸く最新型AED
訓練機が揃い、年間７０名以上の心臓疾患で亡くなる高齢避難者の人命救助に一助なりとも支援できたことがクラブ
として誇りに思う事業でした。地区復興補助金の大切さが実感できた事業でもありました。

米山記念奨学生による体験発表会 …………………………………………………………………………………

米山奨学会学友会会長 チンタカ クマーラ（福島グローバルRC）
９月２３日（火・祝）午後１時より、

郡山市国際メディカルテクノロジー専
門学校ANNEX講堂に於いて「米山記
念奨学生体験発表会」が国際メディカ
ルテクノロジー専門学校、福島FSG
インターアクトクラブ、ガバナー事務
所のご協力を得て開催されました。
地区米山記念奨学会委員会の方、カ

ウンセラーの方、地区ロータリアンの方々など合わせて１００名以上出席して頂きました。
日本大学工学部応援団団長ダンダル，トルガ（モンゴル出身）準学友から激励を頂いた後に、中国、韓国、モン

ゴル、チュニジア、マレーシア、スリランカの６ヶ国の準学友９名が日本を含む８ヶ国の国旗に囲まれて体験発表
が行われ、会場では大きな拍手、時には笑い、時には感動溢れた涙が目立ちました。
会場では、留学生から手作り母国軽食の振舞いがありました。韓国のキムチチャーハン、モンゴルの水餃子、

チュニジアのクッキー及び茶、マレーシアのスープ、スリランカのカツレツとチキンロール、日本風のサンドイッ
チがありました。珍しい料理に興味があったロータリアンからレシピの問い合わせも相次ぎました。
味戸道雄 PGが総評を行った後、ミャンマー出身の白澤郷双学友から一本締めを用いて体験発表会の幕を閉じま

した。
ご出席された皆様、会場設定、料理等の様々な場面で協力した学友会皆様、発表した奨学生の皆様、福島FSG

インターアクトクラブの皆様、福島グローバルRCの皆様、準備段階から最後までご協力頂いたガバナー事務所の
皆様ありがとうございました。

猪苗代湖水環境推進協議会「水草除去作業」報告 ………………………………………………………………

福島北ＲＣ会長 菅 野 日出喜
９月２７日（土）初秋の猪苗代湖へ、福島北RCメンバー１２名で、水環境協議会主催の水草除去に参加して参りま

した。
当日３台の車に分乗、現地に到着し、旧知の猪苗代RCのメンバーがお出迎え、「休みのところわざわざ来てくれ
てありがとう」との言葉。こちらは「水草取りに来たんだから、水臭いこと言わないで」との返事。
説明を受けた後、早速の作業開始。熊手を持ったメンバーが、「腰が痛いんでみんなの作業の邪魔しないように

やっから」と言いつつスタートしたものの、いざ作業を始めると、砂浜のやや腐臭ただよう様子を見ると、気合い
が入って、いつの間にか夢中で作業に没頭しておられました。

主な行事
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「水草はなるべく水で洗ってカゴに
入れて下さい。堆肥として利用しま
す」との現地スタッフの説明に、自分
達の作業が自然循環のお役に立ててる
と心得、益々気合いの入った作業とな
りました。
作業終了後は、お約束の記念撮影、

半日の作業ではありましたが、皆さん
何となく達成感漂う表情をされておりました。
解散後は、お楽しみの昼食。二瓶盛一元会員の紹介による猪苗代町の手打ちそば屋「おおほり」にてそばと餅を

堪能。そばも旨い、餅も旨い、しかも運転者以外はビールも旨い�
環境美化と親睦の一石二鳥。楽しい時間を持たせて頂きました。

１０月４日㈯ 第２回ガバナー補佐会議報告 ………………………………………………………………………

地区資金委員会委員長 佐 藤 吉 弘（福島北RC）
＊野﨑潔ガバナー挨拶

来年４月の地区大会に於いて、優秀クラブを表彰したいので、宜しく
お願いします。

＊報 告 事 項
１．２０１５－１６年度ガバナー補佐候補者について報告がありました。諮問委
員会の意見を聞いた上で選任となります。

２．広島の豪雨災害に対して、義援金１００万円を第２７１０地区に送金しまし
た。

３．第１回復興支援本部会議の承認結果について報告がありました。第２回復興支援本部会議は１０月１１日開催さ
れました。現在８件申請されています。

４．２０１７－１８年度ガバナーノミニー候補者について、ガバナー月信２０１４年２号で立候補は１０月３１日で締め切る旨
公示しましたが、現在の処、立候補者はおりません。

５．２０１６年規定審議会立法案提出検討会議について
ローターアクトクラブ会員上限年齢を３５歳に変更する件（福島中央RC提案）については正式に検討するこ
ととなりました。また、いわき内郷RCより提案されたインターアクトクラブ年齢分割他の事項については
立法案提出ではないので意見として伺うこととなりました。

６．その他
福島中央RCのローターアクトクラブが承認されました。
現在把握している地区予定表の報告がありました。
各種行事の出欠並びに会費等について期限等を守るよう指導していただきたい。

１０月４日㈯ 第２回諮問委員会報告 ………………………………………………………………………………

地区副幹事 川 崎 博 祐（南相馬RC）
１、意見聴取
２０１５－１６年度ガバナー補佐候補者について、諮問委員会の意見を求め、
各分区の PGから候補者の経歴等の紹介があり適任との意見を頂いた。

２、報告事項
（１）ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）報告 酒井GE

９月２日・３日東京で開催、３４名全員出席、２０セッション。
（２）次期地区研修リーダーセミナー（DTLS）報告 伊藤 PG

９月４日、東京で開催、９セッション。
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（３）広島豪雨災害義援金について 野﨑Ｇ
地区災害特別基金より１００万円を送金。第２７１０地区金子Ｇより、受領と御礼文が届く。

（４）２０１６年度規定審議会・立法案提出検討会議について
RI 規定検討委員会委員長 阿久津 PG
福島中央RC決議案（RAC会員上限年齢を３５歳に変更する件）を１１月１６日規定審議会立法案提出承認会議
で諮る。

（５）２０１７－１８年度ガバナーノミニー候補者指名案について
指名委員長 渡邉 IPG

月信８月号に立候補について掲載（１０月末日締切）
（６）２０１３－１４年度決算報告 地区資金委員 遠藤 嘉一
（７）その他

年間スケジュールの確認と福島中央RAC創立について（１１月２９日創立式典）

職業奉仕委員会 第１回セミナー報告 ……………………………………………………………………………

職業奉仕委員会委員長 森 惣兵衛（会津若松西RC）
２０１４年１０月４日（土）午後１時より、福島ビューホテル『安達太良の間』に
おいて、地区職業奉仕委員会第１回セミナーが約１４０名の参加で開催された。
パストガバナー、ガバナー補佐、大委員長、および各クラブの会長、職業奉
仕委員長他参加希望の会員の方々が参集された。
高橋孝光職業情報委員の司会で、野﨑潔ガバナーが開会点鐘され、開会の

ことばを福西宜孝職業倫理委員長が述べ、ロータリーソングを小池久昭職業
情報委員の指揮で斉唱し、野﨑ガバナーから挨拶があった。次に森惣兵衛職
業奉仕委員長から挨拶の後、芳賀裕職業倫理委員が講師の直前RI 理事松宮
剛第２７８０地区パストガバナー（湘南茅ヶ崎RC所属・職業分類 口腔外科）
を紹介した。
松宮剛直前RI 理事は「私の考える職業奉仕」という演題で、プロジェク

ターを使って、途中休憩をはさみ、約１００分間にわたって講演された。① 創
立当初のロータリー ② ロータリー史上職業奉仕に関連した成果 ③ 概念
を混乱させる幾つかの事 ④ シェルドンの奉仕哲学 ≠ 職業奉仕 ⑤ RI
及び『手続要覧』の示す職業奉仕 ⑥「ロータリーの目的」と奉仕の理念に
関するお話の後、最後に「ロータリーの質的親睦（Organized Fellowship ）
による会員の人間的・職業的な深化・成長を外してロータリーの職業奉仕を語る事はできない。ロータリーが百年
を超えて示してきた、常に他者を生かす考え方と行動の実践は、ロータリーという組織が、最初から倫理を超えた
集まりであることを証明するものである。すなわち、ロータリーは、愛を実践する集まりである」と結論された。
その後、質疑応答に移り、配偶者が会員の場合の職業分類はどうなるか、ロータリーの行動規範が８項目から５

項目に改定された真の狙いは何か、RI 理事会の職業奉仕観と日本の職業奉仕観の違いをどう折り合いをつけるか、
質的（純粋）親睦の実践が困難な理由は何か、ロータリーの理想は愛であっても一般のロータリー会員に求めうる
のは倫理運動ではないか、等について質問がなされ、講師から応答があった。
松宮講師に記念品が贈呈され、野﨑ガバナーから謝辞が述べられた。次に小野塚昇一職業情報委員長が閉会のこ

とばを述べ、野﨑ガバナーによって閉会点鐘がなされ、セミナーは盛会のうちに終了した。清水職業倫理委員が記
録写真係を務めた。

ガバナーエレクト事務所開設披露 …………………………………………………………………………………

次期月信委員会副委員長 木 幡 恵 一（南相馬RC）
国際ロータリー第２５３０地区２０１４－１５年度ガバナーエレクト事務所開設のお披露目が、１０月１１日（土）福島ビューホ
テルに於いて１００名のご参加を頂き、盛大に開催することが出来ました。関係各位に厚くお礼申しあげます。
式典では、酒井善盛ガバナーエレクトよりノミニーとなった経緯を踏まえ、「南相馬でガバナー事務所を開設出

来る物件を探しましたが、１件も見つけることが出来ませんでした。除染の方も同じように困っているとのことで
した。仕方なく伊藤浩パストガバナーにお願いして、伊藤年度に使用していた事務所をお借りすることになりまし
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た。これを機会に他の地区でも進んでいる事務局の固定化を考えてみて
はいかがでしょうか」と話されました。
野﨑潔ガバナーからお祝いと励ましのお言葉を頂き、任の重さを再確

認していました。伊藤浩次期地区研修リーダーからは、野﨑潔ガバナー
も今では流暢に話すが、エレクトの時はこのぐらい緊張していたとユー
モアを交えた励ましの言葉に、やや緊張を緩めていました。
次期地区役員・スタッフ紹介では、酒井善盛ガバナーエレクトが南相

馬RCという会員２１名（現在２２名）の小クラブ所属のため、地区内各分
区に応援を頼み初の選抜チームとなりました。選抜チームながら、今回
の準備を通して親睦と結束を高めました。
引き続き祝宴に入ると鏡開きが行われ、次第にはなかったのですが元慶應義塾大学応援指導部の伊東孝弥さん

（郡山西RC）の音頭で野﨑潔ガバナーと酒井善盛ガバナーエレクトにエールが贈られ、楽しい穏やかな雰囲気の中
で親睦と友情を深めて頂きました。
これからがスタートです。ロータリアンの皆様の絶大なるご支援とご協力を衷心よりお願い申し上げます。
お近くにおいでの際は、是非お立ち寄りいただきたくご案内申し上げます。

【ガバナーエレクト事務所】
〒９６３－８６８１ 福島県郡山市喜久田町卸一丁目１－１
南東北総合卸センター協同組合組合会館１階 （私書箱３０６）
事務局員：根本圭子
執務時間：１０：００～１７：００
Tel：０２４－９５４－６２２２ Fax：０２４－９５４－６２２３
Email：d２５３０＠ abnet. or. jp

創立４０周年の記念事業をＩＡＣの共催で開催 ……………………………………………………………………

船引RC 創立４０周年記念実行委員会 記念事業委員長 白 岩 薫
去る９月１日（月）、当クラブの創立４０周年を記念する事業の幕明けとして、テリトリー内の３中学校と原発事故

により仮校舎に移転していた、都路中学校を含めた４中学校の全校生徒を招き、講演会を開催いたしました。市教
育委員会の後援、船引中学校インターアクトクラブの共催で実施し、会場の市文化センター満席での盛大な講演会
となりました。講師には、日本体育大学の准教授で、元プロハンドボ－ル選手の辻 昇一先生をお迎えし、「Itispos-
sible やればできる」をテーマに、ご自身の体験を通しての生きざま、考え方を熱く語っていただきました。
原発事故から３年半が経過しましたが、当地域には、避難により、仮設住宅やア

パートでの生活を余儀なくされている方々もまだまだ多くおられます。このような
復興過程にある環境の中で生活をしている、次代を担う青少年たちに、心からの応
援を込めて企画したこの講演会が、一人でも多くの心の力になることができればと
願っております。

ニニニニニニュュュュュューーーーーースススススストトトトトトピピピピピピッッッッッッククククククスススススス ２０１４年８月２７日に福島中央ローターアクトクラブが創立されました（提唱：福島中央RC）。
２０１４年１１月２９日に、認証状伝達式が福島市の福島ビューホテルにて行われる予定です。
報告につきましては、ガバナー月信 vol.７（１月号）にて掲載させて頂きます。

Governor’s Monthly Letter No.5
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新会員紹介
●いわき分区
いわき常磐
RC

●中央分区
郡山南
RC

●中央分区
郡山南
RC

●中央分区
郡山南
RC

小小寺寺 真真平平 有有賀賀 真真治治 猪猪股股 淳淳志志 扇扇谷谷 富富幸幸
●入会日 ２０１４年９月１日
●職業分類 生命保険業
●勤務先 日本生命

湯本営業所

●入会日 ２０１４年９月４日
●職業分類 印刷業務
●勤務先 共栄印刷株式会社

●入会日 ２０１４年９月１１日
●職業分類 広告企画・制作
●勤務先 株式会社

イーストムーン企画

●入会日 ２０１４年９月１１日
●職業分類 中古車販売
●勤務先 株式会社 扇

●中央分区
福島グローバル
RC

●県北第一分区
福島
RC

●県北第一分区
福島
RC

●会津分区
会津若松南
RC

宮宮本本 仁仁 江江刺刺家家宏宏樹樹 鈴鈴木木 勇勇人人 櫛櫛田田 崇崇
●入会日 ２０１４年９月２２日
●職業分類 神道
●勤務先 開成山大神宮

●入会日 ２０１４年９月４日
●職業分類 住宅建築
●勤務先 積水ハウス㈱

福島支店

●入会日 ２０１４年９月１１日
●職業分類 建築設計
●勤務先 ㈲鈴木設計

●入会日 ２０１４年９月２２日
●職業分類 弁護士
●勤務先 川瀬裕之法律事務所

●会津分区
喜多方中央
RC

●県南分区
須賀川
RC

●相双分区
相馬
RC

●相双分区
富岡
RC

鈴鈴木木 伸伸幸幸 吉吉田田 大大二二 細細根根 正正彦彦 藤藤田田 大大
●入会日 ２０１４年８月６日
●職業分類 土木建築請負
●勤務先 鈴木建設㈱

●入会日 ２０１４年９月８日
●職業分類 精密部品製造
●勤務先 吉田産業㈱

●入会日 ２０１４年８月１９日
●職業分類 発電設備業
●勤務先 東北発電工業㈱

新地支店

●入会日 ２０１４年８月２７日
●職業分類 給食
●勤務先 ㈱鳥藤本店

●相双分区
富岡
RC

●相双分区
原町中央
RC

渡渡辺辺 和和則則 中中島島 久久明明
●入会日 ２０１４年９月２４日
●職業分類 司法書士
●勤務先 わたなべ法務

事務所

●入会日 ２０１４年８月４日
●職業分類 ガス配布
●勤務先 葵産業㈱

訃報 謹んでご冥福をお祈りいたします

会津分区
会津若松西RC ■１９７２年３月６日入会

（ロータリー歴 ４３年）

■１９９２－９３年度
クラブ会長

皆出席 ４３年

新城 健一

２０１４年９月１８日
享年８４歳

No.5 Rotary International District 2530
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９月の地区出席率報告
２０１４／１０／２０現在
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「My Rotary」を活用しよう
２０１３年６月、ロータリーの新しいロゴが登場、同時に、これまでロータリアンの情報源として活用されてきたウェブサイトもリニューアル
されました。
新しいウェブサイトは『リーダーのネットワークへ（さまざまな国・文化・職業のリーダーとつながろう）、アイディアを広げよう（交流

のネットワークに参加し、視野を広げよう）、行動しよう（豊かな町づくりをめざし、持続的な、発展を支援しよう）』をキーワードに、戦略
計画に基づいた「地区やクラブの活性化」推進のためのリーソースが整備されています。
一般的には、ロータリーは世界で多くの「よいこと」を行っているにもかかわらず、それがほとんど知られていないという事実が国際ロー

タリーの調査により明らかになりました。
ロータリーを分かりやすく、しかも魅力的にアピールしていこうというのが、この取り組みの目的です。その対応として「ビジュアルアイ

デンティティ」と「ボイス」が提示されました。
「ロータリー活性化」の新しい「ビジュアルアイデンティティ」では、ロゴが新しくなっただけでなく、色、フォント、写真のスタイル、
アイコンなど、ロータリーとしての一貫性を保ちながらも柔軟にデザインするためのガイドラインが定められています。
このガイドラインを参照し、クラブが作る資料やホームページなど、ありとあらゆるコミュニケーションにロータリーのブランドを反映さ

せてみてください。
（ガイドラインは国際ロータリーのウェブサイト内「ブランドリソースセンター」（www.rotary.org/ja/brandcenter）からダウンロードで
きます。
ガイドラインに加え、クラブが作成する資料にロータリーのブランドを取り入れるのには、ロータリーの新しい「ブランドリソースセンタ

ー」が役立ちます。「ブランドリソースセンター」から資料のテンプレートやロゴなどを簡単にダウンロードできます。
既に、国際ロータリーのウェブにある「My Rotary」への登録は済まされていると思います。同サイト内の「運営する」から「ブランドリ

ソースセンター」にアクセスされると、様々な資料やテンプレートを活用する環境を得られます。使える資源は存分に活用し、公共イメージ
向上に取り組んでいただくことを願います。
また、日本国内３４地区、全ガバナーによるウェブサイトが開設されており、それぞれ特徴のある活動を掲載されておられますので、準備段

階でのアイディアを膨らませるツールとして活用いただけるものと思います。ぜひともご覧いただきご参考にしてください。
更に、クラブのウェブサイトやフェイスブックを新しくすることに挑戦してください。

これはロゴを入れ替えるだけではありません。肝心なのは、ロータリー内部と外部の人びとを結びつけ、誰にとっても魅力的で、ロータリー
として一貫したイメージを与えることです。
「ロータリー活性化」で私たちがお願いしているのは、ロータリーの良さや魅力をできるだけ多くの方に理解してもらえるよう、それぞれ
のクラブで取り組んでいただくことです。明確なメッセージ、そして、これまでよりも一貫性のある「ビジュアルアイデンティティ」によっ
て、外に向けたロータリーのイメージをさらに強く打ち出すことができると私たちは期待しています。これは、私たちロータリーが必要とし
ていることなのです。
今後のロータリーの発展を願い、皆さまのご協力をどうかお願いいたします。

ニニュューーススレレタターー ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイラララララララララララララララララララライイイイイイイイイイイイイイイイイイイイトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねややややややややややややややややややややまままままままままままままままままままま１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行
今月のトピックス ・寄付金速報 ―米山月間へのご協力をお願いします― ・GETS・ガバナーエレクトセミナー報告

・米山奨学生・学友が敬老会に参加【第２７７０地区】 ・さまざまな寄付のカタチ ―カウンセラーとして―

▼全文は、こちらよりご覧ください。 http : //www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight174_pdf.pdf

文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文 庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫 通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通 信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信 vol.３２５号
「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。

古典文献より（２）
◎「ロータリー・クラブに就て」

米山梅吉 １９２９ １２ｐ （ロータリー・クラブ民衆文庫）
◎「汎太平洋ロータリー大會に臨みて」

トム・サットン 芝染太郎（解説）
１９２９ ３ｐ（ロータリー・クラブ民衆文庫）

◎「ロータリークラブの目的と信條」
村田省蔵 Ｄ．７０ １９３４ ９ｐ （ロータリーを語る）

◎「ロータリークラブに就て」 坂田幹太 １９２８ １２ｐ
◎「國際ロータリーの組織に就いて」 米山梅吉 １９３１ ８ｐ
◎「常識の重要性」

米山梅吉 １９３７ ６ｐ （東京ロータリークラブニュース）
◎「新ラシキ會員ノ為メニ」 大阪R.C. １９２８ ４３ｐ
◎「第七十區ガバナー告辞」 村田省蔵 今治R.C. １９３５ １３ｐ

（今治ロータリー倶楽部発会式記録）
◎「サーヴイス座談會」 京都R.C. １９３７ ８ｐ

（京都ロータリー倶楽部週報附録）
［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

No.5 Rotary International District 2530
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