
ガバナーメッセージ

１２月「家族月間」によせて
国際ロータリー第２５３０地区
２０１４－１５年度ガバナー 野 﨑 潔

時の立つのは早いものでガバナーに就任してから間もなく半年が過ぎようとしています。師走の声も聞かれる
時季となりましたが、会員の皆様もお忙しい日々をお過ごしのことと拝察致します。
公式訪問も１１月より県北地区に入り、１２月中旬で全ての訪問を終える予定です。各地区ガバナー補佐、各クラ
ブ会長、幹事の皆様そして会員の皆様には大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。
さて、１２月は家族月間です。１９９５－９６年度のハーバート・ブラウンＲＩ会長が１１月のＲＩ理事会で１２月の第２

週を「家族週間」と指定し、その後２００３－０４年度のジョナサン・マジィアベＲＩ会長が家族の重要性を称え１２月
を「家族月間」と指定し「家族週間」は廃止されました。家族は人生にとって最も重要な存在であります。ロー
タリーの成功は一人一人のロータリアンとロータリー家族の皆さんの支援によって成り立っています。そしてロ
ータリーは、それぞれの家庭、地域社会、それにお互いのことに心配りする人々の集まりです。全てのロータリ
アンは、ロータリー家族の一人として活動します。そしてロータリーの家族には、ロータリアンの配偶者や子供
達は勿論の事ロータリー財団プログラムの参加者や学友、世界中のロータリー社会が実施した数多くのプログラ
ムを担った人々など、私たちの仕事に関わった全ての人々や子供達が含まれます。それぞれクラブはロータリア
ンとその家族そしてロータリー家族がバランスよく作用する様努力し、共に活動することにより今日のロータリ
ーがより強力な明日のロータリーへと成長していくのだと確信しております。
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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」



米山梅吉記念館研修旅行報告 ………………………………………………………………………………………

米山記念奨学会選考委員会委員 今 村 義 幸（相馬RC）
米山梅吉記念館の訪問を通して奨学生に対しロータリーの理解

を深めると共に、カウンセラーを含めたロータリアンと奨学生、
奨学生同士の交流を目的として、１０月２５日�～２６日�の２日間の
日程で研修旅行に行って参りました。
参加者は、加藤義朋米山記念奨学会委員長をはじめ、奨学生８
名・カウンセラーと委員会員を合わせて２８名の参加でした。
福島駅を７時、郡山駅を８時に出発し、東北自動車道→首都高

速→東名高速「沼津ＩＣ」経由で米山記念館に到着したのが、予
定通りの１４時でした。
車中では加藤委員長が「米山梅吉とロータリー」の小冊子を用意していただきましたので、それを元に米山梅吉

翁の生い立ちから米山奨学会が出来るまでを予習し、旅行の真の目的について理解して貰いました。
その後、鈴木かおる学友委員長の司会で「自己紹介を兼ねてのスピーチ」で打ち解けた環境を作ることができま

した。
記念館到着後、学芸委員の市川真理さんから展示室に沿って、梅吉翁の生涯・遺品そして社会貢献などの道を貫

いた遺徳について流暢な説明を受けたので、その後、梅吉翁を偲びながらお墓参りすることができました。
今回は加藤委員長のはからいで、長泉町役場近くの公園にある「米山梅吉翁銅像」（ここで記念撮影）を見学し、

三島市内のホテルに入りました。夕食は近くの新鮮な海鮮料理店で今回の旅行参加者の親睦をはかりました。
翌日は観光コース「忍野八海（おしのはっかい）」で湧水を堪能し「西湖いやしの里根場（ねんば）」を経由し、河口

湖畔で昼食後、天上山公園ロープウェイに乗り、カチカチ山展望台で富士山を眺める予定でありましたが、あいにく
の曇りで見ることができませんでした。ですが、世界遺産「富士山」の周辺を体験して無事福島に帰ってきました。

インターシティミーティング・会津分区新会員研修会報告 ……………………………………………………

会津分区ガバナー補佐 山 内 昭（会津若松城南ＲＣ）
１１月９日（日）１３時３０分より、会津若松ワシントンホテルにて、会津若松城南
ＲＣをホストクラブとして会津分区インターシティミーティングが開催され、
約２００名が出席しました。
今回のＩＭには国際ロータリー第２７５０地区公共イメージコーディネーターの
司葉子様にお越しいただき、「ロータリーと私」というテーマでご講演いただ
きました。ご自身の多彩な体験談を通して、ロータリーとの関わり方や思いを
伝えてくださいました。「私はいま奉仕適齢期です」と笑顔でおっしゃる司様
に、会津分区の隅々までが光で照らされました。
続いて佐原元ＰＧには「ロータリーのいろは」というテーマでご講演いただ

きました。豊富な知識と経験を元にしたわかりやすく丁寧なお話で、出席者の
ロータリーへの理解は一層深まり、ＩＭは無事に終了しました。
そして懇親会ではまず会津出身の落語家、三遊亭兼好様の一席。さすが真

打、大いに会場が沸きました。その後の懇親会でも、皆で楽しく親睦を深める
ことができました。
また同日１０時３０分からは新会員研修会が開催され、会津分区の会長・幹事・

新会員、総勢４９名が参加しました。第２５３０地区研修委員会委員長中澤剛ＰＧに
「ロータリーを生かす」をテーマに、ロータリーの誕生秘話、例会の大切さ、
米山梅吉という人物、超我の奉仕など貴重な講話をいただきました。
ＩＭでも研修会でも、ロータリーへの理解と研鑽そして親睦が実践できた、

非常に実りある一日でした。

主な行事
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２０１６年規定審議会立法案地区決議会報告 …………………………………………………………………………

地区ＲＩ規定検討委員長 ＰＤＧ 阿久津 肇（福島RC）
２０１６年規定審議会に福島中央ＲＣより「ローターアクトクラブ会員の年齢上限を３０才から３５才に変更する」趣旨
の立法案が所定の手続きに従って提出されました。
規定審議会への立法案（制定案・決議案）は、クラブ、地区大会、ＲＩ理事会、規定審議会、ＲＩＢＩ審議会が

提案できますが、クラブから提出する場合は

１）クラブの理事会から会員に提出され、正式に採択されたもの
２）採択を証明するクラブ会長と幹事の署名入りの書簡を添えた上で、地区に送付されたもの
３）地区大会、または地区決議会において、あるいは時間的余裕がない場合はガバナーの実施する郵便投票を通じ
て、地区内クラブに承認されたもの

が満たされていなければなりません。
そのうえ、立法案は全て書面で、２０１４年１２月３１日までに、地区ガバナーによる地区承認の確認とともに、事務総
長に届けなければなりません。
今年度地区大会は、４月開催が予定されていますので、以上の案件のために１１月１６日に地区決議会（６６クラブ中

５７クラブ出席）を次のように開催しました。

日時：２０１４年１１月１６日（日）１３：００－１４：００
場所：南東北総合卸センター会館

次 第
司会 地区ＲＩ規定検討委員 新城 義雄

１．開会点鐘 ガバナー 野﨑 潔

２．開会挨拶 地区ＲＩ規定検討副委員長 山﨑 栄一

３．ガバナー挨拶 野﨑 潔

４．規定審議会について ２０１３年地区代表議員 佐原 元

立法案審議
５．趣旨説明 福島中央ＲＣ会長 箭内 一典

６．地区決議会について 地区ＲＩ規定検討委員長 阿久津 肇

７．討議

８．採決

９．総括 ガバナー 野﨑 潔

１０．閉会点鍾 ガバナー 野﨑 潔

＊審議、採決の結果、賛成多数で福島中央ＲＣ提出の立法案が承認されましたので、ガバナーが確認のうえ、ＲＩ
事務総長に書簡を提出することになりました。
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戦略計画委員会セミナー報告 ………………………………………………………………………………………

戦略計画委員会 委員長 笠 原 宏 男（本宮ＲＣ）
１１月１６日�、郡山市の南東北総合卸セン
ター組合会館にて地区戦略計画委員会主催
のセミナーが午後２時１５分より１時間半に
わたり開催されました。野﨑ガバナーはじ
め阿久津、佐原、山﨑の各パストガバナ
ー，酒井エレクト、佐久間ノミニー、ガバ
ナー補佐などの地区役員や担当委員並び
に、地区内のクラブ会長、クラブの戦略委
員長など９０数名が参加されました。
戦略計画委員会の野地利雄委員の司会で野﨑ガバナーより開会点鐘がなされ、笠原委員長が開会の言葉を述べ、

野﨑ガバナーより挨拶がありました。引き続き、戦略計画委員会のアドバイザーである阿久津パストガバナーよ
り、「戦略計画クラブの対応」をテーマとして基調講演が行われました。

＊効果的ロータリークラブとは
＊何のために戦略計画があるのか
＊クラブの戦略計画委員会の構成員は誰が望ましいのか
＊戦略計画の３つの優先項目とは何か
＊クラブの活性化にどう取り組むのか
＊ロータリアンとしての心がまえはどうあるべきなのか

これらの諸問題について阿久津パストガバナーより詳細にご説明を受け、漠然としていた問題が明らかになり各
クラブの会長、戦略計画委員長にとっては比較的分かりやすいセミナーになった気がいたしました。
又、基調講演のあと、戦略計画委員会の関盛夫委員がコーデイネーターとなり、参加された皆さんから、クラブ

の実情についての報告や意見の交換を行い、今後、各クラブでの戦略計画委員会の運営に役立つことが出来るので
はないかと考えております。

閉会の言葉として三本杉栄広戦略計画副委員長より簡単なまとめをして頂き、野﨑ガバナーの閉会点鐘にてセミ
ナーを終了致しました。

地区復興補助金プロジェクト／「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ＲＣ会長 丹 治 正 博
東日本大震災と東京電力福

島第一原子力発電所事故によ
る避難者にあっては、災害関
連死・原子力災害による家族
の分断等、福島県特有の特異
な災害の渦中に置かれてお
り、そのしわ寄せは子どもた
ちの心を蝕み、歪め続けてい
る現状があります。こうした
中、被災３県で「子どものメンタルヘルスケアセンター」が置かれていないのは福島県のみであることから、福島
大学大学院で臨床心理学を担当されている生島浩教授を中心にかねてよりセンター設立に向け、国の助成を受けな
がら県内全域でのカウンセリング活動を展開されています。しかし、国の予算や使途にも制限があり、その活動は
思うに任せぬ状況が続いております。福島の未来を託す子どもたちの置かれている現状を理解し、手を差し伸べる
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ことこそ本県ロータリアンとして取り組むべき課題の一つと考え、その活動の主体となる臨床心理士が県内１６０の
中学・高校に出向くカウンセリング活動の足となる自動車の提供に充てることを希望し、この度実現致しましたの
でここにお知らせ致します

水草回収作業 …………………………………………………………………………………………………………

猪苗代ＲＣ会長 国 井 宗 雄
第２５３０地区での漂着水草回収事業も今年度で節目の５年目が終わりま

した。
参加者は多数のボランティアの方々のご協力もあり、ＲＣ会員６８１名
を含め２千名を数えました。回収量も過去最高の約２６０ｔでした。これ
まで５年間の累計では８９回の作業をおこない、参加者は約８千名を超
え、回収量も約８２０ｔとなりました。振り返りますと、地区ロータリー
会員各位をはじめ、多くの会員以外の協力を得ることが出来たことは、
県民の猪苗代湖浄化への関心の高まりを実感致した５年間でした。遠路
お越しいただき、ご協力いただいた皆様ひとりひとりに心より感謝を申
し上げます。
残念ながら、今年度の大腸菌群

数は９月のみ規定値を超過した模
様で、今年も水質評価は「ランク
外」になると思われます。作業の
効果を確実に実証するにはまだ数
年かかると思いますが、この事業
を通し悪化を抑制する効果が出て
来ていると考えております。
区切りの５年目を迎えました今

年度でこの事業はいったん終わる
ことになりますが、多くの会員に
事業の続行を要望されています。
猪苗代ＲＣとしましても、猪苗代湖の水質日本一への返り咲きが実現出来るまではこの事業を継続して行いたいと
の希望はあります。しかしながら猪苗代ＲＣだけではとても出来る事業ではありません。来年度以降、どのような
形で本事業がおこなわれるか未定ではございますが、継続事業となりました際には、２５３０地区ロータリークラブ会
員各位のご理解・ご協力をお願い致します。

県北第一分区・県北第二分区合同青少年奉仕・「新世代会議」報告 ……………………………………………

二本松ＲＣ奉仕プロジェクト委員長 高 橋 孝 志

テーマ『学ぼう！世界のことを』
―大震災を乗り越え、国際人としてできることー

１１月２２日（土）二本松青年海外協力隊訓練所（ＪＩＣＡ二本松）におきまして、県北第一分区、県北第二分区合同の
青少年奉仕「新世代会議」を行いました。二本松ＲＣと福島しんたつＲＣがホストクラブを担当し、同じ県北地区
で活動していながら、ロータリークラブとしての交流が少ない分区同士の共同事業ということでしたが、同じ趣旨
・目標に歩調を合わせ一体となり準備をすすめました。
結果、青少年３８名、ロータリアン５４名、ＪＩＣＡ職員と講師を務めた元青年海外協力隊員を含めますと、１０５名
の方に参加をいただきました。
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テーマは、「学ぼう！世界のことを」～大震災を乗り越え、
国際人としてできること～。東日本大震災から３年８か月が経
過しましたが、大震災後の新世代会議は、震災関連での自分の
将来の夢や、福島の未来等についての討議や意見発表の場でし
た。今回の新世代会議は、若い人たちが震災を乗り越えて、主
体的な行動力を持った人材に育って頂くことを目的に、また国
際社会の一員としての自覚や社会貢献の意欲を持つべく、学び
の場として、地元にある素晴らしい施設であり、かつ国際貢献
の拠点であります二本松青年海外協力隊訓練所を会場にし、青
少年の方たちに研修を体験してもらう形式の新世代会議にしま
した。
ＪＩＣＡ二本松所長・北野一人様の「国際協力とグローバル人材」についての基調講演に続いて、青年海外協力

隊のＯＢ、ＯＧにリーダーとなっていただき、「貧困」・「栄養事情」・「水」・「感染症」・「紛争・平和」・「初等教
育」のテーマ別ワークショップ（７～８人のグループ）を通じて世界を理解し、国際人としての自覚をもって、福島
の復興に寄与してもらえるようグローバルな視野を養ってもらえたと思います。
日本において青年海外協力隊訓練所は、この二本松市と長野県駒ケ根市の２か所しかありません。このような素晴

らしい施設を使わせていただき福島県の青少年が将来世界に羽ばたいて活躍することに期待し報告といたします。

「音楽と歌で楽しいひとときを！」復興支援コンサート報告 ……………………………………………………

二本松ＲＣ奉仕プロジェクト委員長 高 橋 孝 志
二本松ＲＣは、１１月７日�午後２時から「音楽と歌で楽しい

ひとときを！」コンサートを二本松市コンサートホールにて開
催しました。
国際ロータリー第２５３０地区の復興補助金の支援を受けて、昨
年も同様開催して好評を博しました。今年も市内安達ケ原にあ
ります知的障害者施設「菊の里」の利用者とその父母、また同
様の施設の浪江町ＮＰＯ法人アクセスホームさくらの利用者の
方たちをお招きしました。障害者の方たちはコンサートを聞く
機会がなく音楽とのふれあいも少ないことから、今回のコンサ
ートを心待ちにしておりました。
また一般の二本松市民や伊達市、福島市、郡山市からもおい

でになり約２００名、ホールいっぱいの観客を集めての開催となりました。
コンサートではトランペット奏者Noby さん、高村光太郎の智恵子抄の詩に曲をつけて歌うモンデンモモさん、

ピアノの砂原嘉博さんをお招きし、素晴らしい演奏と、楽しい歌の数々。智恵子抄の歌に合わせての新日本舞踊
や、観客の方たちも一緒に歌い、日常なかなかできないことに感動と楽しさで大盛り上がりのステージでした。
二本松ＲＣは、毎年多彩な催しと事業を行っており、東日本大震災後、陽の当たらない方たちに音楽を通して楽

しんでもらい、心の復興に役立ててもらいたいと願っております。障害者の方が健常者の方々と一緒に笑顔あふれ
る福島になるため、このコンサートは大変有意義であり、素晴らしい地域貢献であったことを報告いたします。

義援金のお知らせ
福井南ＲＣ（第２６５０地区）より、震災支援および緑化推進事業に役立てて欲しいと義援金２２，９０２円をご送
金いただきました。（２０１４年８月１２日）
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―お知らせ― 次号のガバナー月信 vol．７（１月号）は、年末年始により２０１５年１月５日に発送とさせていただきます。

新会員紹介

●いわき分区
いわき平
ＲＣ

●いわき分区
いわき平東
ＲＣ

●いわき分区
いわき平東
ＲＣ

石井 隆幸 菊地 淳 草野 孝平
●入 会 日 ２０１４年１０月２３日
●職業分類 内国為替銀行
●勤 務 先 ㈱東邦銀行 いわき営業部

●入 会 日 ２０１４年１０月１日
●職業分類 人材派遣業
●勤 務 先 株式会社サティエス

●入 会 日 ２０１４年１０月１日
●職業分類 土木建築
●勤 務 先 山吉工業株式会社

●いわき分区
いわき鹿島
ＲＣ

●中央分区
郡山ＲＣ

●会津分区
喜多方中央
ＲＣ

立谷 洋一 白井 源晃 鈴木 淳一
●入 会 日 ２０１４年１０月２日
●職業分類 土木工事
●勤 務 先 ㈱ボンズ

●入 会 日 ２０１４年１０月２３日
●職業分類 ビール醸造
●勤 務 先 アサヒビール㈱福島支社

●入 会 日 ２０１４年１０月１５日
●職業分類 農業
●勤 務 先 鈴木農園

●県中分区
本宮ＲＣ

●県中分区
本宮ＲＣ

●県中分区
船引ＲＣ

鈴木 裕一 押山 利一 吉田 隆夫
●入 会 日 ２０１４年１０月１日
●職業分類 普通銀行
●勤 務 先 東邦銀行 本宮支店

●入 会 日 ２０１４年１０月１日
●職業分類 パストサービス
●勤 務 先 元大玉村教育長

●入 会 日 ２０１４年１０月１５日
●職業分類 建築工事
●勤 務 先 有限会社光栄建設

●相双分区
富岡ＲＣ

●相双分区
富岡ＲＣ

谷津田尊之 沖山佐規夫
●入 会 日 ２０１４年８月２７日
●職業分類 ビル管理
●勤 務 先 ㈱アトックス

●入 会 日 ２０１４年９月２４日
●職業分類 原子力発電
●勤 務 先 ㈱関電工
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１０月の地区出席率報告
２０１４／１１／１８現在
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第３ゾーンＲＰＩＣ 岩 永 信 昭

公共イメージ向上のため先進地区に学ぼう ＡＰＲＩＣ 伊 藤 文 利
ＡＲＰＩＣ 高 島 凱 夫

コーディネーターニュースとは………………………………………………………………………………………………………………
今年度８月号のガバナー月信から毎月コーディネーターニュースというコーナーが掲載されている事にお気付きの方も多く
おられるかと思います。
これは戦略計画に則ってＲＩ会長から任命されたロータリーコーディネーター（ＲＣ）及び補佐（ＡＲＣ）、ロータリー公
共イメージコーディネーター（ＲＰＩＣ）と同補佐（ＡＲＰＩＣ）が持ち回りで最新の情報や担当分野の解説をお示しし、全
国のロータリアンの皆様に戦略計画推進の理解の一助となるよう企画されました。これに北清治、杉谷卓紀両ＲＩ理事のご支
援により各地区ガバナーにご協力を頂き掲載されているものです。

先進地区に学ぼう………………………………………………………………………………………………………………………………
公共イメージ向上と言われても一体何を行なえば良いのか頭を悩ませる事
ばかりかと思います。さる１１月１～３日第２７６０地区は昨年度に引き続き、
「ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」を開催されました。テレビ塔がある名
古屋の大通公園一帯に各国の多様な料理で一杯のワゴン車が並び、地元アイ
ドルグループのミニコンサートなどもあり、とにかく楽しいイベントでし
た。入場者数は約７万人、最終日は「ジャパン・ロータリーデ― in 愛知」
と銘打って行われ、全国から多くのロータリアンが参集しました。このよう
に他地区には模範となる素晴らしい活動があります。今回はほかに第３ゾー
ン内で顕著な活動を続けている２地区について報告して頂きます。

第２６５０地区の活動実績 報告者：ＡＲＰＩＣ伊藤文利……………………………………………………………………………………
国際ロータリー第２６５０地区広報・雑誌委員会の役割は…
第１にガバナーの方針を広報すること。第２に地区内ロータリークラブ（９７クラブ）の広報活動のお手伝いをすること。第

３に地区委員会の広報支援と情報共有の強化であります。広報＝ＰＲとは組織体とその存続を左右するパブリックとの間に、
相互に利益をもたらす関係性を構築し、維持するマネジメント機能であることを念頭に、ロータリークラブにおける広報・Ｐ
Ｒの対象はクラブ会員、ガバナー事務所、地区内クラブ、日本のロータリークラブ、世界のロータリークラブ、政府や地方自
治体、環境団体や消費者団体です。単に「広く報じる」だけではなく、ロータリーの奉仕活動の意義、役割をグローバルな視
野で発信し、その輪と人を媒体として伝えることを目的にしています。

■ガバナー記者会見実施
奈良・京都・福井・滋賀４府県でのガバナー記者会見を実施し、多くのメ
ディアを通してガバナーの方針やＲＩゲイリーＣ．Ｋ．ホァン会長の方針が
報道されました。また地区内ロータリークラブから提出されていました今年
度の活動計画シートの一覧を取材に来られた各社に配布し、地元ロータリー
クラブの活動への理解と広報のご支援をお願いしました。

（次ページに続きます）
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■地区広報賞受賞の全１８クラブの活動ポスター展示
京都駅「烏丸公共地下道」での活動ポスター展を開催。

■ＷＷＷ（world wide web）の積極的利用
インターネット網を利用した様々なコミュニケーションツール（ホームページ、フェイス
ブック、ライン、ツイッター等々）は、ロータリークラブと外部との接点として、重要なも
のとして捉え、積極的な導入を行っています。

■新ヴィジュアルアイデンティティ（VI）の積極導入と導入支援

■「RID２６５０ Rotary Dining ２０１４ ２０１５」
地区内ロータリアンが経営・運営に携わる「食」に関する店舗、会社を紹介する本（ホームページも制作）です。この情報本を
介して地域社会を初め、国内外の一般の方々に「ロータリーの活動」を広報する事を目的に企画しました。発刊は２０１５年２月を予
定。 文責：第２６５０地区広報・雑誌委員長 中谷裕二良

ＲＩＤ２６６０における「公共イメージ向上」活動について 報告者：ARPIC高島凱夫 ……………………………………………………
ＲＩ第２６６０地区では、ここ約６年間ＲＩ公共イメージ補助金を受領することが出来ていることに加え、地区予算の中に「ＲＩ会
長・地区ガバナー協調事業費」を設け、地区内での「公共イメージの向上」を図るべく活動費用を予算化することで、スムースな
広報活動を行っている。
２０１１～２０１２年度には、前年度から引き継いだ「感染症ポリオ 残りの１％の闘い」のDVDを作成、テレビ大阪（放送対象地域
・大阪府）を通じ放映を行った。
２０１２～２０１３年度には、８月にＪＲ大阪駅（東口・西口）の電子公告媒体を用い

「End Polio Now」の画像を含め地区内各クラブの奉仕活動の画像を掲示した。翌
１月にも同様の掲示を行った（８月の反省から各場面の掲示時間延長を図った）。
２０１３～２０１４年度は、１０月の世界ポリオデイに合わせ、前出のテレビ大阪を通じ

「ポリオ撲滅運動」へのロータリーの取り組みの広報活動を行った。
２００８～２００９年度から、ラジオ大阪（放送対象地域・近畿広域圏）において「あ
なたのそばにロータリー」（年間１０回、１０分程度）を放送。DGE、AG、地区代
表幹事、地区委員長などが出演することが習わしになっている。特に８地域のＡ
Ｇは、輩出地域に密着したロータリーの話題を提供している。昨年度は、初めて
放送を聴いたリスナーから地区宛に「ポリオ撲滅のために」と寄付金が届いたと
いう嬉しい出来事もあった。

以上
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今月のトピックス ・寄付金速報 ―米山月間のご支援に感謝いたします！― ・故郷の発展に尽くした米山学友―数万人の市民が追悼―
・秋の叙勲 ―ミャンマーの学友が旭日小綬章を受章― ・米山奨学生が市長表敬訪問、高校生と交流【第２６４０地区】 ・２０１５学年度奨学金申し込み状況

▼全文は、こちらよりご覧ください。 http : //www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight176_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.３２６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。

地区大会講演より
◎「人生は感動を求める旅－より多くの友を持とう」

市川伊三夫 ２０１４ ９ｐ（Ｄ．２５３０地区大会記念誌）
◎「政局を語る」 飯島勲 ２０１４ １１ｐ（Ｄ．２５２０地区大会レポート）
◎「やっと見え始めた国家の再生」

中西輝政 ２０１４ １６ｐ（Ｄ．２６７０地区大会記録）
◎「世界の出来事、日本の出来事～当事者意識で見方が変わる」

黒井文太郎 ２０１４ １１ｐ（Ｄ．２５３０地区大会記念誌）

◎「ミッション・パッション・ビジョン」
大迫三郎 ２０１４ ２ｐ（Ｄ．２７３０地区大会記録誌））

◎「未来に輝くサイエンス」
藤嶋昭 ２０１４ １１ｐ（Ｄ．２５９０地区大会の記録）

◎「奉仕は我が人生」渡邉美樹 ２０１４ ８ｐ（Ｄ．２５５０地区大会記念誌）
◎「日本とミクロネシア連邦の関係」

ジョンフリッツ ２０１４ ４ｐ（Ｄ．２７８０地区大会報告書）
◎「ロータリー、この素晴らしき世界」

関場慶博 ２０１４ １０ｐ（Ｄ．２５５０地区大会記念誌）
◎「ロータリーを実践しよう」

杉谷卓紀 ２０１４ ６ｐ（Ｄ．２７８０地区大会報告書）
［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
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