
ガバナーメッセージ

ロータリー理解推進月間
国際ロータリー第２５３０地区
２０１４－１５年度ガバナー 野 﨑 潔

１月はロータリー理解推進月間です。先ず会員にロータリーについて知識と理解を一層深
めてもらうと同時にロータリアン以外の一般市民の方々にもロータリーについて良く理解し
て貰える様にあらゆる機会を通じて広報活動をし、地域社会にもロータリー活動を理解して
貰える様なプログラムを組むべきであると思います。１９８８年１月から実施されたこのプログ
ラムは各クラブのロータリー情報委員会が中心となり特にロータリー歴５年未満の会員には
ロータリーの基本をしっかりと学んで理解を深め、ロータリーの灯が１００年以上も燃え続け
時代の流れと共に変化しながら新しくロータリーの歴史は確実に塗り替えられて行く、その
変化を確りと捉えこれからのロータリーの歩むべき道を考察しながらクラブ運営、クラブ例
会、各会合等で更にロータリーに対する理解を深め新たな新年を迎えた１月ロータリー理解
月間にあたり、マスコミを通じてロータリーを理解して貰う素晴しいロータリー推進月間で
す。地域に感動を与えるような奉仕活動を積極的に続けて行こうではありませんか。
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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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地区復興補助金 絵本贈呈プロジェクト報告 ……………………………………………………………………

古（いにしえ）からの伝承（メッセージ）、未来へ
広報副委員長 二瓶 晃一（小野RC）

９月３０日�、小野RC３名（大千里会長、櫛田幹事、二瓶）で小野町に絵本３，４００部を贈呈しました。この絵本
は、小野町の町名の由来となっている小野篁（おののたかむら・小野小町の父親）が、弘仁６年（８１５年）にこの
地にやって来てから、来年の２０１５年で１２００年になるのを記念し、ロータリアンを含む町の有志でつくる「まちづく
り１２００年実行委員会」が編集・発行し、国際ロータリー第２５３０地区の復興補助金を活用し、作成したものです。
特に２０１１年３月１１日の震災以後、福島県各地でコミュニティの維持が揺らいでいる中、地域とそのコミュニティ

の大切さを地域の人に再認識してもらうという強い気持ちから、町の基礎を作り上げた伝承の人物の絵本を作成
し、全戸に配布してもらうとともに、関係各位に贈呈しました。
小野町は原発からの距離が３０数キロの距離にあり、避難対象地域とも隣接するような場所に位置しますが、幸い
にも空間放射線量が当初から低い状況でした。それにも関わらず、事故後に町を離れる方も出ています。このよう
な事実から、地域に残り暮らす人々にとっても、震災は多くの「心の揺らぎ」をもたらしています。
そのような地域の人々に「地域に暮らす事の意味」「コミュニティの大切さ」を再考してもらい、その価値を再

認識してもらうきっかけになれればと考えました。実施後、多くの人達から反響をいただき、微力ながらも震災後
の復興支援の一つを実現することができたと実感しています。
また、個人的にも、小野RCの齋藤信晴前会長と、地域の物語を絵本にしたいと若い頃語りあいながらできな

かった「夢」が実現した事、また、震災直後、将来に大きな不安を抱えていた時期に、「１年後の未来は描けない
けれど、４年後の２０１５年を目標にすることができれば、がんばれるんじゃないか」と心に描いた「企画」の一つが
実現した事、これらの２つの事が達成でき、様々な人との出会いに感謝する気持ちでいっぱいです。
１２００年という悠久の年月を経た「古（いにしえ）からの伝承（メッセージ）」を、次の１２００年の未来につなげて
いけるよう、今後も様々な活動をしていきたいと思っています。

富岡町福祉まつり・ロータリークラブ復興活動報告 ……………………………………………………………

「ネパールカレーを仮設で振る舞い２５０食」
会長 矢吹 正（郡山南ＲＣ）

１１月９日�、富岡町福祉まつり開催（来場者延べ３３０名）、郡山南RC、東京米山友愛RCと合同協賛でロータリー
として主催に協力しました。
郡山市富田町にある富岡仮

設住宅敷地で開催された「福
祉まつり」に出展し、ネパー
ルカレーを提供しました。東
京米山友愛RCの会員は海外
人、現在９カ国から米山日本
留学生、卒業生が集う学友会
です。
今回は、ネパール出身のギリ ラム会長や同クラブ会員など１７名が訪れ郡山南RCの会員、福島県ロータリー関係
者 佐原 PG初めボランティア５７名が協力し、来場者にはスパイスの効いた「本場の味」カレーを一食１００円で２５０
食の販売がありました。売上金の全額３０，６００円を富岡町福祉協議会に復興の寄付金として贈呈します。
なお ネパールのダンサー２名が参加、踊りなど披露し、会場を大いに盛り上げました。また、今回お世話にな

りました第２５３０地区ロータリー関係者並びに米山奨学生・インターアクト、ローターアクト、米山学友含む方に大
変お世話になり感謝申し上げます。

主な行事
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福島県リトルリーグ野球協会に硬式球をプレゼント ……………………………………………………………

委員長 吉田 仁一（福島南RC）
福島南RC（高橋勇雄会長）は１１月１２日�、福島県リトルリーグ野球協
会に硬式球１００ダースを贈呈しました。
少子化と東京電力第一原発事故による避難で各リーグ、メンバーが減少

し、リーグ運営が厳しくなっている各チームの活動を、少しでもゆとりを
もたせようと、国際RC２５３０地区復興補助金の支援を受けて実施しました。
当クラブは毎年、福島県と宮城、山形の３県による「大声杯」リトルリ

ーグ野球大会を１７年間主催するなど、同協会の活動を支援しています。
贈呈式は福島市のサンパレス福島で開いた例会の席上で、会員約４０人を

前に行われました。
当日、同クラブを公式訪問した同地区の野﨑潔ガバナーが山内清理事長に目録を手渡しました。協会から鈴木清

事務局長と福島リトルリーグ主将の西脇空也君（福島市福島第二小６年）も同席しました。
内山理事長より感謝状を高橋会長に送りお礼の言葉がありました。また、主将の西脇君が「みんなで全国大会を

目指します。」と力強い決意を述べ贈呈式を終了しました。

ロータリーデー開催報告 ……………………………………………………………………………………………

会長 志藤 弘彰（会津若松RC）
１１月１６日�に、ロータリー活動への市民理解と盲導犬への地域理解を深めるために、地区補助金を活用して、会
津若松RC主催の「ロータリーデー 盲導犬理解のためのふれあいコンサ
ート」が市民への公開例会として会津稽古堂において開催されました。
冒頭、会津地域で長年盲導犬育成に尽力してこられたリオンドールコ

ーポレーション様に対してロータリー精神の観点から、会津分区山口廣
幹事を代理として野﨑潔ガバナー表彰を執り行いました。
全盲のピアニスト、前川裕美さんが自らの盲導犬との出会いを通して

前向きに生きる大切さを、演奏を交えて伝え、会場を感動に包みまし
た。
その後、日本盲導犬協会仙台訓練センターによる、盲導犬訓練や歩行

体験などのデモンストレーションが行われました。
また当日会場内及び入口付近の２か所にモニターを設置し、ポリオや環境、人権に対する取組を映像で流し国際

的なロータリーの奉仕活動を紹介しました。
運営には、会津若松インターアクトクラブも協力し、ロータリー精神を一緒に共有する貴重な時間ともなりまし

た。このコンサートの模様は、コミュニティーＦＭで３０分の特別番組として後日放送される予定です。

ロータリー財団地域セミナー出席報告 ……………………………………………………………………………

ロータリー財団委員会 委員長 平井 義郎（福島中央ＲＣ）
１１月２５日�、東京ホテルグランパシフィック LEDAIBAにてロータリー財団地域セミナーが開催された。
１０時に開会、TRF管理委員田中作次元RI 会長から挨拶があり、ロータリー財団の５つの目標について説明が
あった。
①ポリオ撲滅 ２０１５年までに発症を０に抑え、その後３年間発症が無ければ２０１８年には撲滅宣言を出す目標を組
んできたが、予定より少し遅れている。

②財団への支援として寄付をお願いしたい。
年次基金、恒久基金、ポリオへの指定寄付などについて特段の支援をお願いしたい。
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③補助金プログラムを是非友好に活用して欲しい。ロータリーの重点
分野に沿い持続可能性を持たせ、地域を発展させる。

④ロータリー平和センターへの協力と推進。
⑤ロータリー財団がこれからも世界で良いことをするために健全性を
保つようお願いしたい。

続いてポリオ撲滅のためのDDF寄贈に対する感謝状の授与があった。
RI 理事会報告の後、ロータリー日本財団の現況を千玄室理事長より
説明が行われた。
日本財団の主な役割は、「世界でよいことをしよう」という国際ロー

タリーのロータリー財団と目標を同じくし、奨学金の支給や世界の平和と人々の生活をよりよくするために活動し
ているロータリー財団の公益事業を支援している。
続いてロータリー平和フェローについてICU１３期生のスラビ・キャビティさんから平和フェローへ応募した経緯
とジャーナリストとしてその役割を見つけていきたいとのスピーチがあった。
ロータリー平和センターへの大口寄付の依頼の後、第２５００地区から国際奉仕プロジェクト実践報告がありタイへ

の水の支援、井戸の支援などの実例の説明があった。
ロータリーカードの普及促進、ロータリー財団の新しい資金モデルの説明があり昼食を挟んでポリオ根絶につい

てユニセフ東京事務所長平林氏の説明があった。根絶までもう少しで、その事も大事だが、ユニセフは、この取り
組みのおかげで推定１，０００万人が感染をまぬがれ１５０万人の命が救われたと見積もっているとの事であった。（２０１２
年現在）
元国際親善奨学生からの報告、大口寄付の推進と続き、ゲイリーＣ．Ｋ．ホァンＲＩ会長が登壇しロータリー財団

への協力を求められた。続いてジョン・ケニーＴＲＦ管理委員長から財団の最新情報について説明があった。
VTTの実例、第２７５０地区の財団奨学生事業、学友会報告と密度の濃い会議であった。
セミナー終了後、第２８４０地区とのグローバル補助金について会議が行われた。
原町中央RCが代表クラブとなり相双分区内のクラブが協力して行うプロジェクト及び、橋本Ｒ財団副委員長が

提案しいわき分区で対応する予定のプロジェクト２件についての今後の進め方についての煮詰め方を話し合い１８時
４５分散会となった。

ガバナーエレクト（GE）国際協議会壮行会報告 …………………………………………………………………

次期地区月信委員長 山 田 稔（福島しんたつRC）
酒井善盛GEの「国際協議会壮行会」が１２月６日�に福島市のウェ

ディングエルティにおいて開催されました。
国際協議会は、２０１５年１月１８日�から２４日�の７日間にわたり、アメ
リカ・カリフォルニア州のサンディエゴにて開催され、酒井善盛GEと
京子令夫人のお二人で参加される予定です。今回の壮行会には約１３０人
の方々にご出席をいただきました。
野﨑ガバナーより励ましのお言葉を頂きましたが、ご自身の経験を踏

まえて、海外での約１０日間は体力的、精神的にも大変なので十分健康に
注意されて帰国されるようにとお話があり、続いて餞別が贈呈されまし
た。また野﨑孝子令夫人より酒井京子令夫人に花束が贈られました。
酒井善盛GEからは、国際協議会に向けての抱負と福島の復興が加速し、一日も早く、もとの福島に戻れるよう
第２５３０地区のロータリアンの皆様へお願いと謝辞の挨拶がありました。
祝宴では、観世流励諷会会主 河田修一郎様による仕舞「難波」が披露され、会場は厳かな雰囲気に包まれており
ました。渡邉公平直前ガバナーの乾杯で懇親会が始まり、酒井善盛GEは出席者の皆さんから激励を受けて、決意
を新たにしていました。
中締めは私山田が三本で締めさせていただきお開きとなりました。この度の壮行会に出席いただいた皆様に感謝

申し上げます。ありがとうございました。
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福島中央ローターアクトクラブ創立記念式典（認証伝達式） …………………………………………………

会長 箭 内 一 典（福島中央RC）
福島中央RCが提唱し、国

際ロータリーより９月２９日に
加盟認証された「福島中央ロ
ーターアクトクラブ」の創立
記念式典が１１月２９日�福島
ビューホテルにて挙行されま
した。
福島中央RCでは昨年度よ

り社会人ローターアクトクラ
ブ設立検討委員会を組織して提唱の準備を進めてきましたが、この度１６名の社会人がチャーターメンバーとなり結
成されました。
式典では野﨑潔ガバナーより千葉あや会長に国際ロータリー認証状が伝達され、「信頼される奉仕活動を若い

人々に普及させ、県北地区はもとより、地区内外にインパクトをあたえるような活動を期待します。」との式辞が
述べられました。
また、千葉あや会長からは「設立に携わってくださった皆様に心より感謝申し上げます。郷里を愛し、地域コ
ミュニティーを想い、ふるさと復興のため奉仕活動に努力します。」との力強い挨拶がありました。その後の祝宴
では、千葉あや会長と友人によりこの日の為に結成された「管弦楽合奏団」が、素晴らしい演奏を披露し、会場内
には驚きと感嘆の声があがりました。
当日は安齋睦男福島市副市長、佐藤一好福島市議会議長、ローターアクターが勤務している企業の代表者の皆

様、またロータリーからは野﨑潔ガバナーはじめ PGの皆様など総勢９２名に出席いただきました。

いわき分区インターシティミーティング開催 ……………………………………………………………………

いわき分区ＩＭ実行委員会 山名 二郎（いわき平東RC）
１１月３０日�、国際ロータリー第２５３０地区いわき分区インターシティミ
ーティング（IM）が会場をいわき市のパレスいわやで、諸橋義隆ガバ
ナー補佐主催のもと、いわき平東RCがホストクラブとなり盛大に開催
されました。
２年振りの開催とあって、いわき分区内より１９０名が参加。式典では

野﨑潔ガバナーよりご挨拶をいただき、次年度開催にいわき平中央RC
が決定されました。
第２部の記念講演は、なこそ授産所理事長の高村トミ子様により「３５
年 地域の皆様にありがとう」と題してご講演をいただきました。
卓話には、イギリス・チジック＆ブレントフォードRCの田中ソロウェイ明美様よりイギリスで東日本大震災に
よる震災孤児を支援する団体「エイドフォージャパン」設立の経緯や、その後の活動についてお話をいただきました。
また、遠く大分南RCの薬真寺哲也会長以下１０名のメンバーもメーキャップ。交流を深めました。
第３部は懇親会。アトラクションに東日本国際大学付属昌平高等学校のフラチーム「昌平ウィラニホアヘレ」の
皆さん、東京都国分寺市より日本芸術高等学校の「ピリナ ハワイアンズ」の皆さんがフラガールズ甲子園での華
麗な舞を披露、会場の脚光を浴びていました。
清水敏男いわき市長の祝辞をいただき、先の大分南RCからいわき市へ基金の贈呈が行われ、小野栄重いわき商

工会議所会頭の音頭で乾杯。和やかな交流の輪が広がり「手に手つないで」の中〆で盛大ないわき分区インターシ
ティミーティングが終了しました。
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「ＲＩ戦略計画」から「クラブの戦略計画」へ

２０１４年３月に国際ロータリーはロータリアン６７千人に対してＲＩ戦略計画に関するアンケート調査を実施いたしました。その結
果ＲＩ戦略計画への支持は極めて高く、又地区やクラブで戦略計画を立てる必要性に対しても９７％のロータリアンが賛成をしてお
ります。一方クラブで戦略計画があるという回答は４５％となっておりますが、さて皆様方のクラブは如何でしょうか？私が実際に
各地区の研修に呼ばれた時の感触では、クラブで戦略計画を立てて実行しているクラブは未だほんの一握りではないでしょうか？
「又ＲＩが難しいことを言ってきたな、ここは少し様子を見て」と言ったところではないでしょうか？
戦略計画は皆様方の為のものです。ロータリーという組織は本質的に分権的なもの、即ち各クラブが自由に運営できる部分が非
常に多い。それはそれでよいことだと思いますが、一方クラブにすべてを任せると単年度主義の弊害というものも目立ってきたよ
うに思われます。自分が会長の１年間頑張ればよい、前例踏襲を由とする文化です。これがもし営利企業であったら如何でしょう
か？売り上げが三分の二に減ったら何かしかるべき対策を立てるのではないでしょうか？それも長期的な方向性を。皆様方が本当
にロータリーを好きならば（そう信じていますが）是非立ち上がって頂きたいのです。現実に先ほどのアンケート調査でも戦略計
画を持っているクラブのほうが、そうでないクラブよりも会員満足度が１６％も良いという結果が出ております。もちろんロータリ
ーの性質から言って決して強制しているわけではありません。問題が多いと感じたらこうしたら如何ですかとのご提案です。
ＲＩ戦略計画は１２０万人のロータリアンの為のものです。皆様方のクラブに同じようなものを求めているのではありません。１０
人のクラブや１００人を超えるクラブ、地方のクラブや都会のクラブ、全部同じようなものを作る必要は全くないのです。時々「戦
略計画立案ガイド」が使い難いという声も聞きますが、それは参考にする程度で十分です。大切なことはクラブのメンバー全員が
参加して、皆平等な立場で前向きな声を収集するということです。又良く時間がないと言う声も聞きます。例会の時間を使えば良
いのではないでしょうか？何も例会の時間は卓話を聞かなければいけないという決まりなんかありません。自分たちのクラブを少
しでも良くするために、皆で話し合いをしたほうが時にはよほど盛り上がるのではないでしょうか？
戦略計画策定にあたってのポイントを私なりに考えますと会員増強計画は外せないと思います。組織改革や無理のない広報計
画、クラブによっては合併あるいは新クラブの設立も必要かもしれません。奉仕活動の現状と将来、例会の柔軟性の確保や経費の
見直し、リーダーシップ研修等々。もちろん全部網羅する必要などないのです。肝心なことは形式ではなく、自分たちのクラブが
より良くなるための方策を皆で良く膝を交えて話し合って頂きたい、そしてどんなに簡単でもよいからそれをまとめれば立派な戦
略計画だと思います。
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今月のトピックス ・寄付金速報 ―１２年ぶりの最高額達成！― ・２０１５－１６年度地区米山記念奨学委員長セミナー開催報告
・ロータリー研究会で米山奨学事業を報告 ・韓国学友会総会が開催されました ・外国人留学生作文コンテストで米山奨学生が続々入賞
お知らせ ・税制上の優遇措置について ・年末年始休業のお知らせ

▼全文は、こちらよりご覧ください。 http : //www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight177_pdf.pdf

新会員紹介

●いわき分区
いわき勿来
ＲＣ

●いわき分区
いわき勿来
ＲＣ

●いわき分区
いわき常磐
ＲＣ

横横山山 芳芳一一 木木幡幡 智智清清 草草野野 昭昭男男
●入会日 ２０１４年１１月１２日
●職業分類 地方銀行管理職
●勤務先 東邦銀行 植田支店

●入会日 ２０１４年１２月３日
●職業分類 社会福祉法人
●勤務先 ふたば福祉会

●入会日 ２０１４年１０月１日
●職業分類 温泉旅館
●勤務先 ホテルうお昭

●いわき分区
いわき常磐
ＲＣ

●中央分区
郡山ＲＣ

●県北第二
分区
保原ＲＣ

荒荒井井 宏宏 坂坂田田 勲勲 石石井井 誠誠
●入会日 ２０１４年１１月１日
●職業分類 地方銀行
●勤務先 ㈱常陽銀行湯本支店

●入会日 ２０１４年１１月２７日
●職業分類 情報サービス
●勤務先 ㈱帝国データバンク郡山支店

●入会日 ２０１４年１１月５日
●職業分類 神社
●勤務先 宗教法人神明宮
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花に囲まれた春の日に、R. I. 会長代理にRI ２２０２地区（スペ
イン）よりJulio Sorjús（フリオ・ソルフス）元R. I. 理事、地
区指導者育成セミナーの講師に元RI理事・RI２７８０地区小沢
一彦PG（横須賀RC）をお迎えし、福島市で開催致します。
皆様のご出席を心よりお待ち致しております。

・会長・幹事会、地区指導者育成セミナー
A・O・Z（アオウゼ）福島市商工観光部アクティブシニアセンター
〒９６０－８０５１ 福島市曽根田町１－１８ MAXふくしま４F TEL０２４－５３３－２３４４
・R. I. 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
ホテル辰巳屋
〒９６０－８０３１ 福島市栄町５－１ TEL ０２４－５２２－５１１１

会
場

パルセいいざか
〒９６０－０２０１ 福島市飯坂町字筑前２７－１ TEL ０２４－５４２－２６００

国国際際ロローータタリリーー第第２２５５３３００地地区区
２２００１１４４－－１１５５年年度度地地区区大大会会
４４４４４４４４４４４４４４４４月月月月月月月月月月月月月月月月２２２２２２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５５５５５５日日日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（（（土土土土土土土土土土土土土土土土））））））））））））））））大大大大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会第第第第第第第第第第第第第第第第１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日目目目目目目目目目目目目目目目目

４４４４４４４４４４４４４４４４月月月月月月月月月月月月月月月月２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６日日日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日日日日日日））））））））））））））））大大大大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会第第第第第第第第第第第第第第第第２２２２２２２２２２２２２２２２日日日日日日日日日日日日日日日日目目目目目目目目目目目目目目目目

＊＊＊＊プログラム（案）＊＊＊＊
第第１１日日 ４４月月２２５５日日（（土土））

・会長・幹事会／Ａ・Ｏ・Ｚ（アオウゼ）
１３：００ 登 録
１４：００ 開会点鐘

議 事
１４：４５ 閉会点鐘

・地区指導者育成セミナー／Ａ・Ｏ・Ｚ（アオウゼ）
１４：４５ 登 録
１５：１０ 開会点鐘
１５：３０ 講 演

講師 元RI理事 小沢一彦氏（第２７８０地区PG）
１６：３０ 閉会点鐘

・R. I. 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会／ホテル辰巳屋
１７：３０ 登 録
１８：００ R. I. 会長代理ご夫妻入場
２０：００ 閉会の言葉

第第２２日日 ４４月月２２６６日日（（日日）） パパルルセセいいいいざざかか
大会本会議

９：００ 登 録
１０：００ 開会点鐘
１３：００ 記念講演

ブータン王国政府・首相顧問 ペマ・ギャルポ氏
１６：００ 閉会点鐘

ホストクラブ
・福島北ロータリークラブ

コ・ホストクラブ
・飯坂ロータリークラブ ・保原ロータリークラブ
・福島東ロータリークラブ ・梁川ロータリークラブ
・川俣ロータリークラブ ・だて西ロータリークラブ
・福島しんたつロータリークラブ

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.３２７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（３）
◎「ロータリー感想」

佐藤昌介 １９３３ ２ｐ（札幌ロータリアン第一号）
◎「ガバナース、マンスリ、レター」

井坂孝 Ｄ．７０ １９３３ ９ｐ（第八号）
◎「何故にロータリーを疑ふ」

村田省蔵 Ｄ．７０ １９３３ ３ｐ（ガバナー月報第六信）
◎「伊達にはつけぬ襟のバッヂ」

村田省蔵 Ｄ．７０ １９３４ １ｐ（ガバナー月報第七信）
◎「米山長老の大演説」

米山梅吉 Ｄ．７０ １９３７ ３ｐ（ロータリー月報第四報）
◎「戦争と宣伝」

米山梅吉 Ｄ．７０ １９３７ ５ｐ（国際ロータリー月報十一月号）

◎「僕はロータリーをヤメぬ」
Ｄ．７０ １９３７ １ｐ （国際ロータリー月報十一月号）

◎「村田元ガバナーに『非常時ロータリアンの覚悟』を聞く」
一記者 Ｄ．７０ １９３７ ４ｐ

（国際ロータリー月報十二月号）
◎「ロータリー？楽部を善用せよ」

廣田弘毅 Ｄ．７０ １９３８ ２ｐ（国際ロータリー月報四月号）

◎「ロータリーとは何ぞや－某大官に対してロータリーを説明す」
Ｄ．７０ １９３８ ２ｐ（国際ロータリー月報四月号）

◎「ロータリー精神の積極的発揚」
里見純吉 Ｄ．７０ １９３８ ２ｐ（国際ロータリー月報五月号）

◎「日満ロータリー解散文書」
米山梅吉 １９４０ ３ｐ（郡山Ｒ．Ｃ．三十五年史）

［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

福福島島
開開催催

会
場
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