
ガバナーメッセージ

ロータリー世界理解月間
国際ロータリー第２５３０地区
２０１４－１５年度ガバナー 野 﨑 潔

１９０５年２月２３日はロータリーの創立の記念日であり、弁護士のポール・ハリス、鉱山技師のガスターバス・ローア、石炭商シル
ベスター・シール、洋服商のハイラム・ショーレイの４人が米国イリノイ州のシカゴで初めて会合を開いた日でポール・ハリスが
過去５年間温めていたアイデアについて語り合った。この会合の前にポール・ハリスはシルベスター・シールと夕食を共にし、親
睦とビジネスを推進するクラブを創ろうという構想について話し合い、その後ディアボーン・ストリート１２７番地のユニティ・ビ
ル７階の事務所まで歩いて行き、その時に食べたマダム・ガリの店での夕食はスパゲッティだったそうです。４人で開いた始めて
の会合の日、２月２３日に始まる１週間を「世界理解と平和週間」と呼ぶように１９９２年規定審議会で決議されました。又この２月を
特別月間として世界理解月間にも指定されています。このロータリーは１９１６年には、中南米最初のロータリークラブがキューバの
ハバナに結成、１９１９年にはアジア最初のクラブがフィリピンに結成され、１９２０年には欧州大陸で初のクラブがスペインのマドリー
ドで、１９２１年にはアフリカ最初のクラブが南アフリカ共和国のヨハネスブルグで、さらに豪州最初のクラブがメルボルンで、それ
ぞれ結成されました。
１９２２年になると、組織の名称が改称され、国際ロータリーとなり、そして今日ロータリーは６つの大陸にまたがり、国と地域

２００以上、クラブ数３４，５５８クラブ、会員数は約１２０万の会員を擁するまでに発展してきました。又本当の平和とはについて元RI会長
ラジェンドラ・Ｋ・サブー氏は平和は人間の心の中に育つ、平和は奉仕と理解、そしてそこから生まれる人間の尊厳性への認識と
共に強まって行き、平和は誠実と信念で育ちます。そしてお互いの相違を乗り越え、共通の基盤に立って、手を携えて働くとき、
一層強くなっていきます。２月２３日は、ロータリーの創立記念日であり、世界理解と平和の日でもあります。マハトマ・ガンジー
はインド独立を求めて英国を訪れたとき、次のように言っています。
「今回英国と欧州に３ヶ月間生活したが、その間に�東は東、西は西�というような孤独感を味わったことはただの１回もな
かった。それどころか、どこへ行っても人間性、というものは根本的には全く変わりないということを、これまで以上に強く感じ
た。信頼と愛情をもって人と接するなら、その１００倍もの信頼が、そして１０００倍もの愛情が還ってくる。こういう点では西と東は
変わらない」と。
奉仕は単に平和の土台というだけでなく、平和とはどんなものかを示すものである事をガンジーは知っていたのです。私たちも
真の平和について考えてみよ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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常葉ＲＣ 地区復興補助金を活用 …………………………………………………………………………………

都路中学校体育館放送機器一式寄贈（都路中学校体育館にて）
常葉RC広報副委員長 二瓶 晃一

平成２６年１１月１９日�、午後１時１０分より都路中学校
体育館において、国際ロータリー第２５３０地区常葉ＲＣ
吉田太一会長より、中学生を元気にする為、地区復興
補助金を利用し、体育館備え付けの放送機器・持ち運
びのできるポータブル放送機器を、都路中学校に寄贈
しました。都路中学校は、２０１１年の大震災より避難
し、本年４月に本校舎に戻ったが、体育館の放送機器
が壊れており、入学式や敬老会など行事の際は公民館
から機器を借用して対応していた為、今回地区復興補助金を利用し贈られました。
贈呈式は、全校生５７人が出席、吉田太一常葉ＲＣ会長が、�震災から４年になりましたが、都路では、やっと今

年から地元の学校に戻れた状況です。しかし、まだ都路外の避難先から通われている生徒さんも、多数おられると
伺っています。皆さんの学校生活に少しでもこの放送機器が役に立っていただければと思います�と挨拶、謝辞と
して佐藤道拓校長より�今回頂いた貴重な支援を感謝するとともに、この支援に報いるためにも、今度は私たちが
頑張りましょう�、続いて生徒を代表して、生徒会長の枡井巌瑠君より�今、使用している、澄み切った放送、音
声を生徒会・学校行事に末永く大切に使わせていただきます。支援ありがとうございました�とお礼を述べ、贈呈
式を終了し、地区復興補助金の報告といたします。

ベトナム国立交響楽団への楽譜寄贈プロジェクト報告 …………………………………………………………

郡山アーバンRC国際奉仕委員長 松川 義行
当クラブでは、ベトナム国立交響楽団に対し、平成２６年１１月２６日�、ブラーム
ス、リヒャルト・シュトラウス等の楽譜２５点を寄贈いたしましたので、御報告さ
せていただきます。
ことの始まりは、平成２６年６月２９日�、郡山市出身の指揮者で、ベトナム国立交
響楽団の音楽監督兼首席指揮者を務める本名徹次さんとお会いしたことでした。
本名徹次さんによると、ベトナム国立交響楽団は、国立の交響楽団であるにも

かかわらず、資金難のため、ブラームスの交響曲や青く美しきドナウなどの世界
的に有名な楽曲すら、旧版の楽譜を我慢して使用されているとのことでした。
しかも、平成２６年は、ドイツ後期ロマン派を代表する作曲家リヒャルト・シュトラウスの生誕１５０年の記念年に

当たるため、ベトナム国立交響楽団は、平成２５年より３年間のシリーズでリヒャルト・シュトラウスの楽曲の演奏
を行っており、３年間のシリーズの最終回（平成２７年を予定）で演奏される予定の交響詩「ドン・キホーテ」の楽
譜を早急に必要としているとのことでした。
このようなお話を伺い、当クラブでは、ベトナム国立交響楽団に対し、平成２０年６月に楽譜を寄贈させていただ

いたり、平成２３年１２月のアメリカ公演の際に支援金を贈呈させていただくなど、これまで支援をさせていただいて
いる御縁もあり、再度、支援を行うことができないものかと考えました。
そこで、橋本弘幸会長、小林由拓幹事をはじめとした当クラブの会員の皆様に御相談したところ、是非ともやっ

てみようということになりました。
このような経緯で、当クラブは、ベトナム国立交響楽団の更なるレベルアップに寄与するとともに、ベトナム市

民全体、特に次世代を担うべきベトナムの子どもたちの文化的・芸術的教育に貢献すべく、ベトナム国立交響楽団
に対し、楽譜を寄贈するプロジェクトを立ち上げることにしたのです。
しかし、プロジェクトに必要な資金を当クラブだけで準備することは困難でしたので、その点の手当てをどうす

るかが大きな問題として立ちふさがりました。
そこで、いろいろな方々に御相談申し上げたところ、WCS補助金を活用してはどうかという素晴らしいアドバ
イスを頂いたのです。
早速、手探りの状態でWCS補助金の申請を行ったところ、WCS審査会議の皆様に本プロジェクトの必要性を御

主な行事

常葉ＲＣ会長より枡井生徒会長へ 寄贈した放送機器
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理解いただき、WCS補助金の承認を受けることができ、無事に、ベトナム国立交響楽団への楽譜寄贈プロジェク
トを実現することができました。
お忙しい中でベトナム、ハノイでの楽譜寄贈セレモニーに出席してくださった宮﨑登志行副会長及び鈴木尚子青

少年奉仕委員長によると、セレモニーは、ベトナム、ハノイのオペラハウスにて、本名徹次さんをはじめ、ベトナム国
立交響楽団の事務方の皆様、楽団員の皆様の御出席の上行われ、皆様より、感謝のお言葉を頂いたとのことです。
私自身は、ベトナムに赴くことは残念ながらできませんでしたが、遠く離れたベトナムの地で、本名徹次さんが

率いるベトナム国立交響楽団がハノイオペラハウスにおいて当クラブが寄贈した「ドン・キホーテ」の楽譜を演奏
し、それをベトナムの方々が楽しまれる様子を想像し、本プロジェクトを実現することができて、本当に良かった
と感じた次第です。
本プロジェクトは、多額の資金を要するプロジェクトであり、当クラブのみでは、到底実現することができな

かったものです。
御指導いただいた野﨑潔Ｇ、味戸道雄ＰＧ、武田安永国際奉仕委員長、川瀬成人地区幹事をはじめとする皆様方

に、この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

青少年交換オータムキャンプ ………………………………………………………………………………………

戦略計画委員会委員（青少年交換アドバイザー） 佐藤 治良（喜多方RC）
本年度のオータムキャンプは、平成２６年１１月２９日�～３０日�にディズニーランドと浅草で
行われました。今回は引率者がROTEX会長と ROTEX４名とロータリアン、インバウンド
学生２名、合計８名の参加です。９時半に東京駅八重洲口の銀の鈴に集合して始まりました。
今夜の宿は秋葉原、急いで荷物をホテルに置いてディズニーランドに向かいました。当日

はあいにくの冷たい雨、おかげでチケット売り場は昨年一時間並んだのと違い、すぐに買え
て入場できました。雨が降り続きますが、家族連れ、それも乳母車を押している人が目立ち
ました。園内を歩くのも濡れますので乗り物に並びました。２時間４０分待ちです。やっと乗
り終え表に出ると、もう２時を回っていました。相変わらず雨が激しく降っているのでパレ
ードが中止しており園内は人でごったがえしていました。また２ 時間並ぶのはやめ、ゆっ
くり昼食をとることにし、またこれも並びました。幸い食事を終了したら嘘のように晴れて
いました。パレードが４時から始まることが分かり、これを見学して留学生の買い物に付き
合ったら園内は暗くなり優先乗車券の乗り物に乗る時間が近づき、乗り物に乗ったら８時近くになり８時半からの
花火を楽しみ、１０時の閉門まで過ごし駅の近くのレストランで腹ごしらえをして帰路につきました。ホテルに着い
たのは１２時少し前で１日をめいっぱい楽しみました。
翌日は８時半に朝食をとり、浅草に向かいました。浅草は九割くらいが外国人観光客でわからない言葉が飛び
交っていました。留学生は英語のオミクジを引いて日本文化に浸かっていました。本堂にお参りしてから、仲見世
通りで好きなだけ時間をかけてショッピングを楽しんでもらいました。浅草を後にして秋葉原に戻りました。秋葉
原では少し時間があるので観光客に人気のあるドンキホーテに寄りました。ショッピング終了後秋葉原は歩行者天
国になっていたので、道路の真ん中を歩いて楽しみホテルに向かいました。途中ハンバーガーショップで昼食をと
りホテルで荷物を受け取り東京駅に向かい帰路に着きました。今回のオータムキャンプは当初、冷たい雨に遭いま
したがその後晴れて楽しいキャンプになりました。

米山奨学生選考面接官オリエンテーション報告 …………………………………………………………………

米山記念奨学会選考委員会委員 松永 邦彦（原町中央RC）
平成２６年１１月３０日�、郡山市磐梯熱海温泉：栄楽館で１５時から開催されました。
地区米山記念奨学会担当副幹事・甚野敏弘の司会により、開会の辞、松永邦彦米山選考委員会委員で始まり、酒

井善盛ＧＥの挨拶、阿部光司米山選考委員会委員長の講師・役員・委員紹介が続きました。
ここで、米山奨学生選考面接官オリエンテーションの趣旨説明、「面接官の手引き DVDの上映」を中心に「選
考の責任者の話に最も重点を置いて、面接官がスムーズに採点できるよう統一見解を確認しておくことが必要だと
思います。」と加藤義朋地区米山委員長が強調されました。その内容は１）米山奨学事業の使命、２）面接官の心
得…遵守７項目、３）書類・面接審査、交流と親善の熱意、人間性、人柄など最も米山奨学生に相応しい人を選ぶ
熱意を鼓舞しました。

浅草雷門前にて
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オリエンテーション講師
ロータリー米山記念奨学会 事務局長 岩邉 俊久

演題「ロータリー米山記念奨学会と全国米山奨学生選考の現況」

★２０１２年１月４日公益財団法人へ施度改革…「外国人に対して奨学金を
支給し、よってロータリーの理想とする国際理解と親善と平和に寄与
することを目的とする」

★選考方法について
＊書類審査、面接試験が主体であったが、グループディスカッショ
ン、筆記試験が採用されている。＊面接官として、不適切な質問へ
の認識、ハラスメント防止など８項目の厳守。

１０分間の休憩後「自由な意見交換・質疑応答」を志賀利彦地区米山副委員長が担当し、まず地区裁量評価試験
「グループ試験『協力ゲーム』の実施について」阿部光司選考委員長が具体的に用具を使って説明し、予定の模擬
体験は、省略された。
最後に、「米山奨学生選考基準について」加藤義朋委員長が、指定校所在する分区別の寄付額に学校別合格者を
決め、その世話クラブも、①寄付額の多い、②地区米山活動への協力・支援度、③世話クラブの受け入れ希望など
を考慮して決定・依頼する。書類審査の採点は、１２月１４日�までに熟読採点をすませる。

途中参加の野﨑潔Ｇからご挨拶いただき、総評は、佐久間英一ＧＮにまとめていただきました。閉会の辞、今村
義幸選考委員で終了です。

２０１５学年度米山奨学生選考試験の結果報告 ………………………………………………………………………

米山記念奨学会委員会委員長 加藤 義朋（福島RC）
２０１４年１２月１４日�、郡山市ビッグアイ市民交流プラザに於いて実施致
しました。
面接官は、野﨑潔G、酒井善盛GE、佐久間英一GN、中澤剛PG（直前

米山理事）、佐原元PG（米山評議員）、加藤義朋、志賀利彦、齋藤敏夫、
中野哲郎、中村秀勝、吉成清志、鈴木かおる、磯目基嗣、阿部光司、今
村義幸、松永邦彦、川瀬成人地区幹事、渡辺健寿（クラブ奉仕委員長）、
右近八郎（直前米山推進委員）の１９名により公平・公正な選考が行われ
ました。各分区の寄付金額によりまず指定校の合格者数が決められ、福
島大学５名、福島医科大学１名、日本大学１名、郡山情報ビジネス公務
員専門学校１名、東日本国際大学１名、会津大学２名と補欠合格４名を
厳正に選考委員の総意で決められました。申込者総数は２７名でした。
その選考内容は、午前中に「グループ試験」午後に「面接試験」を実施しております。
ロータリー米山記念奨学会へこの成績をメールで送信報告、全面接官の選考評価表（全申込者分と綜合評価の両

方）は、別便で郵送されました。（個人情報厳守と詳細確認のため）
世話クラブは、１１月３０日�面接官オリエンテーションの中で次のように決めた。

�．米山事業の貢献度
１）寄付金（イ、個人平均寄付額 ロ、総寄付金額）
２）米山関連活動への参加度

�．世話クラブ受託希望

�．未経験クラブ（世話クラブと寄付額の相関関係がある由）などを考慮して、新規奨学生の世話クラブ（会津大
学生：喜多方RC、会津若松RC、東日本国際大学生：いわき常磐RC、郡山情報ビジネス公務員専門学校生：郡
山南RC、日本大学生：白河西RC、福島県立医科大学生：福島南RC、福島大学生：福島RC、福島中央RC、福
島しんたつRC、本宮 RC、郡山 RC）の１１クラブが候補クラブに名を連ねました。
最後に、本選考試験は、「郡山市」の後援で実施されたことを付記します。

栄楽館でのオリエンテーション

開会式の様子
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２０１４－１５年度 第２回WCS審査会議結果報告 ……………………………………………………………………

ロータリー財団委員会委員長 平井 義郎（福島中央RC）
２０１４年１２月６日�ウェディングエルティ（福島市）に於いてWCS審査会議が開催された。
出席者は野﨑潔Ｇ、味戸道雄WCS審査会議長、武田安永国際奉仕委員長、平井義郎ロータリー財団委員長の４名。

１１４４時時よよりり
１．郡山アーバンRCの「かたつむりアート展」開催作品運搬費用について審査をした。

内容はブラジルの小学生と飯舘村や郡山市の子どもたちが描いた作品を３月１１日�～１５日�まで展示するというもの。
収 入 郡山アーバンRC ２１，５５０円 支 出 展示作品運搬費用他 ２２１，５５０円

地区WCS基金 ２００，０００円 （東京～郡山往復）
収入合計 ２２１，５５０円

２．二本松RCの「チェンライ特殊養護学校への障害者教育機器贈呈支援プロジェクト」
タイの少数民族であるアカ族の貧困格差などを無くすために尽力しているチェンライRCの原田義之氏と共同
して体重負荷器・排気吸気音声器・リズム鍵盤楽器・低年齢用遊具（ブランコ）などを寄贈する。
収 入 二本松RC ３０，０００円 支 出 障害者教育機器 ３００，０００円

地区WCS基金 ２７０，０００円
収入合計 ３００，０００円

の２件の申請について審議を行い承認された。
会議の中で、基本的な考えとしてプロシェクトの実施については実施クラブが資金集めを行い足りない分を補助
金として申請する事が要請されており、今後地区内クラブに説明し理解が得られるようにしたいとの話があった。
本年度２回の会議を開催し、残高は６，２９４，０７５円となります。

RI ２５３０地区 補助金管理セミナー開催 ……………………………………………………………………………

ロータリー財団委員会委員長 平井 義郎（福島中央RC）
２０１４年１２月１３日�福島市（ウィル福島）にて補助金管理セミナーを開催しまし
た。
６１クラブ１６５名の出席を得ました。１０時３０分開会参加者紹介に続き野﨑Ｇの
挨拶そして２０１３－１４年度財団表彰が行われ野﨑Ｇより各賞が贈られました。

一人当たりの年次寄付最上位３クラブ
１位 福島北RC ＄３０８．６９ ２位 いわき常磐RC ＄２６２．５０
３位 福島中央RC ＄２５８．１６

１００％「Ｒ財団友の会」会員認証クラブ
〈全員が１００米ドル以上の寄付を行ったクラブ〉
会津坂下RC、郡山北RC、だて西RC、郡山西北RC、福島グローバルRC、郡山南RC、
福島しんたつRC、滝根 RC、福島西RC、常葉 RC

「毎年あなたも１００ドルを」認証クラブ
いわき常磐RC、郡山東RC、福島中央RC、郡山北RC、会津坂下RC、郡山西北RC、だて西RC、
郡山南RC、福島グローバルRC、滝根 RC、福島しんたつRC、常葉 RC、福島西RC

END POLIO NOW「歴史に１ページを刻もう」キャンペーンに１，５００ドル以上寄付クラブへ感謝状
石川RC

ポールハリスソサエティへご協力頂いた方
大橋廣治（福島南RC）、遠藤希和子（いわき桜RC）、鈴木邦典（白河RC）、佐藤和子（福島中央RC）、
紺野 信（福島中央RC）（敬称略）。
続いてパワーポイントを使い４つのセクションに分け、グローバル補助金と地区補助金の説明が行われました。
その他教育的プロジェクト委員会から２０１５－１６年度派遣の地区奨学生の選考会が１２月６日�実施され３名の応募

者全員が合格、オリエンテーションが２月２２日�に開催する予定であるとの説明がありました。更にポリオ撲滅の
為に更なるご協力の依頼があり、質疑応答の後、酒井ＧＥより講評を頂き閉会となりました。
尚、２０１５－１６年度地区補助金の申請は２０１６年３月３１日�までに酒井ＧＥ事務所へ提出して下さい。

セミナーの模様
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国際理解研修会開催報告 ……………………………………………………………………………………………

インターアクト委員会委員長 伊藤 慶一（会津若松南RC）
２０１４年１２月１７日�～１８日�にインターアクト
クラブ国際理解研修会が天栄村のブリティッ
シュヒルズにて開催されました。ホスト校は福
島県立本宮高等学校インターアクトクラブで提
唱ロータリーは本宮RCで、国際理解研修会は
例年ですと２月に開催されておりましたが、２
月は雪の心配があり今年度は雪深くならない時
期の１２月に開催を計画しました。ところが今年
は１２月の降雪量が例年よりも多く、研修会当日
は前日より大雪警報がでるほどの悪天候での開催となりました。ブリティッシュヒルズは山の上にあるため、雪が
ひどく坂を登りきれなかったため参加を断念した浜通りの学校が１校あったり、バスの到着が予定時刻を遅れたり
とハプニングがありましたが地区内の４０数名のインターアクターと顧問の先生、ロータリアンの総勢約８０名で開会
式を行う事ができました。
研修会の１日目は国際交流協会の布田節子さんの「これってアリ？～常識と非常識～」と題した記念講演からは

じまり、その後各グループに分かれ英会話レッスンを行いました。英会話レッスンの後は英語で夕食前の指導が行
われ、テーブルマナーの学習をしました。夕食時には、初めてのコース料理にインターアクターからは歓声があが
り、出てくる料理の写真を撮ったりして楽しいディナーを体験しました。
研修会２日目はワークショップ型の研修ということで３つのグループに分かれ、GelCandle‐making、Cooking、

Fabric Painting のプログラムを行いました。
二日間にわたる研修会でインターアクターは貴重な体験をすることが出来たと思います。会場のブリティッシュ

ヒルズも非日常的な空間で本当に海外に来ているのではないかと錯覚してしまうほど素晴らしく、インターアクタ
ーもとても満足していた様子でした。ただ残念な事は、参加希望者が全員参加できないということです。予算の関
係上各校２～４名の参加しかできず、くじ引きで当たったから来る事が出来たという話も耳にしました。今後沢山
のインターアクターが参加できるような研修会の方法も考えていければと思います。

新会員紹介

県南分区
石川ＲＣ

県中分区
三春ＲＣ

県中分区
常葉ＲＣ

宗宗形形 仁仁美美 藤藤川川 雅雅祥祥 土土屋屋 省省一一
●入 会 日 ２０１４年１２月４日
●職業分類 飲食業
●勤 務 先 さくら小路

●入 会 日 ２０１４年１０月１日
●職業分類 銀行
●勤 務 先 東邦銀行 三春支店

●入 会 日 ２０１４年１０月１日
●職業分類 日用品・雑貨
●勤 務 先 つちや商店

県中分区
常葉ＲＣ

石石井井 正正典典
●入 会 日 ２０１４年１０月１日
●職業分類 水道設備工事
●勤 務 先 ㈲石井設備工業

訃報 謹んでご冥福をお祈りいたします

中央分区
郡山南ＲＣ

■１９７７年９月入会
（ロータリー歴 ３７年）
■１９９８－９９年度クラブ会長

三橋 孝雄

２０１４年１２月７日
８５歳

各グループに別れての英会話レッスンの様子
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１２月の地区出席率報告
２０１５／１／１９現在
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「負の広報マンをつくらないために」
地区とクラブにロータリーの戦略計画の推進と実施を支援するために、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）が、地区ガバナーをサポートしていま
す。なかでも、ロータリー・コーディネーターは「クラブのサポートと強化」を担当します。
ゲイリーC. K. ホァン会長から、ロータリーの会員数は２０１４年１１月３０日現在１，２１７，５７６人と２０１３年７月１日時点と比較して２９，０３７
人増加したと報告を受けています。第１ゾーンも期首に比べて８５８人、第２ゾーンは６８３人、第３ゾーンは８８９人とそれぞれ増加し
て総会員数は８９，１９９人になりました。
ひとつの方法ではありますが、データから第１、第２、第３ゾーンの２０１４年１０月の退会者数を入会者数で割ってみると、それぞ
れ順に６７／１８１で３７％、７６／１６４で４６．３％、９１／２２３で４０．８％になり、３ゾーン合計でみると２３４／５６８で４１．２％になります。当たり
前のことではありますが、分母の入会者数を大きくして分子の退会者数を小さくすれば数値は小さくなりますから実質会員増加率
が良いことになります。是非、皆様の地区やクラブで算出して、他地区、他クラブと比較し参考にして下さい。
さて、この分子の部分を考察してみます。つまり、退会者について考えます。（１）健康上等のやむを得ない問題（病気、死亡）

（２）職場等の事業上の問題（転勤、退職）（３）その他があります。「転勤」の場合には SAKUJI 作戦を積極的に活用する方法が
あります。「退職」はクラブ会費の見直しをしてはどうでしょうか？ 会費の中身はクラブ運営のための絶対経費（事務費、RI と
地区分担金等）と食費に分けられます。退職者の多くは高齢者が多いので、クラブ在籍年数も多く出席規定の免除を受けられる会
員であると思われます。ですから出席した時のみ食費の負担をすれば、経済的負担を軽減できます。問題は「その他」に分類され
る方々です。すべて理由を把握するのは困難です。しかし、その中にはクラブ内の人間関係やロータリークラブに魅力を感じず、
退会をしてしまう方々が多いことも事実でしょう。このような場合、クラブ内の人事や、やり甲斐を感ずる奉仕活動が効果を発揮
することがあります。必要とされていることを実感してもらうプログラムが必要なのです。皆様のクラブは如何でしょうか？ 会
員にやり甲斐を感じるプログラムや人事をしているでしょうか？
不満を持って退会した会員は「負の広報マン」になる場合が多いのです。クラブに不満がある場合には意外と不況や年齢や健康
を表向きの理由として、退会していることが多いような気がしてなりません。退会者を少なくするためにもクラブの戦略計画を立
てましょう。退会者数／入会者数の分母である入会者を増やしても、退会者が多ければ穴の開いた器に水を注ぐようなものです。
何処に穴があるかを探ることからはじめてください。「負の広報マン」をつくり出さないためにも。

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１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３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 ―２０１５年もよろしくお願いします―
・第２代よねやま親善大使を大募集！ ・台湾米山学友会総会が開催されました
・タイ米山学友会の奉仕活動 ―児童養護施設を訪問― ・今年の年賀状は現役奨学生がデザイン
おしらせ ・ご寄付の確定申告用領収書について ～１月末日までにクラブへお届けします～

▼全文は、こちらよりご覧ください。 http : //www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight178_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。

最近のロータリー情報
◎「２０１０年から活動を開始するロータリー・コーディネーター」

村上勘一 ２０１０ １ｐ（Ｄ．２５４０月信）
◎「コーディネーターニュース８月号－ＲＩ戦略計画とコーディネーターの責務」

金杉 誠 ２０１４ １ｐ
◎「ロータリーコーディネーターニュース９月号」

安満良明 ２０１４ １ｐ（Ｄ．２７６０月信）
◎「コーディネーターニュース１０月号－ロータリー公共イメージの推進」

渡辺敏彦 ２０１４ １ｐ（Ｄ．２８２０月信）

◎「コーディネーターニュース１１月号－『MyRotary』を活用しよう」
髙野孫左ヱ門 ２０１４ １ｐ（Ｄ．２７９０月信）

◎「全国ロータリー・コーディネーターセミナー」
小船井修一 ２０１４ ６ｐ（Ｄ．２５００月信）

◎「ロータリーのいろは」
深川純一 ２０１４ ９ｐ（Ｄ．２６５０地区大会記念誌）

◎「ふたつのロータリーモットー」
久野 薫 ２０１４ １ｐ（Ｄ．２６８０月信）

◎「ロータリーの魅力」 久野 薫 ２０１４ １ｐ（Ｄ．２６８０月信）
◎「国際ロータリーの変質『ロータリー失われた１０年』」

新藤信之 ２０１４ １３ｐ
［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.8 Rotary International District 2530

８


