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ガバナーメッセージ

　厳寒の時節などと言っておりましたのに、早いもので、
春雨の恵みを受けて田畑は潤い、草木の芽生え、全て
のものが生き生きと輝き始める季節となってまいりました。
　今年度も残り3ヵ月間を残すのみとなり、いよいよ鈴木
ガバナー年度へ向けて、会長エレクト研修セミナー
（PETS）も終わり、地区研修・協議会の開催も間近となっ
てまいりました。皆様のクラブに於かれましても、次年度
に向けての準備がそろそろ始まっていることと存じますが、
残された3ヵ月間、ゴールに向けて最善を尽くし、有終
の美を飾る年度となるようご努力いただければと存じます。
　さて4月は「母子の健康月間」です。この項目につき
ましては、言葉から表面的な意味は解るようですが、具
体的な活動事例報告は少ないようです。
そんな中、「ロータリーの友」2016 年 4月号の「母子と
健康」の欄に掲載の、茅ヶ崎中央ロータリークラブの報
告は、身近なロータリークラブの活動として参考になると
思いますので、ここに改めて要点のみ紹介させていただ
きます。
　内容は、ロータリーは長年ポリオ撲滅に向け、寄付だ
けでなく、様 な々活動をし、ポリオのない世界を目指し頑
張っている。しかしポリオ撲滅の困難な実態を知るには、
現地での活動実態を見ることが重要と強く求められ、パ
キスタンに向かった。そこで実感したことは、メディアや
衛生知識との接触がない家庭が多くあることや非識字の
貧困層の存在が大きいことが浮き彫りになった。
　帰国後の報告会で、派遣員から、先ずは家族の健
康は母親の健康意識から始まることが述べられ、地域に
根差した支援が必要なことが示された。そこで「家庭健

康教育プログラム3ヵ年計画」が提案された。これは、
かつて日本において母と子の健康を守ってきた「愛育委
員会」に共通しており、女性が健康情報を得るだけで
なく、得た知識を家族や近所の人たちに伝達し、浸透さ
せていくことを目的としている。現在は、多くの方々の支
援を受けて、この家庭健康教育プログラムが始動し、
成功した地域モデルとして国連に政策提案し、成果とし
て「世界家庭健康教育機構」の創設を目指していくとあ
ります。再度一読いただければ幸いです。
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　2016-17 年度も残り3カ月となりました。本年度の地区目標のひとつ「ＲＩ会長賞への挑戦」も総仕上げの時期です。取
り組みに当たって、分かりにくい項目、質問の多い項目についていくつか取り上げますので、参考にしてください。（地区事務局）
　

【 会員の増強と維持 】
■「会員維持率はどのように計算されているのですか」
　会員維持率とは、期間終了時にクラブに留まっている正会員の数を、期間開始時の正会員数で割った数です（期
間中に入会した会員はこの数には含まれません。会員維持率は、クラブが新しい会員を迎えたことではなく、クラブがど
れほど会員を維持しているかを測るためのものです）。
2017 年 7月1日時点の会員数が分かる前にレポートを出した場合、現年度の会員維持率はレポートに表示されません。
目標が達成されたように表示されるかもしれませんが、最終的な7月1日時点の会員数が分かった段階で変わる可能性
があります。
■「会員維持率に影響を与える要素は何ですか」
　会員の退会、逝去、正会員から名誉会員への転向、他クラブへの移籍といった要素が会員維持率に影響します。
時としてクラブでの対応が不可能な事態が起きることもありますが、そのような事情のために会員維持率の目標を達成す
るのが困難な場合は、ほかの項目に注力することをお勧めします。　

【 財団への寄付 】
■「ベネファクターと遺贈友の会会員の両方を1名ずつ増やす必要があるのですか」
はい。しかし、同一人物が 2016-17 年度にベネファクターならびに遺贈友の会会員となった場合には、クラブはこの目
標を達成したことになります。　　

【 オンラインツールの利用 】
■「ロータリーショーケースとは何ですか。どのようにプロジェクトを掲載するのですか」
　ロータリーショーケースは、ロータリー会員がクラブの奉仕プロジェクトの概要を掲載し、世界中の人たちにロータリーの
活動をアピールできるツールです。詳しくは、「ロータリーショーケース プロジェクトの掲載方法」をご覧ください。
■「フォーラムとは何ですか」
　My ROTARY では、共通の関心事項についてロータリアンとローターアクターがアイデアを交換するためのフォーラム
があります。フォーラムに参加するには、My ROTARYにログインしてください。
■「フォーラムに『参加する』とはどういう意味ですか」
　クラブ会員が、2016-17 年度中にフォーラム内で新しいディスカッションを開始するか、既存のディスカッションにコメント
を掲載することを「参加」と見なします。詳しくは、「フォーラム：グループへの参加手順」をご覧ください。　

【 新世代 】
■「『メンター』とはどのような役割を果たすのですか」
　メンターとは、職業、リーダーシップ、ロータリー関連の事柄でローターアクターまたはインターアクターに助言とサポート
を提供するロータリアンのことです。この目標の目的は、ロータリアンとローターアクターまたはインターアクターの 1 対 1 の
つながりを深めることにあります。この達成については、ロータリークラブ・セントラルの「奉仕」のタブ（2016-17 年度
会長賞の項目）から入力してください。詳しくは、「インターアクトとローターアクトの共同提唱について」をご覧ください。

※My ROTARYの会長賞のページに、各項目についてのよくある質問・回答が載っていますのでぜひご覧ください。
My ROTARY → ニュース＆メディア → 会長賞
ページの右側にある「ヘルプ」会長賞（ロータリークラブ）：よくある質問

■母子の健康月間 「会長賞への挑戦」よくある質問



地区チーム研修セミナー 会長エレクト研修セミナー（PETS）

Rotary International District 25304

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER   Vol.10

Rotary Serving Humanity 5

次期地区副幹事
齋藤 正明（白河RC）

　2 月 19 日（日）、「ホテルサンルート白河」において、「2017-18 年度地区チーム研修セミナー」が開催されました。対
象者はガバナー、パストガバナー、直前ガバナー、ガバナーエレクト、各分区のガバナー補佐予定者、次期委員会委員長・
副委員長・委員、地区スタッフの皆様で、約 100 人のご参加をいただきました。
　佐久間英一ガバナーの開会点鐘で始まり、各セレモニーを行い、セミナーに入りました。
　第一セッションは「RI テーマと地区の方針」について鈴木邦典ガバナーエレクトが話されました。RI 会長の重点目標の
一つである「公共イメージ向上キャンペーン」を、各分区ガバナー補佐を中心に各分区のIM開催時に展開していただくこと。
そして、
1. 各クラブへのサポート強化　
2. 人道的奉仕の重点化と増加　
3. 公共イメージと認知度の向上　
4. RI 会長賞への挑戦　
5.ロータリー財団への協力　
6.米山記念奨学会への協力
の地区目標を掲げ、すべてのロータリアンの協力により、変化をもたらしましょうと述べられました。
　第二セッションは、「地区チームの役割と責務」について、渡邉公平パストガバナー（地区研修委員長）が戦略計画
の最新情報として、「ロータリーがしかるべき運命を切り開くには、常に進化し、時には革命的にならなければなりません」とポー
ル・ハリスの言葉を紹介しました。
　第三セッションは、「地区管理と運営」について、阿久津肇パストガバナーが話されました。今回のセミナーの目的から
始まり、クラブへのサポートなどを話され、最後に、クラブが基本であり、進んで奉仕する「手」、思いやる「心」、賢明な「頭」
が今まで以上に必要ですという言葉を紹介しました。
　第四セッションは、「分科会」で10 分科会にて年間計画と予算について議論されました。
　参加いただいた皆様に、感謝申し上げます。

次期地区幹事
草野 好夫（白河RC）

　3 月 11 日（土）・12 日（日）の二日間にわたり、白河の隣西郷村にあります「グランドエクシブ那須白河」において
「2017～ 18 年度会長エレクト研修セミナー」が開催されました。開会に先立ち、3・11 東日本大震災で犠牲になられまし
た方 に々哀悼の意を表し、黙とうをささげました。
　佐久間英一ガバナーの開会点鐘に始まり、佐久間英一ガバナー、鈴木邦典ガバナーエレクト、渡邊公平次期研修委
員長の挨拶に続き、第１セッションが始まりました。まずは鈴木邦典ガバナーエレクトより「RI テーマと地区目標」、続いて
佐久間英一ガバナーより「クラブ会長の役割と責務」、渡邊公平次期研修委員長より「クラブ管理と運営」の講話をいた
だきました。続いて第二セッションでは、山守龍司次期クラブ奉仕委員長、藤田卓次期職業奉仕委員長、中村岳嗣次
期社会奉仕委員長よりそれぞれの委員会の役割について講義がありました。1 日目の最後は、「次期ガバナー補佐と会長
エレクト」、「諮問委員と大委員長」の懇談があり、それぞれ次期の地区運営について有意義な話し合いが行われ 1 日目
が終了しました。夜には盛大な懇親会が催され、出席された皆様とおおいに懇親を深めました。さらに二次会が行われ、
佐久間ガバナーをはじめ60 名と多くの方が参加され大いに盛り上がり懇親を深めました。
　第二日目の研修は佐藤信博次期国際奉仕委員長に始まり、廣澤俊樹次期青少年委員長、続いて石黒秀司次期米山
記念奨学会委員長、白岩良子ロータリーの友代表委員からそれぞれの委員会の役割の講義がありました。さらに休憩を
はさんで平井義郎次期地区運営（IT& 戦略）委員長、橋本芳家次期ロータリー財団委員長が、それぞれの委員会の
役割について講義されました。
　その後質疑応答が行われ、渡邊公平次期研修委員長から講評をいただき鈴木邦典ガバナーエレクトからの謝辞と続き、
佐久間英一ガバナー閉会点鐘ですべての日程を終了いたしました。今回の PETS では、各委員長から的確な講義をい
ただきましたが、特に新しく任命されました 6 名の委員長の話の中には感動させられる部分が多 あ々り、これをクラブへ持
ち帰り、各委員会の指針といたすよう努力したいと思います。ご参加いただきました皆様、大変ありがとうございました。次
の地区行事にもご協力いただきますようよろしくお願いいたします。



職業奉仕委員会セミナー報告
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中央分区ガバナー補佐
本田 哲夫（郡山南RC）

　中央分区のインターシティ・ミーティングは、2月18日（土）
午後２時から郡山市のホテルハマツにおいて総勢約 260 名が
参加して開催されました。
　当日は、佐久間英一ガバナー、根本一彌パストガバナーに
御来賓として御出席いただきました。
　今年のインターシティ・ミーティングは、郡山南ロータリークラ
ブに主管していただき、はじめに一般社団法人北里柴三郎
記念会常務理事・北里大学生命科学研究所客員教授・農
学博士 岩井譲先生に「ノーベル賞受賞者・大村智先生と
歩んだ半世紀」との演題により、人間が及ばない微生物の驚異の能力、北里柴三郎先生を創立者とする北里研究所の
歴史とともに日本の細菌学の歴史、そして大村先生の「研究を経営する」とのお考えに基づく卓越した業績に関する御
講演をいただきました。
　この後は「我がクラブの戦略計画・2020 年を目指して」とのテーマによる10クラブ各代表の会員からの発表の後、佐
久間ガバナーから講評をいただき、第 3部として『“知り合いを広めることにより奉仕の機会とする”私の趣味、特技、やっ
てみたいこと、ロータリーに入会して一番感動したこと』とのテーマに基づいて他の各クラブの方 と々テーブル毎に交流を
深めていただく時間を設け、その後は根本パストガバナーの乾杯の御発声で懇親会に進みました。
　懇親会では、郡山南ロータリークラブ合唱団の見事な混声合唱が披露されました。
各クラブの発表によって、各クラブの今後の発展の方向性を伺い、その後の時間で各テーブル毎に趣味やロータリーの話
題を中心として交流を深めていただき、正に知り合いを広めることによって奉仕の機会とするという点で、実りあるミーティン
グとなりました。

中央分区ＩＭ開催報告

職業奉仕委員会職業情報委員 
上村 直人（いわき常磐RC）

　平成 29 年 3月18日（土）、梅香漂う春彼岸の時、連休初日にもかかわらず地
区内各地から150 名余名のロータリアンの参加を頂き、第 2回となります職業奉仕
委員会セミナーが、郡山ユラックス熱海大会議室に於いて開催されました。
　午後 1時 30 分、司会の山田稔職業奉仕委員会副委員長により定刻通りに進め
られ、佐久間英一ガバナーによる開会点鐘が行われました。林克重職業情報委員
長の開会のことば、野﨑潔パストガバナーの挨拶に続き、比佐臣一職業奉仕委員
長より挨拶がありました。次に佐藤正職業倫理委員より本日の講師を紹介していた
だきました。
　今回の講師は、現会津若松中央ロータリークラブ会長の福西宜孝氏にお願いをいたしました。福西氏は、前年度職業
奉仕委員会委員長を努め、職業奉仕に関する広い知識を有していることは勿論のこと、円熟した考え方の持主であること
は、私たち職業奉仕委員会メンバー全員の知るところであります。是非、福西氏にセミナーの講演をお願いしたいと云うメ
ンバー全員の思いが現実となりました。今回は、「職業奉仕とその復権」と云う演題で講演を頂きました。
　職業奉仕に関する近年のRIの動向と現実の社会状況を踏まえたうえで、職業奉仕の金看板を輝かせる必要性を説い
ています。職業奉仕は、「世のため人のために奉仕する心をもって職業を営むこと」と定義されています。即ち、職業上
の判断や決断をする際、職業倫理という基準に則り判断し、決断のもとに職業上の行為を行う必要性を売主と買主の関係、
元請と下請の関係、同業者との関係を例にあげて説明されました。職業奉仕の基本理念である「利己と利他の調和」
では、「利己」の分野で働くのは貨幣価値を求めて行動する打算の欲望であり、「利他」の分野で働くのは貨幣価値で
は測りえない愛の心であり、「打算」と「愛」という矛盾するものを合体させ、より高いものに止揚すること。自分、相手、
社会の皆の利益になることが、安定した長期的利益をもたらす結果を生むと説いています。
　また、職業奉仕が職業倫理運動として発展した背景には、ピューリターンという宗派によって唱えられていた「天職」と
いう職業観の影響があったと云われています。日本にはピューリタニズムの天職論はないが、それに代わる石田梅岩の「石

門心学」があります。梅岩は、「人の人たる道」を追求し
職業倫理を主張しています。その主張は、職業倫理運動と
しての職業奉仕と内容が重なり、日本にも職業奉仕の復建
を果す精神的土壌ありと説いています。福西氏の講話は、
非常に興味深く時の経つのも忘れてしまうほどでした。
　田久昌次郎職業倫理委員長の閉会のことば、佐久間英
一ガバナーの閉会点鐘で、予定通りにセミナーを終了致しま
した。ご協力いただいたロータリアンの皆さん、本当にありが
とうございました。



県南分区ＩＭ開催報告
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県南分区ガバナ－補佐
草野 好夫（白河RC）

　2017 年 2月25日（土）に白河のホテルサンル－ト白河にて開催さ
れました。
今年は、プログラムを2部門に設営しました。前半は、新会員セミナ
－で入会 3年未満の方を中心とした18 名参加のもと、福島南ロ－タリ
－クラブ、大橋廣治パストガバナ－を指導者としてお迎えして、約 1時
間 30 分「ロ－タリ－とは」の演題でお話をいただきました。ロ－タリ－ク
ラブの会員は、ロ－タリアンにふさわしい方を会員の皆様方の推薦によ
りクラブの理事会の承認を得て、はじめて会員になれます。原則として一業種一名でバランスの取れた会員構成クラブが
望ましい。ロ－タリアンになりましたら守る点が幾つかあります。
①. 約束の時間を守りましょう。
②. 例会は親睦を深める場です。なるべく出席を心掛けましょう。
③. 卓話中は私語を慎み、スピ－カ－の話を聞きましょう。
④.ロ－タリ－のバッチを付けましょう。
⑤. 例会はロ－タリ－の情報や感銘を受ける卓話が多いので出来るだけ最後まで在席しましょう。
⑥. 仲間の会員に真心で接して喜びや慰め合い助け合いましょう。
⑦. 分からないことはなんでも会員に尋ね、そして誠意を持って応えましょう。
⑧. 四つのテストを実践しましょう。

等々解かりやすく解説していただき、出席した皆様方は大変感銘されていました。
　午後の部は、「我がクラブの活性化対策について」のテーマで県南分区 9クラブの代表者に各クラブが取り組んでいる
事業を発表していただきました。その後、記念講演として「これからのクラブの活性化について」のテーマで地区クラブ活
性化支援・広報委員会委員で福島南ロ－タリ－クラブ・パスト会長の高橋勇雄様にお話をいただきました。福島南ロ－タリ
－クラブは2011 年の東日本大震災の時に大橋廣治ガバナ－を輩出していて、ガバナ－事務所の仕事、震災の支援、受
け入れの対応、世界中のロ－タリ－クラブからの支援の対応等々でクラブが一体となり行動する、そして最後まで立派にや

り遂げたことで、クラブ皆がロ－タリ－を見直し、やりがいを感じ、そ
れが皆で会員増強に繋がり最終的にクラブの活性化に結びついた。
次に福島南ロ－タリ－クラブ所属の鈴木洋子さんが、双葉郡富岡町
で介護施設を営んでいたが、今回の震災・原発事故で避難を余
儀なくされ、川内村そして最終的に福島市内に施設を再開出来るま
での事、そして今も大変な状況にある事について発表されました。
出席の皆様最後まで参加していただきありがとうございました。

県中分区ガバナー補佐
眞田 規行（滝根RC）

　県中分区インターシティ・ミーティングは2月26日（日）に本宮市のネーブルシティaubeにて開催致しました。
　佐久間英一ガバナー、國分雄太郎パストガバナー、高松義行本宮市長、押山利一大玉村長のご臨席のもと、分区
内 6クラブ 65 名の出席で開会しました。
　講演として、国際ロータリー第2550地区2012－13年度ガバナーである鈴木宏氏（宇都宮北ロータリークラブ所属）から、
「わたしのロータリー サーヴィスの理念」のテーマにてお話しいただきました。

以下要旨です
《初期ロータリー》
・ロータリーとライオンズ、キワニスとの違い
・ロータリーの「心の故郷」ウォーリンフォードについて
・ロータリー歴史探訪 inシカゴ
《ロータリーの未来は？》
・組織統括の構造を見直すこと…決議案 16‐160
・「サーヴィスの理念」
サーヴィス部門としての「職業サーヴィス」
サーヴィスの理念につ
他団体との「職業サーヴィス」の違

・ロータリークラブの原点は「親睦」を前提として「職業」を
基とした「サーヴィスの理念」

《日本語によるロータリーソング》
・1935. 京都地区大会で発表
幻の第 1位　「旅は道づれ」　
※「奉仕の理想」と「我等の生業」は第 2位と第 3位

　今回のインターシティーミーティング開催に際し、ホストクラブ
である本宮ロータリークラブと県中分区のロータリアン、そして
私のわがままを快く引き受けていただいた鈴木宏第 2550 地区
パストガバナーに心より感謝申し上げ報告と致します。

県中分区ＩＭ開催報告
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　当クラブでは、ベトナム国立交響楽団に対し、去る平成 29 年
2月8日、ホルスト、シベリウス、スメタナ、オッフェンバック及びプー
ランク等の楽譜 10 点を寄贈いたしましたので、ご報告させてい
ただきます。
　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、資金難に苦しんでおり、演奏活動にとって重要な楽譜がま
だまだ不十分という現状にあります。
　当クラブは、ベトナム国立交響楽団の音楽監督兼首席指揮
者を務めていらっしゃる本名徹次さんが、郡山市出身の指揮者
であるというご縁もあり、これまでにも同楽団に対して、アメリカ講演の際の支援金贈呈などの支援を実施しております。
　今回は、本年がちょうどベトナム国立交響楽団による定期演奏会 100 回目を迎える節目の年であることや、日越国交樹
立 45 周年を来年迎えることもあり、楽譜の充実を図る必要性があったため、同楽団を支援すべく、今回のプロジェクト実
施に至ったものです。
　楽譜贈呈式は、本名徹次さんが日本・ベトナム親善ブリリアントコンサートのために来日した際、同コンサート会場の紀

尾井ホール（東京都千代田区）にて行うことができました。当ク
ラブから宮崎登志行会長をはじめとするメンバー及び家族数名が
出席し、本名徹次さんから直接感謝の言葉をいただきました。
　寄贈させていただいた楽譜を使って練習を積んだベトナム国立
交響楽団の楽団員の皆様が、本名徹次さん指揮の下、記念す
べき100 回目の定期演奏会において素晴らしい演奏をされるとと
もに、来年国交樹立４５周年を迎える両国のかけはしとなって下
さるものとご期待申し上げます。
　本プロジェクトの実施に当たってご指導いただきました佐久間
英一ガバナー、挽野喜孝地区国際奉仕委員長をはじめとする皆
様方に、この場を借りて厚くお礼申し上げます。

ベトナム国立交響楽団への楽譜寄贈プロジェクト報告

相双分区ガバナー補佐
垂石 俊夫（原町中央RC）

　去る3月4日に佐久間ガバナー、田林信哉南相馬市副市
長をはじめとする多くの来賓をご招待し、相双分区インターシ
ティ・ミーティングをロイヤルホテル丸屋で開催しました。例年
であれば新入会員オリエンティーションから始まりますが、今年
度は会員セミナーとして平井地区運営（戦略＆IT）委員会委
員長の「Ｍy ROTARYの登録・操作」を実施致しました。
多くの会員が参加し、平井委員長の説明を熱心に聞き入って
いる様子に久しぶりに熱いものを感じました。今回は、記念講
演の前にモンゴルフレーロータリ－クラブから来日したジャンチブ・ガルバドラッハさん（元米山記念奨学生）が、「貴方の
夢は私の夢」と題した講演を行いました。元米山記念奨学生の来日ということで加藤義朋米山記念奨学会委員長も緊急
来訪して頂き、大変盛り上がった特別講演となりました。締めの記念講演には、東北放送等で活躍していますフリーアナ
ウンサーで薬剤師の肩書を持つ佐々木眞奈美さんの「方言コミュニケーションズ」と題した宮城県の方言の講話に会場は
笑いの渦となりました。現在も避難を余儀なくされている富岡・浪江両ロータリークラブの面 も々参加した祝賀会では酒井
善盛直前ガバナーの乾杯の音頭で始まり歌謡ショー有り、相撲甚句（相馬ロータリークラブの十八番）有りと多いに盛り
上がりました。当日は佐久間ガバナーや平井委員長も宿泊覚悟での来訪でしたので、当然二次会への参加もお願いし、
クラブ会員の店が貸し切り状態になるほどの盛況ぶりでした。最後に多くの来賓の方々や避難されている富岡・浪江両ロー
タリークラブの面々が、この僻地の地である南相馬市へ多くの時間をかけて来訪して頂き深く感謝申し上げ、ガバナー補
佐としての報告とさせていただきます。

郡山アーバンRC
国際奉仕委員会委員長 同副委員長　 同委員
鈴木 尚子　　 向山 良作 松川 義行
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　社会奉仕委員会では各クラブがエコキャップの回収を
スムーズに行えるような体制を整えています。回収した
キャップは換金され、地区の資金とともに直接ポリオプラ
スへ寄付されます。
　エコキャップの回収を希望されるクラブは社会奉仕委
員会までご連絡下さい。その際にキャップの重量、回収
場所、担当者のお名前、電話連絡先をご用意下さい。
どのように回収すればいいかご相談させていただきます。
また、メールやFAXで容易に申込できる回収依頼書の
フォーマットを地区のホームページに掲載する予定です。

【お知らせ】
　5月21日に開催される地区協議会において、会場近
くにてエコキャップの回収を行う予定です。詳しい場所や
時間などは後日各クラブへご連絡致します。ご協力お待
ちしています。

連絡先
社会奉仕委員会 環境保全委員会 委員長 山田覚
TEL：024-544-1551　携帯：090-8252-6109
FAX：024-545-7600
Mail：yamada_satoru@eulo.co.jp

【 エコキャップ回収の流れ 】【 寄付金速報 ― 下期の寄付状況 ― 】
　1月までの寄付金は前年同期と比べて5.6％減（普通寄付金 2.6％増、特別寄付金 9.8％減）、約 6,100 万円の減少と
なりました。前年度と比較すると減少額は大きいですが、累計金額としては直近 5年間のほぼ平均額となります。 
　1月は普通寄付金（クラブで決定した金額×会員数分でお送りいただく定期寄付）下期分の納入が主になります。今年
度は1月末までに全クラブの76％、1,718クラブから納入いただきました。引き続きご協力賜りますようよろしくお願いいたしま
す。 
　
【 2017学年度米山奨学生の選考を全地区で実施 】
　
【 副理事長就任のお知らせ 】

　前副理事長、杉谷卓紀氏（玉名ＲＣ）のご逝去に伴い、当財団規程に基づき、役員候補者指名委員
会で副理事長候補者を選任し、理事会にて承認されました。 
　2017 年 2月1日付で、塙東男氏（第 2820 地区 笠間ＲＣ、現常務理事）が公益財団法人ロータリー
米山記念奨学会 副理事長に就任しましたことをお知らせいたします。
　

【 貧困学校支援プロジェクトを実施 ― タイ米山学友会 ― 】
　
【 スリランカ米山学友会が第1回総会を開催 】 
　
【 第 2620地区学友会がスリランカの子どもに文具寄贈 】

ハイライトよねやま203

E-mail：highlight@rotary-yoneyama.or.jp
URL：http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
編集担当：野津（のづ）・峯（みね）

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル3F 
Tel：03-3434-8681　Fax：03-3578-8281

中央分区 郡山西ＲＣ

片平　有一
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月1日
銀行
㈱東邦銀行郡山支店

中央分区 郡山アーバンＲＣ

小林　真砂子
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月1日
飲食業
懐石こと

いわき分区 いわき桜ＲＣ

木田　都城子
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月1日
造園業
三木造園㈱

2月
新会員

エコキャップ回収の流れ

環境保全委員会へ連絡
（TEL・FAX・メールなど）

クラブ担当者へ回収業者から連絡が来る
（日時等の打ち合わせ）

担当者立会のもと
回収作業

回収業者より地区口座へ送金

RC RC RC
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物故会員　
謹んでご冥福をお祈りいたします

訃報

新会員紹介・物故者案内

松永　英八
（享年68歳）

会津分区 会津坂下 RC
2017 年 2月24日ご逝去
入　会：1990 年 3月入会
2015-2016 年：会津坂下RC会長
ロータリー歴：26 年

相双分区 南相馬ＲＣ

遠藤　竜太郎
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月1日
旅行業
東北アクセス㈱

相双分区 南相馬ＲＣ

野地　庄蔵
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月3日
ガソリンスタンド
㈱野地商会

相双分区 浪江ＲＣ

小黒　敬三
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月26日
給水
㈱小黒設備工業

相双分区 浪江ＲＣ

吉田　学
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月16日
建築
㈱タイズスタイル

県南分区 石川ＲＣ

太楽　進
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月2日
卸業
㈱シンセイ

県南分区 白河ＲＣ

田代　行孝
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月1日
税理士
㈲企業経営指導センター

県北第一分区 福島ＲＣ

矢野　武臣
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月23日
製造業
NOK㈱福島工場

会津分区 会津坂下ＲＣ

物江　政博
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月1日
自動車整備販売
㈲モノエ

会津分区 会津坂下ＲＣ

鈴木　俊一
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月1日
社会保険労務士
フォーリーフ社会保険労務士事務所

会津分区 会津坂下ＲＣ

渡部　淳
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月1日
金融関係
会津信用金庫 坂下支店

会津分区 会津坂下ＲＣ

歌川　新一郎
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月1日
日本料理
㈲給食センター

会津分区 会津坂下ＲＣ

宗田　研
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

2月1日
建材販売
宗田建匠

※7/1 現在会員数には7/1 入会者（7名）を含む。
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