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平和と紛争予防 /紛争解決月間
ロータリー創立記念日（23日）：世界理解と平和の日

ガバナーメッセージ

　厳寒の時季、会員の皆様におかれましては、お元気
にお過しのことと存じ、心からご清祥をお慶び申し上げま
す。2月の声を聞けば、暦の上では旧冬と新春との境目
にあたり、立春をもって新しい年の始まりとされております。
さて1905 年 2月23日は、ポールハリスを含む4人が、
シカゴで初めて会合を行った日であり、ロータリー創立記
念日、世界理解と平和の日となっております。故に各クラ
ブは世界平和に欠かせない、国際理解と親善を基にし
た平和の推進を強調するプログラムを行うよう要請されて
います。即ち「平和と紛争予防・紛争解決月間」になっ
ております。
　そこで各クラブ例会などにおいては、下記項目をもう少
し知っていただく機会にしていただければ幸いと思います。
1.  国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）創設時
のロータリーの多面的な協力について。

2.  RI 会長テーマで、平和を唱えた会長は4人おりま
すが、その中の田中作次元 RI 会長の「奉仕を
通じて平和を」について。

3.  「ロータリー平和センター」について。
このうち3番目のプログラムは、世界理解と平和と
いう財団の使命を達成するために最優先される教
育プログラムで、1999 年 4月に創設、「紛争の解
決と平和における国際問題研究のためのロータリー
センター」と名付けられ、2014 年には「ロータリー
平和センター」と改称されました。

　創設時のロータリーセンター実行グループは、平和と
紛争解決に関する大学院課程のある世界の一流大学を
調べ、7つのセンター設置先となる大学（日本では国際

基督教大学）を選びました。センター出身の 600 人以
上のフェローは、世界各地の政府、企業、組織で重要
な役職に就き活躍をしています。
　ロータリーのような団体が、世界で真の平和の推進力
となれるだろうか、軍事紛争を阻止し、世界に平和をも
たらすことができるだろうかとの問いに、財団のクリフ・ダ
クターマン元管理委員長は、次のように応えています。「私
たちが用いる手段は、お腹をすかした人への食事、喉
の渇きに苦しむ人への水、病人への薬、子どもへの教育、
希望の無い人への機会です。これらは戦争の道具では
ありません。平和のためにロータリーが用いる手段なので
す」と。また彼の言葉は、人類が前世紀とは違った手
法をとり、新しいスタンダードをつくるのがロータリー平和
センターであることの根拠を示していると引用文献にはあ
りました。
　皆様はどうお考えですか。この月間を機に再度お考え
いただければ幸いです。

※引用文献：世界でよいことをしよう  ～人びとの心に触れた100 年～
　 デイビットＣ.フォワード著
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月信12月号の訂正 （訂正・追加説明）

　月信 1月号 3 ページに、月信 12 月号 20 ページ「猪苗代湖水草回収作業」の訂正文を掲載しましたが、事業担当者より追
加説明掲載の依頼がありましたので、掲載します。
　昨年の猪苗代湖水草回収作業に参加・協力してくれました、インターアクト及びローターアクトの方々は以下によります。また次
年度も宜しくお願いします。
・インターアクト：4クラブ（74 名）
石川高校 IAC、福島成蹊高校ＩＡＣ、福島東陵高校 IAC、会津若松ザベリオ学園高校 IAC

・ローターアクト：1クラブ（4 名）
福島中央 RAC

■「地区運営規定改定委員会」発足
　地区では佐久間英一ガバナーの命を受け、地区運営規定の見直し
に取り組むことになりました。「地区運営規定改定委員会」のメンバーは
下記の通りです。昨年 12 月から今年 5月まで計６回の会議で検討し、
6月には改訂版を発行する予定です。
委員長：阿久津肇（PG）、副委員長：酒井善盛（PG）
委　員：中澤剛（PG）、大橋廣治（PG）、平井義郎、中田博道、

永井久
■2016 年手続要覧印刷版（日本語）の発刊
　国際ロータリー日本事務局から2016 年手続要覧についてお知らせがありました。
クラブ毎に注文冊数をとりまとめ、クラブ事務局から下記注文受付フォームで注文することになっていますので、
よろしくお願いいたします。（詳細は注文受付フォームに記載）
◇注文受付フォームhttps://goo.gl/forms/xFB3DInlk1c7ViG83
問合せ先：日本事務局業務推進・資料室（rijpnpi@rotary.org）

■後期地区委員会総会開催
　1月21日、郡山ビューホテルに於いて「後期地区委員会総会」が
開催され、地区委員・地区役員 114 名が出席しました。前期の成果
と反省および後期の事業計画について委員会毎に分科会を行ったあ
と、各委員会から後期の活動について発表がありました。
　その内容については、ガバナー月信 3月号に掲載いたします。

■2019-20 年度　ガバナーノミニー確定宣言
　ガバナー月信１月号（Vol.7）に掲載したガバナーノミニー指名に対する対抗候補者推薦案は、締切日
の 1月18日までに提出されませんでした。
　これを受け、地区ガバナーノミニー指名委員会（酒井善盛委員長）は、規程第 5 条第 6 項により、
芳賀裕（福島中央 RC）氏を2019-20 年度ガバナーノミニーに決定したことをお知らせします。
（芳賀氏の経歴等につきましてはガバナー月信 1月号をご覧ください）



1: 変更した
10,000 円を0 円に
20,000 円を賛助金として 10,000 円に
20,000 円を0 円に
30,000 円を10,000 円
30,000 円を0 円に
50,000 円を0 円に
50,000 円を30,000 円
50,000 円を運営協力金 50,000 円
3: 決めていない
20,000 円
30,000 円
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1
2
1
2
1
1
1

1
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3
1
1
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原町
相馬
富岡
南相馬
飯坂
福島東
川俣

だて西
福島しんたつ
いわき小名浜
いわき平東
郡山南
郡山アーバン
郡山コスモス

福島
福島南
福島西
福島２１
喜多方
会津若松南
会津若松城南

白河
須賀川南
三春
滝根
小野

1: 変更しない
2: 変更した

3: 決めていない

祝日のある週は休会
月3 回とした
月2 回

2: 現状維持
0 円
10,000 円
20,000 円
30,000 円
30,000 円　名称変更：実費負担
50,000 円
60,000 円
無回答

1
1
1
4

3
1
2

1. 貴クラブではその結果を受けて細則変更を行いましたか。また細則変更を行う為の会合を何回開催しましたか。
2017 年 2 月頃会合を開く予定
2017 年 4 月頃会合を開く予定
今年度中に細則変更を行う予定

2. 例会開催回数について
2016-17 年度から月2 回　第 2/ 第 4
例会開催回数　月3 回　第 1・第 2・第 4 週
地区内や分区内の状況を見ながら検討。
昨年度例会数　40 回、今年度例会数　36 回

3. 例会の曜日と開始時間について
水曜日　12::00 ～
回数の変更はあるかもしれないが、曜日と時間に変更は無いと思われる。

5. 今回の規定審議会では必要に応じて例会を変更または中止する事が可能となりました。どのような時に例会日の変更を中
止する事にしましたか。
一般に認められた祝日がある場合を取消とした
例会は基本毎週となっているが、被災状況のため 2011 年度より月1 回だったが 2016 年度より月2 回例会を目標に活動し
ている。理事会などで予定された例会を状況に応じ協議し、変更等の対応で例回数を維持している。

6. 奉仕プロジェクトまたは社交行事を「例会」とみなす事が可能となりました。どう対応しましたか。
奉仕ＰＪの場合　：当クラブは会員数が多いので奉仕活動を例会と捉えるのは難しいこちらは、メーク( 補填 )とみなす
他クラブとの合同開催の場合：他クラブが例会と見なしている場合こちらもメーク( 補填 )とした
奉仕プロジェクトは十分例会として認めるべきとの委員会・クラブ協議会の意見であり、懇親会については炉辺会合の雰
囲気もあるとの事で、最終的に理事会で、奉仕プロジェクトのみを例会として認めた。今後、また、意見を聞く必要がある
と感じている。
会員が県内外に避難しているために、100% 出席は不可能な状態、クラブ存続のため維持することを課題としての活動に
終始している状況。特にコミュニケーションを諮ることを重視している。
それぞれを例会とみなすと, 逆に出席率が下がるのでは無いか？例会以外にするとメイキャップ同様に補填されるので無理
に例会扱いにしなくとも良いのでは？
「質問」例会時間の中で 30 分例会、閉会点鐘した後 30 分でクラブ協議会をした場合の出席者はメイキャップ同様に扱
えるのか聞きたい
奉仕活動や姉妹・友好クラブとの親睦交流活動においては従来より例会とみなしていた。

7. 出席要件、または出席要件を満たさなかった会員の終結に関する方針を緩める（または厳しくする）事が可能となりました。
左欄を選択し、右欄に具体的な考えを記入して下さい。
ロータリーの未来の目的を果たすため現状維持が望ましいと思う
現状維持。厳しくすれば退会に繋がり、緩くすれば起立が乱れる。

8 会員種類に関する柔軟性について
シニア制度を取り入れる事とした。

9.ローターアクターの二重会員身分（ロータリーに同時在籍が可能）について
対応出来る環境に無い

10. 入会金について
60,000 円
入会金 20,000 円を0 円にした。

その他　
入会金について制度がいろいろと変化してきているが、クラブ同志の選択によりまちまちになることは「四つのテスト」に照ら
し合わせても正統といえないのでは無いか。統一性は必要ではないのか。クラブ間競争になりかねない。

5: 例会日の変更

10: 入会金

【文書回答】

2016 年 12 月9日現在
運営（戦略＆IT）委員会
委員長　平井 義郎



開催回数 1
7
3
8
0
0
1
5
5

全体会議
委員会
理事会
全体会議
委員会
理事会

開催回数 2
4
0
4
0
0
1
0
0

開催回数 3
1
2
2
0
0
0
0
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1. 貴クラブではその結果を受けて細則変更を行いましたか。また細則変更を行う為の会合を何回開催しましたか。

変更した

変更しない

開く予定
予定は無い

現状維持
18（69％）

曜日の変更
5（19％）

時間の変更
2（8％）

決めていない
1（4％）

2. 例会開催回数について 2. 例会開催回数について

69%

19%

8%
4%

決めていない認めない（現状維持）例会として認めた

緩める
2（8％）

現状維持
22（84％）

厳しくする
0（0％）

わからない
2（8％）

7. 出席要件、または出席要件を満たさなかった会員の終結に関する方針を緩める（または厳しくする）事が可能となりました。
　 左欄を選択し、右欄に具体的な考えを記入してください。

■現状維持
■曜日の変更
■時間の変更
■決めていない

変更しない
18

変更した
0

決めていない
0

奉仕プロジェクト
社交行事

例会として認めた
14
11

認めない（現状維持）
7
8

決めていない
5
6

新たな会員種類を作る
1（4％）

現状維持
15（58％）

決めていない
10（18％）

現状維持
24

曜日の変更
0

時間の変更
2

決めていない
0

3. 例会の曜日と開始時間について

1 時間
26

変更後の例会時間
0

決めていない
0

4. 例会の時間について

6. 奉仕プロジェクトまたは社交行事を「例会」とみなす事が可能となりました。どう対応しましたか。　

5. 今回の規定審議会では必要に応じて例会を変更または中止する事が可能となりました。
　どのような時に例会日の変更を中止する事にしましたか。

 

■ 開催回数1　　■ 開催回数2　　■ 開催回数3

全体会議 全体会議委員会
変更した

委員会
変更しない 開く予定 予定は無い

理事会 理事会

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 ■ 奉仕プロジェクト61　　■ 社交行事02

16

14

12

10

8

6

4

2

0

8. 会員種類に関する柔軟性について

入会を認める事にした
1（4％）

入会を認めない事にした
2（8％）

決めていない
23（88％）

9. ローターアクターの二重会員身分（ロータリーに同時在籍が可能）について

新たな会員種類を作る
1（38％）

変更した
10（50％）

決めていない
3（12％）

10. 入会金について
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青少年奉仕委員会報告オータムキャンプ インターアクトクラブ国際理解研修会報告

　2016 年 12月9日（金）、10日（土）、郡山市熱海町の清稜
山倶楽部を会場にインターアクトクラブ国際理解研修会が開催さ
れました。参加校が 15 校、インターアクターが 101 名の大研修
会となり、佐藤喜市郎青少年奉仕副委員長、寺西英之福島 21
ロータリークラブ会長の挨拶の後、ホスト校である桜の聖母学院
高等学校の進行により、下記の通り進められました。
【第1日目】
テーマ　国際理解
国際ボランティア講師
〇小玉 直也氏（NPO法人アースウォーカーズ）
福島・ドイツ高校生交換プロジェクト活動を主催。

内容：ドイツへの留学の勧め、Skypeで交流しているドイツ高校生と難民問題などについて討論。
〇高遠 菜穂子氏（Free lance エイドワーカー）
イラク支援、難民問題に取り組み、2004 年イラクで武装勢力に拘束、後に解放される。
内容：イラクの現状と現在の日本は情報鎖国、一国平和主義ではないはずと訴える

テーマ　英語講座
〇芝原智幸氏（神田外語大学教授）

【第2日目】
テーマ　お菓子を通して異文化理解
〇講義　藤平明彦アンドリュー先生（米）桜の聖母短期大学
福島大学留学生による自国フルーツ自慢
2016 年青少年交換留学生のレヒーナさん（メキシコ・福島中央RC提唱）も参加。
〇ワークショップ　三瓶千香子先生（桜の聖母短期大学）
お菓子の30 秒 CMの作成。

　2日間に及ぶ研修会は、スタートから熱気にあふれ、アクター
の皆々は、積極的に意見交換し和気あいあいと、他校の仲間た
ちと感動の研修会となりました。今回の研修会で一番驚いたこと
は、日本で一番人気のあるお菓子が『じゃがりこ』だということで
した。

青少年奉仕委員会
インターアクト委員会委員長
鈴木 かおる（郡山アーバンRC）

青少年奉仕委員会
青少年交換委員会委員長
佐藤 治良（喜多方RC）

　今年度のオータムキャンプは、11 月 12 日（土）～13
日（日）に東京のディズニーランドと浅草で行われました。
今回は引率者のロータリアン、ローテックス（派遣学生
OB）9名、インバウンド学生 2名、計 12 名の参加でした。
インバウンドはイネスさんとレヒーナさんです。二日間とも晴
天に恵まれ、また 15 年前に交換学生として海外に行っ
ていたローテックスも参加してくれ、楽しいキャンプでした。
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11月23日、第2530地区米山学友会が主催する「奨学生体験発表会」
が郡山市内で開かれ、奨学生と学友 20 人のほか、当会常務理事の
武田和夫氏、よねやま親善大使の金福漢さん、同地区佐久間英一ガ
バナーをはじめロータリアンら総勢約 70 人が出席しました。奨学生は
各自学びの成果や、故郷の紹介、将来の夢など思い思いのテーマで
発表、ロータリアンは興味深そうに耳を傾けました。また、よねやま親善
大使の金福漢さんは、自身が経営する福祉施設で作ったさまざまな絹

糸を見せながら、「同じ絹糸でも、製法によって見た目も手触りも全く違う。
人間もこれと同じで、互いの国籍、肩書などでその人を判断することなく、
実際に触れ合うことを大切にしてほしい」と、語りました。 この日は朝早く
から、奨学生・学友のほか、チンタカ・クマーラ会長の教え子のみなさ
んが協力して母国の手料理を準備しており、作りたてのフォー（ベトナム）、
水餃子（中国）、ホーショール（モンゴル）、キリバット（スリランカ）などがテー
ブルいっぱいにふるまわれ、全員で舌鼓を打ちました。 

ロータリー米山記念奨学会へのご寄付は税制優遇を受けることができ、「税額控除」
か「所得控除」いずれか有利な方式を選択できます。今年 1～12月に寄付をした方
には、来年 1月末までに申告用領収書をクラブ経由でお送りします。12月30日
（金）当会着金分までが対象です。

【寄付金速報 ― 米山月間のご支援に感謝いたします ―】

【2017年の年賀状は現役留学生がデザイン】

【全国学友会会長セミナー開催 ―地区を越えた連携へ― 】

【韓国米山学友会が総会を開催 ―日本人留学生支援も開始― 】
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タイ王国チェンライ県訪問記（WCS寄金補助金事業報告）
いわき平中央RC　田久昌次郎

　2016年11月10～15日、青木喜三郎会長以下3名の会員でタイ王国チェ
ンライ県を訪問しました。その目的は本年度、滝根ロータリークラブと共同で
進めたWCS補助金による「アカ族子ども寮改修整備事業」の完成を確認
するためです。残念ながら、滝根 RC会員の参加は適いませんでしたが、
10日の深夜に羽田空港を飛び立ち15日の早朝には戻る3泊 5日の強行ス
ケジュールのなかで、充実した活動を行うことができました。訪問時は、故・
プミポン国王の喪に当たり、チェンライの街のなかにも悲しみが立ち込めてお
りましたが、東日本大震災以降、当クラブが続けてきたタイ少数民族への識
字向上支援が結実しました。
1日目は、翌日予定のダムロン高校 JAPANDAY（チェンライ県内の高
校日本語科生徒を対象とする日本文化紹介イベント）の準備を、同行
の日本人ロータリアン20 数名と行いました。
2日目の JAPANDAYは、総勢 200 名以上の参加者を得て、習字や日
本のイメージを団扇に描いたり、また母親へのプレゼントを包装紙で綺
麗に装うブースや日本人細胞アーティスト原画を使った塗り絵、さらには
日本食（寿司やそばなど）を一緒に作り舌鼓を打ち合いました。
3日目は、アカ族の子どもが通学のために暮らす「若竹寮」を訪問し、カレーライスの炊き出しに参加しました。少々説
明すると、アカ族は文字を持ちません。アカ族の子どもたちがタイ社会で自活するためにはタイの学校に通う必要があり
ますが、山岳地帯には学校はなく、親元を離れて暮らす「若竹寮」のような施設が学校の近くに用意されています。
そして、それら施設運営の大半はアカ族出身の篤志家に委ねられています。カレーライスは、彼らにとっては、日本人
ロータリアンによる滅多にないご馳走となります。

　最終日は、訪問の最大の目的である「バーン・センスック寮」改修竣工式に参加しました。WCS補助金を活用し、改
築が実現した47名の子どもが暮らす通学のための寮ですが、今回の訪問では、同様の施設をいくつか見聞して来ました。
確かに、図書室、談話室、そして女子が生活する一室の環境整備を実現することができたのですが、一方で、同じ施

設内にまだ手つかずの箇所・設備があることも目
にしました。加えて、他のアカ族寮と比べると、み
すぼらしく「まだまだ終わっちゃいない」と実感しな
がら、慌ただしく帰路についた次第です。
　青木喜三郎会長以下 31 名の会員は、これか
らもタイ少数民族への支援を続けます。

申告用領収書は来年1月にお送りします 

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
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新会員紹介・物故者案内 12月の会員数報告

※7/1 現在会員数には7/1 入会者（7名）を含む。

茨木　龍信
（享年92歳）

県南分区 白河南 RC
2016 年 11月7日ご逝去
入　会：1998 年 7月入会
1998-1999 年：会長（初代）
ロータリー歴：18 年

県南分区 須賀川ＲＣ

磯海　雄介
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

11月7日
公認会計士
税理士法人 テルス

会津分区 会津若松ＲＣ

佐藤　正二
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

12月1日
普通銀行
㈱東邦銀行 会津支店

県中分区 三春ＲＣ

宗像　俊樹
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

12月16日
燃料販売業
㈱宗像清商店

会津分区 会津若松ＲＣ

佐藤　俊材
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

12月1日
バス事業
会津乗合自動車㈱

12月
新会員

11月
新会員
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