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言行はこれに照らしてから
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2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるか　どうか 

ロータリーの目的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある :

第 1　知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること ;

第 2　 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕
する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること ;

第 3　 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕
の理念を実践すること ;

第 4　 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和
を推進すること。

付記 :「ロータリーの目的」の 4つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動を起こさなけれ
ばならないものであるということで、RI 理事会の意見が一致している。



ガバナー挨拶
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　いよいよ12月となりました。公式訪問、地

区大会も無事終了し、皆様のご協力にただただ

感謝の心持ちでいっぱいです。たくさんの素晴

らしいロータリアンとの出合いの連続であり、

ロータリーに対する自信と誇りを持つことがで

きました。

　それに対して、自分が地区ロータリアンの皆

様に対して、ロータリーの素晴らしさをどれだ

けお伝えできたかと思いますと、元気だけがと

りえで、中味がともなっていないことに気づき

ました。同期でありました第2750地区の故小

粥定美ガバナーエレクトの「まじめにやろうよ

ロータリー」のことばを思い出しました。自分

も素晴らしいロータリアンになりたいと思いま

した。

　ゲイリーC.K.ホァンRI会長の①会員増強、②

ポリオ　ロータリーデー、地区としてCLP化へ

の取組みは前進しておられることと思います。

　ポリオ　ロータリーデーもガバナー事務所で

作成したポスターがよく使われ、皆様のご協力

に感謝致します。私もガバナーとしてポリオ

募金に挑戦中です。現在、29,000円、58名の

方々に500円ずつ協力してもらいました。業界

の集まりで初めて皆様に声をかけたのですが、

大変勇気のいることでした。皆様のご努力を身

をもって体験しているところです。ともに前進

しましょう。

　12月は、家族月間となっております。ロー

タリーの行っている活動、行事を通じて家族と

地域社会への献身を示すように奨励されていま

す。今年度は特に、エンドポリオをお願いして

ください。ポリオ撲滅宣言まであと4年しかあ

りません。その時を楽しみに、今、努力いたし

ましょう。

ライトアップロータリー ハッピークラップ ありがとうロータリー



私のロータリーモメント

そこそこ、私なりのロータリーライフでした。
　そんな中、「しもぬりよロータリーは楽しいが
ね他の会も入っているけど俺ここが一番楽しい
よ」と語る橋口君の姿がありました。彼は本当に
熱心でした、例会出席は勿論の事、炉辺会合やそ
の他の集まり等ほとんど顔を出していました。熱
心さゆえ、時には先輩諸氏と討論になり、ハラハ
ラする時もありましたがそこは人生の先輩ニコニ
コ微笑ながらヤンワリ軌道修正、さすがであり
ます。しかしながら、いつのまにか彼は、ロータ
リーに必要不可欠の存在となり、会長職もとても
早い時期での就任と成りました。そして、その後
はSAAが彼の活躍の場となり、「俺、頼まれたら
出来る事何でもするよ」が彼の口癖となりその後
の会長氏は随分彼に助けられました。
　そこで、
エピソードONE
テーマは、新世代奉仕とかき氷の話。
　ちびっ子サッカー大会を開催する事となりまし
た。彼曰く「試合が始まったら、我々ただ見てい
るだけだよ。何か喜びそうな事しようよ。予算が
少し欲しい。かき氷の機械借りて来るから、クラ
ブは氷と蜜を負担してよ、ほんの少しの予算で無
邪気に喜ぶ顔観たいでしょう」結局、それだけで
終わらず、色々サービスしましたが、当日彼の生
き生きとした姿を思い起こされます。
エピソードTWO　　彼とゴルフと神様の話
　ロータリーの方々は、ほめ上手、乗せ上手の集
まりです。彼もロータリー親睦ゴルフを通じて、
ゴルフが大好きになりました。某年某日神様が微
笑みかけました。喜入カントリー最終18番パー
5、1打真っ直ぐ一直線グリーン向かっていきま
した。今日1番のドライバー2打目ユックリした
スイングから帆を描いて飛んで行きます。間違い
なくグリーンを捉えています。バーディーは間違
いなく頂きです。でもあれ! なんで! ボールが無
い! グリーン周りにも見当たらない! なんで! おか
しい! どうして! もしかしてまさかそんな事カッ
プ覗きました! ありましたあぁアルバトロスやら

私のロータリーモメント
～龍二と素敵な仲間たち～
　♪～手にてつないで～～～♪♪　年末恒例
ロータリー家族クリスマス会いつものように
いつもの歌が流れいつものように今年もあと僅
か・・・・・ゆったりとしたひと時が流れる中、
今年の家族会も終わろうとしていました。
そして　いつものように進行役を明るく果たした
橋口君が輪の中心にいました。
　ただ私は、いつものように手を振りながらも、
二週間前の還暦同窓会の席上、彼らしく努めて明
るく語った「俺抗がん剤やめたんよこれから気力
で癌をやっつくっで応援してね」その事を思い出
しながら「龍二キバレネ俺もお前に負けないよう
頑張っでね」そんな独り言を呟きながら輪の中に
いました。しかしながら、橋口龍二ロータリアン
は明けて3月素敵な仲間たちや同級生そして多く
の方々に見守られ旅立ちました。
　今回、月信に投稿の機会を得られました。想い
出、そしてこれからのロータリーへの想いを記さ
せて頂きます。
　それは、1991年青年会議所新年会に遡りま
す。前年会議所の理事長を無事に終え、ホットし
た気持ちで酒を酌み交わしている処へ先輩が話に
来られロータリーへの誘いを頂きました。
　私がその会のメンバーに相応しいかどうかの思
いもありましたが、同級生であった橋口君、迫田
君と共に「年も若いけど三人一緒ならなんとか
なるかも!」そんな軽い気持ちで入会しました。
入会してびっくりしました! あんなに出席率に拘
る集まりとは!。当時、良く熱心なメンバーから
云われました「あのね仕事が出来る人ほど時間を
有効使っているんだよ忙しい？みんな忙しいのだ
から! そこを工夫しないと!」若い頃です。「そう
いっても優先順位がありますよオジサンたちと
語っても、まぁ楽しさもほどほどそこそこだし
…」先輩諸氏のご助言はご助言として、ほどほど

指宿RC　下温湯　正弘
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いょでもチョイまてょ、今日はノーキャディーや
らいょ神様は少しだけ微笑みかけました。
　人生これから、娘4人が結婚して孫に囲まれ
ながら、穏やかな60代70代を思い描いていた矢
先、還暦の年での逝去でした。少し早すぎた終
焉でしたが、彼なりに精一杯駆け抜けた人生であ
り、24年に亘る素晴らしいロータリー人生でし
た。私もそうですが、おそらく他のメンバーに
とっても、長く記憶に留めるロータリーアンであ
ります。
　我々は、来年、創立50周年、再来年ガバナー
を輩出し地区大会を予定しています。彼の姿が有
あれば、どんな活躍をしてくれるだろうと思わず
にはいられません。ただ彼が生前、記念誌は当日
発行にしよう。その方が多くの方々に読んでもら
えると話していました。そしてそれは、実現しよ
うとのメンバーの意思があります。彼の口癖「俺
ね、ロータリー大好き!」今も心地よく心に響き
ます。
余禄
　私実は、再入会組になります。昨年、帰って来
ました。四年ぶりの出戻りであります。帰ってき
て新年度クラブ研修リーダーを拝命しました。
　ここは、当クラブの面白い特色でも有ります。
しっかりやらねば彼に笑われるような気がしてい
ます。
　先日、クラブ研修リーダー・幹事研修セミナー
に出席しました。久しぶりの地区の会議に出席し
て、ロータリークラブも新しい方向を目指してい
るような発見がありました。
　少子高齢化、女性の社会参画、地方創生、この
事を前向きに捉え、テキストの冒頭にありまし
た。「社会で生き残るのは、強いものでも、賢い
者でもない、変化に柔軟に対応出来る者である」
（ダーウィン）
　国際ロータリーの基本である、親睦、高潔性、
多様性、奉仕、リーダーシップを念頭に於きなが
ら、それを実現するため、我々に柔軟性が求めら
れ、手法として従来の発想に捉われない理事会、

委員会構成や奉仕活動のあり方、検証方法の研鑽
が推奨されているような気がしています。
　もちろん、対応力の柔軟な若者と比較して、保
守的ですが、慎重故可もなく不可もなく過ごして
来た実績、自負もあります。要は、そこのバラン
スを比較検討しながら、しかし、少しづつでも確
実に変化する事ではないでじょうか。
　微力ながら、私も努力をかさねて参る所存であ
ります。
　結びにあたり、今回貴重な機会を与えて頂い
た、田中ガバナー始め編集に当たられる関係者各
位に深く感謝申し上げます。

「ロータリーに入って感動したこと」
　皆様今日は。只今ご紹介いただきました加治木
ロータリークラブの池﨑でございます。歳だけは
重ねていますが、ロータリー暦はこの10月で満5
年です。
　本日は、このような場で、私の思いの一端を
述べさせていただくことは、誠に名誉なことで
感謝申し上げます。国際ロータリーのゲイリー
C.K.ホァン会長や田中ガバナーが、私共ロータリ
アンに訴えておられる「ロータリーに輝きを」
は、先ずは自分を磨くことだと受け止めていま
す。古代の装身用・祭祀用の勾玉も自らを磨い
て始めて輝きを発するものです。以下、「ロータ
リーに入って感動したこと」について、来し方を
思い浮べながら発表致します。
　振り返ってみて、毎日が感動の連続です。私
は、林業関係の公務員でした。昭和63年に函館
で退職し、終いの住処と定めていた旧加治木町に
帰省してからも、霧島神宮の林業技師や鹿児島
県木材・銘木市場の専務として、林業一途の職業
人でした。その後、平成21年7月には全ての職を
辞し、これからは地元への恩返しの人生だと肝に
銘じながら、自治会や長寿会等からの役員就任の
打診を受けている最中に、近所のかかり付けの山

加治木RC　池﨑　喜八郎
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私のロータリーモメント

姉妹盟約を結んでいる岩沼クラブの所在地区も
言語に絶する被害を受けられ、同市の南浜中央病
院へ福祉車両を援助することとしました。あの翌
朝、病院の屋上からSOSの人文字で救助を求めて
いる生々しい状況がテレビで放映された病院でし
た。台湾の姉妹クラブ、員林西南クラブや帝塚山
ロータリークラブ等からも、早速援助協力の申出
があり、平成24年4月27日には、福祉車両目録の
贈呈式に臨みました。震災の惨状は1ヶ年後とは
云え、想像を絶するものがありました。しかし、
地元の方々の復旧・復興の足どりの確かさには力
強さを感じました。ここでも、ロータリーの絆の
強さを痛感しました。南浜中央病院の高階院長先
生の医師として患者を思う決意にも感動を覚え、
我々は末長く復興の足どりを見守ることが大切だ
と肝に銘じながら帰途につきました。
　その外、台湾員林西南クラブや延岡クラブ等
の設立記念式典にも参加する機会があり、夫々の
「おもてなし、親睦の深さ」にも感動をうけまし
た。異業種の人々が集まり30年或いは60年の「来
し方」「行く先」を語らう光景は他の集会では味
わえない人生の思い出ではないでしょうか。
　振り返ってみて、ロータリーに入会して一番得
をしているのは、私自身だと感謝の日々です。こ
れからの高齢化社会を見据えて思うことは、第
一線の職業人を辞して居場所を見失いかける人
も増えるのではないでしょうか。元企業のオー
ナー、経営者、各職場の管理職経験者等、「本人
自身のためにも、さらには世界平和のためにも」
入会を誘う必要性を思うこの頃です。最後になり
ますが、田中ガバナーが先日の南日本新聞紙上で
「陰徳」の功罪について述べておられました。私
も「陰徳あれば必ず陽報あり」と教わった年代で
すが、今日のグローバル世界では陰徳のみではコ
ミュニケーションがとれません。堂々と我々の行
動と心情を訴えて行くべきときです。ガバナーの
一言に奮起しました。「受けた感動から与える感
動へ!」を結びの言葉とします。有難うございまし
た。

王内科の先生から、ロータリーへの入会の誘いが
ありました。正直、びっくりしました。私なりに
は、ロータリークラブとは、実業人や医師・弁護
士等専門職的な職業人のサロン的な集りだと思っ
ていました。私は、函館在勤時代に地元のロータ
リークラブの例会に招かれて卓話の機会を与えら
れたことがあります。国有林野事業の現状につい
てお話しした記憶があります。そのときの雰囲気
もカレーライスを食べながらのサロン的な雰囲気
でした。そう云う理由から、私には身分不相応だ
との思いから断っていました。しかし、遂に先生
の再三の勧誘を受け入れました。平成21年10月の
ことでした。最大の理由は、地元の異業種の方々
との付き合いと、そこから得られるであろう生き
た情報への期待と社会奉仕にいくらかでも加担で
きるかと思ったからでした。
　入会式では宣誓を行いました。文言の中に「例
会を自己研鑽の場と心得て・・・」とありまし
た。又そのとき戴いた「四つのテスト」の額縁に
は、真実か、公平か、好意と友情を深めるか、み
んなのためになるか、とありました。自己研鑽、
真実か、公平かの言葉には、今でも鮮烈な衝撃が
走ったことを覚えています。感動・感激の第一波
でした。当日の日記には感動・感激の一日だった
と記しています。
　その後、年月の経過と共にロータリーの目的と
か、奉仕の理念等について、おぼろげながら自分
の血肉の一部として吸収し続けています。人生は
相応の居場所が有り、毎日自己研鑽の日々で、さ
さやかなりとも、世間のため、世界平和のために
貢献しているとの誇りを持てる時程至福なことは
ないと思います。ロータリーはその居場所と自己
研鑽の時空を与えてくれ、ポリオ・プラスのプロ
グラムに加担しており、正しく感動の日々です。
又、平成24年11月の地区指導者育成セミナーで
は、シェルドンの話しから「他人にしてもらいた
いことを他人にせよ。他人に奉仕をすれば利益が
得られる」との奉仕の哲学を学びました。
　平成23年3月11日の東日本大震災では、私共と
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END POLIO NOW （財団ニュース2014年 11月号より抜粋）

【ポリオのない世界のための奉仕賞】
　ポリオ撲滅のために大きな貢献をしたロータリアン
に贈られる賞です。こちらは、締め切りが11月1日に
迫っています。

【10 月 24 日  世界ポリオデー】
●ユニセフ・世界ポリオデー2014 企画展
　『ポリオのない世界へ』
　10 月 20 日（月）から11月14日（金）まで、ユニ
セフハウス 1 階展示場スペースにて、ユニセフ東京事
務所と公益財団法人 日本ユニセフ協会による企画展
「ポリオのない世界へ」が開催されています。また、こ
ちらで紹介されているイン ドの記録映像では、ロータ
リーのポリオ撲滅活動についても言及されています。
●世界ポリオデーのライブストリームイベントを観よう
　シカゴで24日の午後 6時半（日本時間10月 25日
午前 8時半）から、専門家による講演や有名人のパフ
ォーマンスを交えたライブストリームイベントが開催さ
れました。
●世界ポリオデーシンポジウム
　10 月24日（金）には、一般財団法人 JIGHの主催
で、世界の子どもたちのためにポリオ根絶を目指す議
員連盟 、ゲイツ財団ら共催、国際協力機構（JICA）、
外務省、財務省、厚生労働省、GPEI（WHO、ユニセフ、
米国疾病対策センター、ロータリー）、米国国際開発
庁（USAID）の後援で「スマート・エイドとポリオ根絶」
と題したシンポジウムが行われました。ポリオ根絶に
向けた日本のリーダーシップ、保健システム強化を含
めた幅広い取組み、そしてスマート・エイド（賢くイン
パクトの出る分野に資源を活用すること）等の重要性
について活発な議論がなされました。ロータリーの貢
献についても取り上げられ、ポリオ撲滅に向けた最後
の一押しを喚起する貴重な機会となりました。

【息を抜いてはならないポリオ撲滅】
　西アフリカに発生したエボラ出血熱が猛威を振い国
際社会に脅威を不えていますが、同じ感染症のポリオ
の発 症は激減してポリオへの関心が薄らいでいます。
ポリオ撲滅を寸前にして息を抜くことができません。ワ
クチン投 不を続けて絶滅しなければならないのです。
　ポリオは1988 年には世界125ヶ国で年間 35 万

人に発症例がありました。ロータリーが先頭を切って 
WHO、ユ ニセフ、米国疾病対策センター、ゲイツ財
団と連携し、各国政府機関の協力による撲滅活動の
結果、パキスタン、ナイジェリア、アフガニスタンの常
在国と常在国以外の発症合計が 247 件と激的に低下
しています。
　そのうちイスラム過激派の無理解によるパキスタン
での発症が210 件と突出しているのが気懸りですが、
今、2018 年のポリオ撲滅宣言への諸条件が整ってい
ます。
　「あと少し」です。ポリオを撲滅すれば、その後の 
20 年間に得られる経済効果は 400 ～ 500 億ドルと
算定されています。撲滅できなければ、今後 40 年間
に 1 千万人以上の幼児にポリオが発症するという状態
に戻ってしまいます。
　ポリオ終息に重大なる関心を抱き、不足する資金を
供給してポリオ撲滅宣言という偉大なる歴史的快挙に
立ち会い、世界中の人 と々喜びを分かち合いたいもの
です。

第 1 ゾーン ポリオ撲滅コーディネーター 
白　鳥　政　孝

【グローバルフェスタ JAPAN 2014】
　10 月 4 日（土）5 日（日）、外務省主催の日本最大
級国際協力イベント「グローバルフェスタ」が日比谷公
園で開催され、2 日目は雨天のため正午をもって終了
となったにも関わらず、2 日間で 77,546 人もの来場が
ありました。ロータリーも一般社団法人 JIGH（Japan 
Institute for Global Health）とポリオ撲滅をテーマに
共同でブースを出展し、学生やメディア関係、国際協
力に興味のある方など、多くの来場者に直接ロータリ
ーの活動をお話しすることができました。
　イベント関係者の中には、近年国民全体の国際協力
への関心が薄れてきていると危惧している人が多いよ
うです。そうした中、人々の関心を引き立て、私たち
にも決して無関係ではないグローバル課題の解決への
支援を呼びかけることは大切なことです。  今後も引き
続き、ロータリーの最優先課題であるポリオ撲滅への
取り組みを各々発信していけるよう、皆様のご協力を
お願いいたします。
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第３ゾーン　ロータリー公共イメージコーディネーター

RPIC　岩　永　信　昭
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・PR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。
■ 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
■ 「R ID2650  R o t a r y  D i n i n g20142015」　　
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AG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。

コーディネーターニュース12月号 （2014年 11月 12日配信）

公共イメージ向上のため先進地区に学ぼう
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第 2回地区運営委員会報告

開催日時／2014年10月26日（日）　会場／メインホテル　開始／13：00　終了／15：00

田中G 菊地PDG 秦PDG 伊藤PDG 長峯PDG 大迫PDG
野中GE 大重GN 尾形AG 押川AG 東AG 坂下AG
頴川AG 西村AG 川野AG 風呂井AG 上田AG 小園AG
名島AG 川原部門長 田上部門長 古木部門長 喜島部門長 永田部門長
水居部門長 安達広報・IT委員 上川VTT委員長 村上地区幹事
内野財務委員長 上村筆頭地区副幹事

出
席
者

【　議　　題　】

１．VTT 委員会事業報告について 

２．米山記念奨学委員会事業について

３．グローバル補助金申請について

　　①宮崎南 RC関係事業　②韓国第 3661 地区関係事業　③韓国第 3720 地区関係事業

４．都城地区事務所について

５．ロータリー平和センターへの寄付支援について

６．規定審議会提案について

７．日台交流促進について

８．その他

・ロータリー研究会について

・第 3ゾーン　ロータリー戦略計画推進セミナーについて

＊委員会に先立ち行われたガバナー補佐会議と部門長会議の報告
ガバナー補佐会議部門（報告者：田中ガバナー）
○ 戦略計画と効果的なクラブとなるための活動計画の指標の話題では、鹿児島中部分区内のあるクラブが、実際
に作成したところ、クラブの目標が明確になったとの報告があった。来年３月末には各クラブ会長エレクトが中
心となって、予定通り作成されるよう指導していただきたい。その他、地区大会の反省、ポリオ、増強について
報告を受けましたが、まずは前進していることの確認ができた。

部門長会議（報告者：村上地区幹事）
○クラブ管理部門：1回目の研修を無事に終え、続く２回目も２月22日に予定している。
○ 米山記念奨学会部門：今年の動きとして、12人対応が決定ということ。指定校は５校、既に29人の推薦が上がっ
ており、来年1月に選考を行い、2月に決定を予定している。また、奄美分区では3クラブ合同で米山記念奨
学生の卓話を実施した。大変好評で、米山記念奨学会への理解がより深まった。

○ 奉仕プロジェクト部門：地区大会において、交換学生・インターアクト・ローターアクトの紹介や発表の機会を
与えていただき、有難かった。11月8～ 9日にはローターアクトの地区大会と、インターアクトの九州地区大会
がそれぞれ行われるようになっている。国際奉仕・職業奉仕・社会奉仕の各委員会のセミナー等の企画がない
とのことで、現在委員長さん方へお願いがしてある。

○公共イメージ：別紙にて報告をいただきました。
○ 財団：7月2日の財団セミナー参加の報告を行い、次回年末のセミナーには各委員長にも参加してもらいたい
と考えている。8月には補助金セミナーを行ったが、参加者が少なかった。DDFの20％を拠出していくことを
決定した。
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○増強部門：現在の増強状況はプラス55名。地区目標184名に近づけるように更に努力していく。
【議　題】
１．VTT 委員会事業報告について　報告者：上川VTT 委員長
日本語とドイツ語の両方でまとめられた「ドイツVTT研修報告書」配布。最終的な報告を11月20日を締切に
報告したいとのこと。
田中ガバナー： 大迫年度の不足金の処理について、処理方法を含めたきちんとした会計報告をするよう依頼。
２．米山記念奨学委員会事業について　報告者：永田部門長
米山奨学金寄付状況：2013年 6月末現在、地区個人平均額が10,181円（455円増加）となり、1万円の大台を回復。
今後も全国平均15,000 円を目指す。
2014 年度活動と予定：（前掲：部門長報告参照）
鹿児島と宮崎の留学生の配分について各県 6人ずつとしての報告を認めることにする。
３．グローバル補助金申請について　報告者：喜島部門長
宮崎南 RCが蓮田 RCと協力して行う、タイ国北部地域の「学童村民コミュニティー館」改修増築支援に関する
申請の詳細について説明。
韓国第3661地区と韓国第3720 地区からそれぞれ要請のあった、グローバル補助金関係事業について説明。
田中G： 各ガバナー補佐は、担当するクラブへ姉妹クラブ等と協力して、グローバル補助金申請の検討を促しても

らいたい。
田中Gまとめ：韓国２地区から要請のあった件については、関係の皆様方と協議して返事していきたい。
４．都城地区事務所について　秦パストガバナー
都城地区事務所の位置づけを、はっきりさせさせなくてはいけない時期に差し掛かってきている。
田中G： 地区事務所がガバナー事務所を兼ねるというよりも、財団との関係で地区事務所が必要になっている状

況である。
秦 PG：特別に検討する委員会を設けて話し合い、具体的に野中年度で結論を出すべきである。
野中GE：固定化事務所には異論はない。会員皆さん方へ正式にお願いできないかと考えている。
田中G： 昨年の今頃の話しでは、地区固定化事務所が必要であることでは一致している。来年度からは人頭分担

金等で固定化事務所分は負担していただかないと、どうしようもできないところまで来ている。
喜島部門長： ロータリー財団は複数年度にわたり仕事が進められる。ガバナー事務所が毎年変われば、そこに勤

務する人も変わる。なれた方に従事してもらう必要があると感じている。
田中Gまとめ： 各ガバナー補佐の皆さんは、固定化事務所は財団の関係で必要であり、これを維持するためには、

人頭分担金をいただかないといけない状況になってきていることは、皆さんから申し送っていただ
いて、理解が深まるようにしてもらいたい。

５．ロータリー平和センターへの寄付支援について
６．規定審議会提案について　秦パストガバナー
規定審議会の説明や提案方法、過去の事例等の紹介があった。その後、田中ガバナーは規定審議会への提案
を聞かれた。今回の規定審議会における地区からの提案事項は無しとすることになった。
７．日台交流促進について
山下 PGからのご提案に際し、意見を聴取した。
予算の裏付けのない交流は、やがて消滅していくと思う。固定化事務所経費等で分担金値上げが生じるなかで、
これ以上は難しいのではないか。
田中Gまとめ：早急にはできないが、このことは頭の隅に残しておいて、チャンスがあれば進めたい。
８．その他
古木部門長より： 青少年交換のオリエンテーション（福岡・長崎・佐賀地区と一緒に）を鹿児島地区で行うことに

なったことで、別途12万円費用が必要になった。
菊地 PG：地区の出席率向上に寄与する為に「ワンコインメークアップキャンペーン」をご紹介された。
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トピックス

国際ロータリー第2730地区　主な行事実施予定一覧
日　　程 行　　事 時　間 場　　所 摘　　要

2014年 12月12日 金 青少年交換鹿児島
オリエンテーション レインボー桜島他 D2700、2740地

区合同

2015年

1月17-18日 土・日 宮崎県中部・北部分区ライラ 13:30 シーガイア
コンベンションセンター

1月18日 日 第2回地区連絡協議会・RA委員会 霧島市国分予定

1月25日 日 RLI　パートⅢ　卒後コース 9：00 メインホテル

2月14-15日 土・日 地区チーム研修セミナー ホテルメリージュ延岡

2月22日 日 クラブ研修セミナー 10:30 メインホテル

3月7-8日 土・日 会長エレクト研修セミナー キャトルセゾンマツイ

3月14日 土・日 宮崎県インターシティー
ミーティング 13:30 シーガイア

コンベンションセンター

4月 26日 日 第 3回地区連絡協議会 霧島市国分予定

5月 24日 日 地区研修・協議会 野口記念館他

5月 30-31 日 土・日 第 44回地区RA幹部研修会 霧島市国分予定

10月 16-18 日 金・土・
日 2015-16 年度地区大会予定 延岡総合文化センター他

▲ H26年11月　南日本新聞 掲載

▲ H26年10月
南日本新聞 掲載

◀ H26年10月
宮崎日日新聞 掲載

前国際ロータリー会長田中作次氏をお迎えして下記の
とおり開催致します。
日時：平成 27年 3月 14 日（土）　13：30 ～ 16：15
場所：シーガイア・コンベンションセンター
＊詳細は実行委員会まで（宮崎中央 RC 平松寛会員）

宮崎全県IM（都市連合会）のご案内
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10月の寄付金傾向

公益社団法人ロータリー米山記念奨学会



文 庫 通 信文 庫 通 信

ロータリー文庫
〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15黒龍芝公園ビル3階　開館.午前10時~午後5時　休館.土・日・祝祭日

TEL.03-3433-6456　FAX.03-3459-7506　http://www.rotary-bunko.gr.jp

　「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。

【327号】

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）
◎「ロータリー俱楽部を善用せよ」  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 ]
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■丹羽　満　　（延岡RC）
■宮田　安司　（延岡東RC）
■戸田　守造　（延岡東RC)
■安藤　幸市　（日向RC）
■魚住　大二　（宮崎RC）
■脇元　信幸　（宮崎西RC）
■井上　竜志　（宮崎南RC）
■草田　哲也　（宮崎中央RC）
■入佐　広登　（小林RC）
■水間篤大朗　（小林中央RC）
■森山芳太郎　（都城RC）
■戸高　豊文　（Japan Current E-クラブ）
■有村　剛　　（出水RC）
■野添政一郎　（阿久根RC）
■神崎　秀輔　（国分RC）
■河村　洋一　（国分RC）

■川﨑多鶴子（延岡東RC）
■坂之下育年（宮崎北RC）　名誉会員
■小村賢一郎（宮崎中央RC）
■石﨑雅也（川内RC）
■亀之園吉春（指宿RC）
■染木幸夫（きもつきRC）
■岩切豊（鹿児島西RC）
■竹山太一（鹿児島北RC）

●退　会　者
●おつかれさまでした。

●入　会　者　
●おめでとうございます。

訃　　報
謹んでご冥福をお祈り申し上げます

鹿児島西RC
岩　切　　豊
享年64歳
10月24日 ご帰幽
ロータリー歴 15年

月信 11月号訂正して
お詫び致します。
誤：富賀見　聡
↓　（都城中央 RC）
正：富賀見　聡
　　（都城北 RC）



12



Rotary My Life  ~ 我がロータリーの歴史 ~

　私は昭和49年4月、青年会議所時代からの先輩
であった外山勝会員（故人）よりお声がかかり入
会いたしました。
　入会当時の都城ロータリークラブは、島津久厚
パストガバナーをはじめ都城を引っ張っていらっ
しゃる財界の先輩方が大勢いらっしゃり、入会3
年間は緊張して例会で何も話せずにおりました。
　その後、例会の雰囲気にも慣れ、多くの先輩方
から貴重なお話を聞く機会に恵まれました。イン
ターネットなどが普及するずっと前の時代でした
ので、各界の先輩方のお話は情報・知識としても
大変貴重なもので、例会の時間がだんだん楽しみ
になってまいりました。
　当時の地区大会も楽しみの一つでした。当初は
九州合同で地区大会を開催していましたので、九
州各県に仲間ができ、毎年の交流が待ち遠しいく
らいでした。また、ロータリーメンバーと親しく
なった後、他の会合で先輩会員とお話しすると、
周りの方たちの目が違いました。特に島津パスト
ガバナーとお話しした後は「すごい方とお知り合
いですね。」と言われ内心とても誇らしい気分で
した。これは他の会員方も一緒の気持ちだったと
思います。
　残念ながら島津パストガバナーは当クラブ60
周年を前にお亡くなりになりましたが、ロータ
リーのスーパースターと言うべき方と40年近く
ロータリークラブでご一緒できたことはわが人生

の誇りです。
　島津パストガバナーは「ロータリークラブは
ジェントルマンの道場である」と日頃よりおっ
しゃり、当時の都城クラブメンバーはこの言葉を
胸に、ロータリアンとしての誇りと、気概をもっ
て取り組んでおりました。
　都城地区の4クラブで立ち上げた「（財）教育
振興基金」は、その最たるものです。当クラブの
渡瀬現会長は「古き良きロータリーを」をテーマ
に、本年度一生懸命取り組んでおられます。
　私もかつての会員方の良い部分、誇りを見直す
ことが「ロータリーに輝きを」がもたらされると
思います。

菊　村　和　昭  氏（81才）
昭和8年4月26日生　
菊村精肉本店　社長

【ロータリー歴】
1974年4月　　　入会

1993－1994年　クラブ会長

会員歴

40年

各クラブの皆様、このコーナーへの投稿お待ちしています。
※編集の都合上変更する場合もあります。
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都城ＲＣ創立 40 周年記念懇親会




