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8888 月月月月    会員増強および拡大月間（会員増強および拡大月間（会員増強および拡大月間（会員増強および拡大月間（Membership and Extension MonthMembership and Extension MonthMembership and Extension MonthMembership and Extension Month）））） 

会員増強には、内部拡大、外部拡大の 2 つがあります。内部拡大は、クラブの区域内で得られている適格

な職業分類の代表者に入会してもらい、クラブの会員数を増やすことです。 

外部拡大とは、ロータリー・クラブがまだ存在していないところに、新しくクラブを設立してロータリーを

拡大し、会員数を増やす活動です。この活動は、地区においてはガバナーと、スポンサークラブの協力で行

われ、無地区地域では、国際ロータリー理事会のもとで遂行されます。クラブの拡大は、会員数増加の牽引

車(けんいんしゃ)的役割を担っています。 

会員増強の３つの要素 

 会員増強の 3つの要素は新会昌の勧誘、現会員の維持、および新クラブの結成である。 

会員増強の活動 

 １人でも多＜の適格者にクラブに人会したいという興昧を与えるため、また、クラブ会員の減少を防ぐた

めに、クラブは内部の拡大のために現行規定を十分かつ意図的に利用し、クラブのプログラムを改善し、地

元地域社会への奉仕を維持・改善し、会員にとっての意義を保ち、個々の会員を効果的に参加させ、その関

心を絶えず引き付けるように次の活動を行うべきである。 

 １）会員増強のための現行規定を十分かつ意図的に利用すること。 

 ２）潜在的な職業分類を探るために地域社会内の事業および専門職の業務を特定し、それに該当する資格

ある候補者を探し出すこと。 

 ３）奉仕活動を常に地域社会にとって意義あるものにし、プロジェクトと奉仕活動について地域社会に効

ロータリーの綱領ロータリーの綱領ロータリーの綱領ロータリーの綱領    

ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として、奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓

吹育成することにある。 

第１第１第１第１ 奉仕の機会として知り合いを広めること。。。。    

第２第２第２第２ 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識

を深めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あらしめ

ること 

第３第３第３第３ ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活及び社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。 

第４第４第４第４ 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推

進することにある。 

会 長  渡邉 陽一 ・ 副会長 渡辺 透 ・ 幹 事  岡崎 正憲  

◆例会日:毎週月曜日 18:30～19:30◆例会場:七ヶ浜国際村セミナー室◆住所：宮城県宮城郡七ヶ浜町花渕字大山 1-1 

◆電話：022-357-5931・FAX022-357-5932 

◆事務所：宮城郡七ヶ浜町汐見台 5-2-45   ◆電話；022-357-6961・FAX022-357-6961 

◆会報委員長： 星 孝逸・ 副委員長：遠藤 均 

◆ＨＰＨＰＨＰＨＰ：：：：    http://shichigahamahttp://shichigahamahttp://shichigahamahttp://shichigahama----rc.com/rc.com/rc.com/rc.com/        ◆EEEE----mailmailmailmail：：：：    shichigahamashichigahamashichigahamashichigahama----rc@peach.jprc@peach.jprc@peach.jprc@peach.jp    
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果的に知らしめること。 

 ４）奉仕活動を常に地域社会にとって意義あるものとし、会員の関心を絶えず引きつけるものとすること。 

 ５）ｲ固々の会員を効果的に参加させ、その関心を絶えず引きつけるようなクラブ活動を行うこと。 

６）改善を要するプロゲラムと分野を特定するため、クラブの評価活動を定期的に行うこと。 

７）各クラブは白己の会員傾向を調べ、満足すべき進展があるか否かを検討し、それによって皆全な発展

を遂げるための対策を講じる必要がある。 

8）ガバナーとその他の地区指導者はクラブに協力し、会員が増えない理由を取り上げ、可能な改善策を

明確にすべきである。 

 

七ヶ浜ロータリー・クラブ第七ヶ浜ロータリー・クラブ第七ヶ浜ロータリー・クラブ第七ヶ浜ロータリー・クラブ第 843843843843 回例会プログラム（回例会プログラム（回例会プログラム（回例会プログラム（2012201220122012～～～～13131313 年度年度年度年度    第第第第 5555 回）回）回）回）    

平成平成平成平成 24242424 年年年年    8888 月月月月 6666 日（月）日（月）日（月）日（月）18181818：：：：30303030〜〜〜〜例例例例    会会会会    場場場場        七ヶ浜国際村七ヶ浜国際村七ヶ浜国際村七ヶ浜国際村    

    

 新会員入会式（別紙による） 

 プログラム  『卓話』   会員増強委員長  斎藤 勝良 

※次週以降例会プログラム予定 

8 月 13 日（月）定款により休会 

8 月 20 日（月）クラブ協議会：ガバナー補佐を迎えて 

 

＜会長の時間＞＜会長の時間＞＜会長の時間＞＜会長の時間＞    

みなさんこんばんは、毎日暑い中ご苦労様です。 

8 月に入りまして、今月の RIの行事としては、会員増強及び拡大月間でもあります。 

本日はその行事にふさわしく、鈴木巧様の入会式があります。鈴木巧様ご入会おめでとうございます。 

のちほどよろしくお願いします。 

また、入会候補者がおられましたら、報告のほどよろしくお願い申し上げます。 

それから、本日のプログラムは、会員増強委員会担当ということで、齋藤 

勝良委員長よろしくお願いします。   以上会長の挨拶と致します。 

 

第第第第８４３８４３８４３８４３回回回回例会幹事報告例会幹事報告例会幹事報告例会幹事報告    

１. 塩釜東ロータリー・クラブ会長より、「2012―2013 年度ガバナー公式訪問 多賀城ＲＣ・七ヶ浜ＲＣ・

塩釜東ＲＣ合同例会開催について」の文書が届いております。 

    日 時  平成２４年９月５日（水）１３：２０〜 

          会長幹事会 塩釜東 RC 10：45〜 

                七ヶ浜 RC 11：15〜 

                多賀城 RC 11：45〜 

          例   会 12：30〜13：30 

          記念 撮影 13：40〜 

    場 所   ホテルグランドパレス塩釜 

 ２. 久慈ロータリー・クラブクラブ 会長より、「久慈ロータリー・クラブ創立５０周年記念三睦ゴルフコ

ンペのご案内」が届いております。 

    日 時  平成２４年９月２８日（金） 

    会 場  岩手洋野ゴルフクラブ（九戸郡洋野町） 

    登録料  10,000 円 

３. 例会変更 

塩釜東ＲＣ 

場 所 ホテルグランドパレス塩釜 事 由ガバナー公式訪問、塩釜東・多賀城・七ヶ浜ＲＣ 

合同例会開催のため 

        ③休  会 ８月１５日(水)・１０月３１日（水） 事由：クラブ定款第６条１－Ｃにより      

 ４. 会  報 仙台南ＲＣより拝受。       
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七ヶ浜ロータリー・クラブ第七ヶ浜ロータリー・クラブ第七ヶ浜ロータリー・クラブ第七ヶ浜ロータリー・クラブ第 844844844844 回例会プログラム（回例会プログラム（回例会プログラム（回例会プログラム（2012201220122012〜〜〜〜2013201320132013 年度年度年度年度    第第第第 6666 回）回）回）回）    

平成平成平成平成 24242424 年年年年    8888 月月月月 20202020 日（月）日（月）日（月）日（月）18181818：：：：30303030〜〜〜〜例例例例    会会会会    場場場場    七ヶ浜国際村七ヶ浜国際村七ヶ浜国際村七ヶ浜国際村                    

        ※引き続き「クラブ協議会」に入ります。 

※次週以降例会プログラム予定 

8 月 27 日（月）鈴木巧会員によるイニシェ－ションスピ－チ 

9 月 5 日（水）ガバナー公式訪問・3 クラブ合同例会（９月３日の変更） 

    

＜会長の時間＞＜会長の時間＞＜会長の時間＞＜会長の時間＞ 

みなさんこんばんは、本日は、2520 地区第 6分区ガバナー補佐であります。日野様お忙しい中ご出席いただき

ましてありがとうございます。いつもお世話になっています。 

先日は、ご支援ありがとうございました。この場をおかりしまして、御礼申し上げます。 

後ほど例会終了後、クラブ協議会がありますので、よろしくお願いします。 

また、先日ご入会されました。鈴木巧さん。あらためまして、入会おめでとうございます。今後とも、よろしく

お願い致します。 

早いもので、お盆が終わりまして、会員みな様におかれましては、お盆休み、は、有意義に過ごされたことと

思います。ただ、気候は、残暑というよりは、まだまだ、猛暑に近い気候ですので、健康管理には十分配慮して

いただきたいと思います。それから、我々に元気と感動を戴きましたロンドンオリンピックが終わりまして、今

回は、金メダルの数は、前回より、少なかったですが、メダルの総数は、金メダルが 7 個、銀メダルが 14 個、

銅メダルが 17個で合計 38 個のメダルを獲得しまして、2004 年のアテネ大会の 37 個を上回る成績でした。ちな

みに、今大会のメダル獲得数のトップはアメリカの 104 個で、このうち 46個が金メダルでした。2位は中国の

87 個、3位はロシアの 82個で、開催国のイギリスは、1908 年ロンドン大会以来最多の 65 個を獲得したそうです。

次回大会は、ブラジルのリオデジャネイロで、開催なので、その、時は、金メダルを多く獲得してもらいたいと

思います。 

また、高校野球も白熱しておりまして、地元の仙台育英高校が、一点差でおしくも昨日敗れてしまいましたが、

青森の光星学院東北勢が、がんばっておりますので、ひとつの楽しみでもございますので、元気と感動をもっと

もっと、もらいたいなあと思います。最後になりますが、本日は、クラブ協議会、よろしく御願い致します。 

第第第第８４４８４４８４４８４４回例会幹事報告回例会幹事報告回例会幹事報告回例会幹事報告    

１. 第 2520 地区ガバナーより、「ガバナー（ガバナーノミニ-ｰ）候補者の推薦依頼について」の文書が届い

ております。 

２. 第 2520 地区ガバナーより、「ロータリー米山記念奨学会研修会のご案内」が届いております。 

    日 時  平成２４年９月９日（日） 

    会 場  江陽グランドホテル 

    登録料  2,000 円 

３. 第 2520 地区第６分区ガバナー補佐より、「青少年スポ－ツ振興支援について」の文書が届いております。 

    松塩グループ各クラブに 10 万円の支援金 

クラブ協議会（ガバナ－公式訪問に向けてクラブ協議会（ガバナ－公式訪問に向けてクラブ協議会（ガバナ－公式訪問に向けてクラブ協議会（ガバナ－公式訪問に向けて））））    

【親睦委員会】…ゲスト及びビジター 

【Ｓ・ＢＯＸ委員会】               

遠藤  均君：鈴木巧さんよろしく。 

岡﨑 正憲君：鈴木さん、入会おめでとうございます。 

これからよろしくお願いします。 

加藤 寿光君：鈴木、今後よろしくお願いします。 

佐藤  孝君：入会おめでとうございます。 

鈴木  昭君：新入会員鈴木巧様よろしくお願いしま 

鈴木 喜市君：鈴木さん、入会おめでとうございます。 

鈴木 正敏君：鈴木巧様、入会おめでとうございます。 

山崎 澄義君：鈴木巧様、入会おめでとうございます。 

渡邊  透君：斎藤さん卓話よろしくお願いします。 

渡邉  亨君：卓話ご苦労様です。宜しくお願いいたします。 

渡邉 陽一君：鈴木様、入会おめでとうございます。 

渡邊 善夫君：鈴木巧会員入会式おめでとうございます。 
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次   第 

日 時 平成 24 年 8 月 20 日（月）18：30〜 

場 所   七ヶ浜国際村 

司 会                          幹 事   岡﨑 正憲 

1. 挨  拶           会  長  渡邉 陽一 

第 2520 地区第 6 分区ガバナ－  補 佐   日野 勝博 様 

２．協  議           議 長  渡邉 陽一 

「年次計画について」 

  「講  評」     ガバナ－補  佐    日野 勝博 様 

３. 閉  会           副会長   渡邊  透 

クラブ協議会（クラブ・アッセンブリー）（クラブ協議会（クラブ・アッセンブリー）（クラブ協議会（クラブ・アッセンブリー）（クラブ協議会（クラブ・アッセンブリー）（Club AssembliesClub AssembliesClub AssembliesClub Assemblies））））    

クラブ協議会は、クラブのプロゲラムと活動もしくは会員教育について協譜するために開かれる、クラブ役員、

理事、委員会委員長を含むクラブ会員全員の会合である。 

すべてのクラブ会員は、協議会に出席することが強＜奨励されている。クラブ会長、もしくは指定された他の役

員が、クラプ協議会の議長を務める。 

 会長が召集する、理事、役員、委員長の会合であり、クラブ運営方針、委員会活動の決定および報告、ＲＩお

よび地区の方針の報告､地区犬会や地区協議会、ＩＭの報告、ガバナー公式訪問および公式訪問直前の報告や協

議のために、年に数回開催される。 

 クラブ・アッセンブリーは、例会とは切り放して実施することが原則であり、充分時問をかけて行われるべき

である。出席義務者以外の会員の参加、特に新人会員の参加が望まれる。 

 【目【目【目【目        的】的】的】的】    

 ①長期計画 

 ②委員会活動の調整 

 ③クラブの計画が実際にいかにして実施されているかのよリ良い認識 

 ④創造的な解決策や活動を促進するような打ち解けた話し合い 

 ⑤ロータリーとそのプロゲラムに関する継続的な教育 

 ⑥クラブの長所と短所の定期的な検討 

 【実施時期】【実施時期】【実施時期】【実施時期】    

 年胃４回から６回のクラブ協議会を開くことが推奨されているが、クラブの予定によって異なる。 

①区協議会の直後に地区協議会において立案、提案された計画ならびにクラブが年次のＲＩテーマと強調事頂

を組み込む方法について説明、検討し、協議する。このクラブ協議会では、会長エレクトが議長を務める。 

 ②フ月１日以降に年度計画について協議し、採択する。 

 ③地区ガバナーの公式訪問の 2 週問前に準備を整える。 

 ④公式訪問中に、ガバナー補佐や地区ガバナーとクラブの状況について話し合う。 

 ⑤ロータリー年度の半ばに、目標に対するクラブの進捗状況を検討し、ロータリー年度の残り半分の期間のク

ラブのプロゲラムを決める。 

 ⑥地区犬会の後、クラブの計画を完遂するのに役立つアイデアと提案を協議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】…ゲスト及びビジター 

 第2520地区第6分区ガバナー補佐 日野 勝博様 

【Ｓ・ＢＯＸ委員会】               

日野 勝博様：本日は宜しくお願いします。 

遠藤  均君：日野ガバナー補佐よろしくお願いします。 

大町 睦夫君：日野ガバナー補佐よろしくお願いします。 

岡﨑 正憲君：日野ガバナー補佐、クラブ協議会よろしくお願いします。 

加藤 寿光君：日野ガバナー補佐ご指導よろしくお願いします。 

斎藤 勝良君：日野ガバナー補佐よろしくお願いします。 

鈴木 喜市君：日野ガバナー補佐には大変ご苦労様です。 

鈴木  巧君：宜しくお願いします。 

山崎 澄義君：日野ガバナー補佐、クラブ協議会よろしくお願い致します。 

渡邉  亨君：日野ガバナー補佐よろしくお願いします。 

渡邉 陽一君：日野ガバナー補佐、クラブ協議会よろしくお願いします。 

渡邊 善夫君：日野ガバナー補佐ご苦労様です。 

【出席委員会】………本日の出席数（率）及び前回修正        

19名中  16名出席 →84.2％ 前回修正・前々回修正ナシ  
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七ヶ浜ロータリー・クラブ第七ヶ浜ロータリー・クラブ第七ヶ浜ロータリー・クラブ第七ヶ浜ロータリー・クラブ第 845845845845 回例会プログラム（回例会プログラム（回例会プログラム（回例会プログラム（2012201220122012～～～～13131313 年度年度年度年度    第第第第 7777 回）回）回）回）    

   平成平成平成平成 24242424 年年年年    8888 月月月月 27272727 日（月）日（月）日（月）日（月）18181818：：：：30303030〜〜〜〜例例例例    会会会会    場場場場        七ヶ浜国際村七ヶ浜国際村七ヶ浜国際村七ヶ浜国際村    

    10. プログラム   『イニシェ－ションスピ－チ』   鈴木   巧 

11. 出席報告            出席委員長      遠藤  均 

11. 閉会点鐘             会   長          渡邉 陽一  

※次週以降例会プログラム予定 

9 月 5日（水）ガバナー公式訪問・3 クラブ合同例会  

9 月 3日の変更）ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ塩釜 12：30〜 

 ９月 10 日(月) 新世代奉仕委員会担当例会 

＜会長の時間＞＜会長の時間＞＜会長の時間＞＜会長の時間＞ 

みなさんこんばんは、今月も早いもので、本日が 8 月例会の最後になりますが、立秋がすぎたとはいえまだま

だ、残暑が厳しい気候になっておりますので、健康管理には十分ご配慮願います。 

また、最近の世界情勢を見ますと、相変わらず中東、シリアなどで内戦がつづいており、この前、女性のジャ

ーナリストが銃撃戦に巻き込まれ死亡ということで、尊い命がうばわれました。仕事といえ、なんでそういう危

険な場所に、それも、女性が行かなければならないのか？少々考えられないこともあります。 

竹島問題、尖閣諸島の魚釣島も同じことで、一歩間違えば、戦争になりかねないと思います。 

本年の田中 RI会長のテーマは、平和をということですが、その国の事情もあるかとは思いますが、早く戦争の

ない平和な国づくりしていただければと思います。 

最後になりますが、本日は、鈴木巧会員のイニシェーションスピーチですので、時間をたっぷりとってありま

すので、よろしく御願い致します。 

第第第第８４５８４５８４５８４５回例会幹事報告回例会幹事報告回例会幹事報告回例会幹事報告    

１. 第 2520 地区ガバナーより、「復興支援プロジェクト申請について」の 

  文書が届いております。 

２. 第 2520 地区ガバナー事務所より、「９月のロータリーレート」のお知らせが届いております。 

          1 ドル＝８０円 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＩ指定記事 

ＲＩ会長メッセージＲＩ会長メッセージＲＩ会長メッセージＲＩ会長メッセージ    心に残るロータリー体験心に残るロータリー体験心に残るロータリー体験心に残るロータリー体験 Ｐ1 

ＲＩ会長 田中 作次 

田中ＲＩ会長は、「会員を増やす鍵は、一人ひとりのロータリアンが、ロータリアンにな

って良かったと納得し、他の人たちに情熱を伝えることです」と述べ、「ロータリアンな

ら誰しも、自分にとって特別な意味のある経験があると思います。これを『ロータリー・

モメント（心に残るロータリーの体験）』と呼ぶ人もいます」と紹介しています。「皆さん

のロータリー・モメントを、ロータリアンはもとより、ロータリアン以外の人にもご紹介く

ださい」と奨励しています。 

全文（英文・邦文）はこちら 

 

 

【親睦委員会】…ゲスト及びビジター 

【Ｓ・ＢＯＸ委員会】               

大町 睦夫君：卓話ご苦労さまです宜しくお願いします。 

加藤 寿光君：鈴木巧様スピ－チご苦労様です。 

佐藤  孝君：鈴木巧会員よろしくお願いします。 

鈴木  昭君：卓話ご苦労さまです宜しくお願いします。 

鈴木 喜市君：鈴木さん卓話ご苦労さまです。 

鈴木  巧君：イニシェ－ションスピ－チ感謝! 

鈴木 正敏君：前回欠席しました。 

渡邉  亨君：卓話ご苦労さまです宜しくお願いします。 

渡邉 陽一君：鈴木巧会員よろしくお願いします。 

渡邊 善夫君：鈴木巧会員イニシェ－ションスピ－チ 

楽しみにしておりました。 

【出席委員会】………本日の出席数（率）及び前回修正        

   19名中 17名出席 →89.5％ 前回修正・前々回修正ナシ  
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特集特集特集特集    会員増強および拡大月間会員増強および拡大月間会員増強および拡大月間会員増強および拡大月間    一人ひとりが実践しよう一人ひとりが実践しよう一人ひとりが実践しよう一人ひとりが実践しよう P5 

座談会座談会座談会座談会    会員増強成功の秘けつ会員増強成功の秘けつ会員増強成功の秘けつ会員増強成功の秘けつ Ｐ6-10 

こうして会員増強に成功しました！こうして会員増強に成功しました！こうして会員増強に成功しました！こうして会員増強に成功しました！ P11-16  

第 2540 地区・秋田県 小坂 良一 横手ＲＣ 

第 2550 地区・栃木県 篠崎 博司 佐野ＲＣ 

第 2600 地区・長野県 丸山 裕一 松本空港ＲＣ 

第 2640 地区・大阪府 堀本 欣吾 堺フラワーＲＣ 

第 2720 地区・大分県 末宗 為十 宇佐ＲＣ 

司 会 第 2520 地区・宮城県 桑原  茂 塩釜ＲＣ 

パストガバナー／ロータリー・コーディネーター 

前年度、増強に成功したクラブから、実際に担当し

た会員に、その秘けつを語っていただきました。 

 

松阪東 髙畑 明弘／渥美 間瀬 祐一大阪フレンドＲＣ／函館 梅村 

卓司／ 

大宮西 高橋 誠一／浜田 岩谷百合雄／広島城南 中本 高明／ 

高鍋 黒木 敏之／岡崎 南部  淳／富士吉田西 伊東 重光／ 

パワー浜松 諸星 圭吾／福岡イブニング 村上 隆太／君津 松永 

久義／ 

新見 村上 伸祐／田辺はまゆう 西嶋 明美／小千谷 西巻 一男 

前年度、会員増強に成功した各クラブから、ワンポイント・アドバイスを

いただきました。 

 

いのちを守るいのちを守るいのちを守るいのちを守る    子どもたちをポリオから守る日本のロータリアンたち子どもたちをポリオから守る日本のロータリアンたち子どもたちをポリオから守る日本のロータリアンたち子どもたちをポリオから守る日本のロータリアンたち 

Ｐ17-21 

ロータリー平和フェローである写真家の ALLISON・KWESELL が、イン

ドでポリオ撲滅のために活動する日本のロータリアンの姿を紹介しま

す。 

心は共に心は共に心は共に心は共に    東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    ロータリー希望の風奨学金ロータリー希望の風奨学金ロータリー希望の風奨学金ロータリー希望の風奨学金    12121212 地区合同プログラム地区合同プログラム地区合同プログラム地区合同プログラム P22-27 

2011 年 3 月 11 日、東日本で起こった大震災直後、ガバナー会では、全地区のロータリアンに義援金のお願いし、全国の

ロータリアンから多額の支援が寄せられました。それらの使途は、各地区に任せられることとなりましたが、10 地区から

の支援が「ロータリー希望の風奨学金」として、進学

する子どもたちの支援に役立てられることになりまし

た。現在、このプログラム参加する地区は 12 地区に

なっています。 

バンコク国際大会の学友行事にメンバー集合！バンコク国際大会の学友行事にメンバー集合！バンコク国際大会の学友行事にメンバー集合！バンコク国際大会の学友行事にメンバー集合！        

日本の学友がシンポジウムで活躍、存在感を示す日本の学友がシンポジウムで活躍、存在感を示す日本の学友がシンポジウムで活躍、存在感を示す日本の学友がシンポジウムで活躍、存在感を示す 

P28-29 

2011 年 10 月 30 日、国内各地区の 11 学友会が連合

し、新組織「日本ロータリー学友会」が結成されまし

た（『友』2012 年 2 月号横組みＰ10～11）。国内 34 地

区のうちすでに組織され登録されている学友会は、

その後、続々と増加し、現在 22 地区 21 学友会となり、
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すでに全国規模で活動が始められています。その彼ら・彼女らが、学友たちか、バンコク国際大会に集結。ボランティア

も行うなど、友情を深めました。 

バンコク国際大会での日本の活動をご紹介します。P30-31 

バンコクで海外日本語クラブが交流会バンコクで海外日本語クラブが交流会バンコクで海外日本語クラブが交流会バンコクで海外日本語クラブが交流会 

台北東海ＲＣ会長 宮本 俊明 

第第第第 9999 回ＡＰＲＲＣに参加して回ＡＰＲＲＣに参加して回ＡＰＲＲＣに参加して回ＡＰＲＲＣに参加して     

第 2780 地区 2011－12 年度地区ローターアクト代表 東  宏樹（鎌倉ＲＡＣ） 

「北海道ナイト＝復興ナイト（「北海道ナイト＝復興ナイト（「北海道ナイト＝復興ナイト（「北海道ナイト＝復興ナイト（Friendship NightFriendship NightFriendship NightFriendship Night）」）」）」）」in in in in バンコクバンコクバンコクバンコク    

滝川ＲＣ 谷口 正樹 

Japan NightJapan NightJapan NightJapan Night にたくさんの仲間たちが参加にたくさんの仲間たちが参加にたくさんの仲間たちが参加にたくさんの仲間たちが参加 

第 2580 地区オン・ツー・バンコク委員長 東京板橋セントラルＲＣ 猪飼 昭彦 

 
 

よねやまだよりよねやまだよりよねやまだよりよねやまだより    

ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識―― ―― ―― ―― 奨学金制度編奨学金制度編奨学金制度編奨学金制度編    ―― ―― ―― ―― P32-33 

皆さんは「よねやま」にどんなイメージを持っていますか？ よく耳にするところでは「留学生へ奨学金を支給している」、

「寄付をよろしくと言われる」など。あまりよく知らない方もいるかもしれませんが、米山記念奨学事業は、日本が世界に

誇る意義ある事業です。8～9 月号では、新会員をはじめ、すべての皆さんに知っていただきたい「よねやま」の基本情報

をお届けします。今月は、事業概要と奨学金プログラムについてご紹介します。 

2012201220122012－－－－13131313 年度年度年度年度    国際ロータリーおよびロータリー財団国内委員国際ロータリーおよびロータリー財団国内委員国際ロータリーおよびロータリー財団国内委員国際ロータリーおよびロータリー財団国内委員 Ｐ34 

2012201220122012－－－－13131313 年度年度年度年度    日本国内・各種委員会委員日本国内・各種委員会委員日本国内・各種委員会委員日本国内・各種委員会委員 Ｐ35-36 

今年度の国際ロータリーおよびロータリー財団国内委員、日本国内のロータリー関係の組織のご案内です。 

ＲＩ指定記事 THE ROTARIAN 8 月号 

ロータリーの基本知識ロータリーの基本知識ロータリーの基本知識ロータリーの基本知識 P37-44 →ＰＤＦはこちら 

ロータリーの基本知識（日本編）ロータリーの基本知識（日本編）ロータリーの基本知識（日本編）ロータリーの基本知識（日本編）P40-44 →ＰＤＦはこちら 

皆さんは、ロータリーのことをどれくらい知っていますか？ 新会員のためのガイドで

もあります。例年通り、8 月号の真ん中に 16 ページ分、ロータリーの基本的な活動

について紹介しています。 

はじめる一歩はじめる一歩はじめる一歩はじめる一歩    ロータリーにロータリーにロータリーにロータリーに NONONONO はないはないはないはない Ｐ53 

新会員の方に向けてのコーナーで、前年度に続いて連載です。今回は「ロータリー

に NO はない」。こんな言葉を耳にしたことがありますか？ 

「お金の世界」から「いのちの世界」へ「お金の世界」から「いのちの世界」へ「お金の世界」から「いのちの世界」へ「お金の世界」から「いのちの世界」へ Ｐ2-6 

飯舘村村長 菅野 典雄 
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小さな村の生き残り策だと思って、私は飯舘村の「までいライフ」を進めてきましたが、いざ大災害、特に

原発事故に遭ってみますと、どうも小さな村の生き残り策というよりは、日本の 30年、40年先のありよう、

というふうに考えてもいいのではないか、むしろそう考えるべきではないのか、と思えてきました。 

この人、この仕事障害に立ち向かって人生を切り開くこの人、この仕事障害に立ち向かって人生を切り開くこの人、この仕事障害に立ち向かって人生を切り開くこの人、この仕事障害に立ち向かって人生を切り開く P7-9 

キャロル・カウンセリング治療院院長 木曽 長 

小倉ロータリークラブ 

文・宮本 貢 写真・水村 孝 

職業を通じて会員個人を紹介します。今回は小倉ロータリークラブの会員です。 

卓話の泉卓話の泉卓話の泉卓話の泉 Ｐ10-11 

コンピューターと脳コンピューターと脳コンピューターと脳コンピューターと脳    

自転車と健康自転車と健康自転車と健康自転車と健康    

これからの成長素材炭素繊維についてこれからの成長素材炭素繊維についてこれからの成長素材炭素繊維についてこれからの成長素材炭素繊維について 

例会での卓話を要約して掲載しています。この欄は、

各クラブからロータリーの友事務所に定期的にお送り

くださった会報・週報から、一般的に豆知識として活

用いただけるような卓話を選び掲載しています。 

ロータリー俳壇ロータリー俳壇ロータリー俳壇ロータリー俳壇    歌壇歌壇歌壇歌壇    柳壇柳壇柳壇柳壇 Ｐ12-13 

投稿をそれぞれの選者が選び、掲載しています。 

バナー自慢バナー自慢バナー自慢バナー自慢 Ｐ14-15 

各クラブのバナーを紹介していきます。会員の皆さま

の投稿のページです。 

友愛の広場友愛の広場友愛の広場友愛の広場 Ｐ16-18 

会員の皆さまの投稿のページです。ロータリーから少

し離れて自由に、またロータリーライフでの意見、思

いを語ります。 

ロータリー・アット・ワークロータリー・アット・ワークロータリー・アット・ワークロータリー・アット・ワーク    Ｐ19-27 

会員の皆さまの投稿のページです。各ロータリアン、各クラブの個性あふれる意見や活動を紹介しています。 

 表紙のメッセージ表紙のメッセージ表紙のメッセージ表紙のメッセージ P28 

8 月号からは、会員の応募写真、横・縦 2 つの表紙を飾っています。横は第 2700 地区・福岡県の柳川クラ

ブの川口登会員、縦は第 2770 地区・埼玉県の春日部クラブ・染谷英壽会員の作品です。解説は引き続き、

岡井耀毅氏です。 

 

 

 

    


