2016

9
Contents
ガバナーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
地区委員長ご挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
ロータリー戦略計画推進セミナー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
短期交換プログラム受入報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第38回RYLAセミナー合同評価会報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第一回長期交換委員会及び
第五回長期派遣学生オリエンテーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
インターアクトクラブ年次大会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
ロータリー奨学生募集のお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
7月度出席率報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
受賞者紹介 文庫通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
米山梅吉記念館便り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

ガバナーメッセージ

「基本的教育と識字率向上」
と
「ロータリーの友活用」
について

ロータリー財団100周年に向けてPassion＆Willで
「ロータリーの友」を活用して世界に羽ばたこう
国際ロータリー第2670地区 2016-2017年度ガバナー

9月のロータリー特別月間は、
「基本的教育
と識字率向上」
「 ロータリーの友」月間となっ
ています。
「基本的教育と識字率向上」はロータリーの
6つの重点分野の一つとされています。それは、
基本的教育の提供と識字率の向上の先に、そ
のほかの諸問題の解決（貧困の削減、健康状
態の改善、地域社会と経済の発展、平和構築
など）の糸口をつかむことができることが期
待されているからです。皆さまは、すべての
女性が初等教育を修了すれば、妊婦の死亡率
は66％減少するということ、読み書きのでき
る母親を持つ子どもは、読み書きのできない
母親の子と比べて、5歳以上まで生き延びる確
率が50％高いということをご存じでしたで
しょうか。実際、世界には、学校教育が受け
られない子供たちが6,700万人、読み書きがで
きない15歳以上の人たちが7億7,500万人以上
います。
『識字率向上は貧困の悪循環を断ち切
るカギ』2006年の国際ロータリー年次大会で
そう演説されました。文字が読めないと良い
仕事に就くことができません。生活は貧しく
なります。貧しいが故に、その子どもたちは
学校に通うことができず、文字を覚えること
もできません。そしてまた良い仕事を見つけ
ることができず、貧しい暮らしを強いられる
ことになります。こうした貧困の連鎖を断ち
切ることが必要なのです。世界ではまだまだ
識字率が十分ではないということをこの特別
月間で知って頂きたいと思います。
現在ロータリーでは、世界の地域社会で、
テクノロジー、教員研修、職業研修チーム、
給食、廉価な教科書を提供する教育プロジェ
クトを支援しており、地域社会が基本的教育
と識字率、教育機会における男女差、成人の
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直俊

識字教育を自力で改善できるよう、その能力
を高めることを目標とした活動を行い、貧困
の悪循環を断ち切ろうとしているのです。
「ロ ー タ リ ー の 友」は、昨 年 度、月 平 均
95,525部が発行されました。3万部売れれば
ベストセラーと言われるこの時代に、大変多
くの発行数だと思います。この「ロータリー
の友」の購読は、ロータリアンの三大義務で
ある｢例会の出席｣｢会費の納入｣そして｢ロー
タリー雑誌の購読」の1つにあたります。こ
れは裏を返しますと、この三大義務を守れば、
ロータリー活動への全面的参加、組織を維持
発展させる協力と考えることができます。で
は、なぜこれ程まで「ロータリーの友」を購
読することが重要だと考えられているので
しょうか。
クラブ内でのロータリー活動で学べる事は
数多くあります。しかし、見識を広めた奉仕
を行うためには2670地区や日本だけではな
く、世界中のクラブやロータリアンのことを
知らなければなりません。
「ロータリーの友」
はロータリーについての最大の情報誌です。
国内や世界のロータリー活動について最新情
報を提供しています。非常にわかりやすく編
集されており、しかもフルカラーです。是非、
雑誌委員会から9月の特別月間だけでなく毎月
の例会に3分で結構ですので毎月発行される
「ロータリーの友」の要点をお話しいただき、
積極的に活用いただければと思います。

地区委員長ご挨拶

クラブ奉仕委員会委員長

職業奉仕委員会委員長

地区クラブ奉仕委員会の葛石でございます。前年に
引き続き委員長を担わせていただいております。どう
か、年間を通じてクラブ奉仕委員会に意見をお寄せい
ただければ幸いです。
さて、前年よりのテーマでありましたCLPの現状と
進め方について、各クラブより組織再編の意見発表が
あっても地区再編の議論が進まない現状をどうするか
が課題となっていましたが、問題意識が薄く当年度で
も議論の方向性も見えておりません。このテーマはガ
バナー選出が各県持ち回りの慣例があれば、ガバナン
スが働き難いことによることかもしれません。そう推
察いたしまして、CLPの運動方向性をかえまして、本
年は柳澤光秋ガバナーエレクトに登場いただきエレク
トどうしの課題交流会の場を提供してみようと企画い
たしました。地区協議会にて短い時間でしたが柳澤ガ
バナーエレクトのお話しは各クラブ委員には響くもの
があったのではないかと期待しております。
会員増強と退会防止についてのクラブ奉仕委員長の
役割ですが、２点お願いしています。会員増強はクラ
ブがある地域の産業環境や同一業種よりの推選を十分
考慮した活動をお願いすること。次の退会防止につい
ては会員向けサービスの向上活動に励むとともに、新
会員の居場所作りのため、寄り添う担当者を選任しす
ることを徹底してもらうことです。このようにお願い
しております。
会員親睦については、クラブ例会を面白くするには
どういった工夫が各クラブにみられるかを発表いただ
く事例研究の場といたしました。大勢は合同例会を拡
大しようというものでした。やはり同じロータリアン
でありながら隣のクラブの会員をよく知らないのはい
かがなものかと考えてのことでしょうか。
また、RI方針、地区方針についてのクラブ奉仕委員
長としての取り組みについて議論の場を提供し、会長
の側面支援をするにあたっての方針理解のための解説
を提供いたしました。
地区のクラブ奉仕委員会の役割は大きいのですが、
執行者にはもう一つ理解がすすんでいないところが当
年の課題としてありますので、機会を見つけ委員会活
動の情報提供を計りたいとしています。

今年度職業奉仕委員長を拝命致しました詫間です。
４月の地区協議会職業奉仕委員会において、国際ロー
タリーが提唱している職業奉仕関連資料の英文原文に
よるロータリーの職業奉仕の本質と日本古来の職業観
との違いを正確に把握して頂けるようお願いし、
ＲＩ発
行の資料を中心にご紹介申し上げました。
ロータリーは、社交の場、経営研修の場、社会奉仕の
場の３つが融合している団体でないかと指摘されます。
また、ポール・ハリスが言うように、そのバランスが世
界と共に変化し、成長してきたと言えるでしょう。
日本のロータリーでは、職業奉仕は不易流行・ロー
タリーの金看板で消すものでないと捉えている方が多
いです。しかし、世界の流れの中で、経営の研修（職
業奉仕）は最近あまり国際ロータリーから強調されな
くなっています。職業奉仕にこだわらないのが世界全
体の潮流かも知れません。
それは日本人と欧米人の職業観の違いが起因してい
るかもしれません。
日本人の職業観は以下のようなものです。
生業は人助けの分業で世のため人のため
買った人（目に直接は見えない人）のことを思い、
手抜きをしない。
一方、ロータリーの職業奉仕の起源である、シェルド
ンの事業成功の条件 “Serves Best”は、直接関与する
商取引の相手に対するものです。1987 〜 1988年RI理
事会声明で、職業奉仕の相手が“すべての人”に拡大さ
れ、対象者については日本の職業観に少し近づいてき
ました。
それでも日本人の職業観とはかなり違うようです。その
乖離が職業奉仕を分からなくしているのかも知れません。
また、日本古来の職業奉仕の心は、“広く世間”に奉
公する心です（御国に捧げん我らの生業）が、他国の方々
にはこれは異質なもののようです。“もったいない”、“お
もてなし”と同じく、日本と一部のアジア圏にしか存在
しなかった概念かも知れません。
ロータリーの目的（以前は綱領）の第２、第３（職
業奉仕）あるいは四つのテストも欧米の事業者には本
当は肌が合わない精神的世界と映ることが職業奉仕が
強調されなくなった要因ではないでしょうか。
職業奉仕についてクラブ内でご討議いただき、認識
を深め、会員の皆様の実際の事業と職務において“最も
高い倫理基準をもって世間に最もよく奉仕することで
最も利益を上げる”が正しいことを実証して頂きたいと
思います。会員の皆様の事業が“Serves Best”によっ
て繁栄することが社会から尊敬され、会員増強にも自
然とつながってくるのではないでしょうか。
１年間よろしくお願いいたします。

葛石

智（善通寺RC）

詫間

行芳（高松南RC）
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地区委員長のご挨拶

国際奉仕委員会委員長

新谷

五十雄（坂出東RC）

今年度国際奉仕委員長を拝命いたしました新谷でご
ざいます。
当委員長お受けするにあたって、３小委員会を統括し
ての責任と義務を痛感しながら、この１年間任務を全う
したいと念じております。
青少年長期交換・短期交換・国際奉仕ファンド小委員
会とありますが、中でも国際奉仕ファンド小委員会はこ
れまで「世界社会奉仕小委員会」として長年ご苦労され
た徳島南RC森本奈津子委員長の下で、各クラブのマッ
チドクラブからの要請で地区ファンドを拠出するとい
う事業に重きにおいて活動されていましたが、その後を
受け継いだのが私。そこで、早々に問題が提起されたの
が、2011年6月RI理事会決定（財団の人道的補助金プロ
グラムと混同されるケース）により暫時廃止するとの通
達で、廃止か継続かの選択を迫られ検討した結果、本年
度からファンドを中心とした新委員会名として継続す
ることになりました。2016~2017年度では３クラブか
らの要請により支援を行いました。
2016~2017年度長期交換では１年間オーストラリア
から２名受け入れして、同じく当地域からアメリカ２
名・オーストラリア２名の派遣を行っています。双方の
国際親善交流への思いが継続の力となっています。
本年度短期交換ではアメリカニュージャージー州北
部より３０名のリーダー及び学生が７月早々に訪問さ
れ受け入れ行事が始まります。そして、同じく同地域に
同人数で当地域より７月末日から３週間派遣されます。
このプログラムは３８年前に始まり、既に１８００名を
超える学生達の参加を得て、正に「継続は力なり」と全国
的にも稀有なものとして評価されています。
このように、当委員会は青少年の国際親善交流と人道
的支援を行うファンド寄金から成り立っていますが、最
近顕著に取り上げられている危機管理問題が委員会設
置となって立ち上がっています。
これは新世代育成プログラムに於いて、それに参加す
る全ての青少年が安全で健全な生活を送れるよう、生活
の場で起こりうる交通・自然災害、身体的・性的・精神的
侵害ないし虐待（ハラスメント）等の危機に対応するこ
とを目的として設立されたものです。
現に、直近では受け入れ学生の自転車による交通事故
が発生し幸いに軽傷で事なきに済んだのですが、ホスト
ファミリーの立場を尊重して対応せねばなりません。
このように当委員会は手段に溺れることなく目的を
忘れず活動を推進して参る所存ですので、ご協力ご支援
の程よろしくお願い申し上げます。

4

米山記念奨学委員会委員長

秋山

佳弘（丸亀東RC）

2016−2017年度米山記念奨学委員長を拝命いたしました秋山です。
地区内各ロータリークラブの皆様方には、米山記念奨学事業に対
し多大なご協力を頂き、心より御礼申し上げます。ロータリー米山記
念奨学事業は、全国ロータリアンからの寄付を財源として、日本で学
ぶ私費外国留学生に奨学金を支給し、支援する国際奨学事業です。将
来、日本と世界の懸け橋となって国際社会で活躍し、ロータリー運動
の良き理解者となる人材を育成することが事業の使命です。
米山記念奨学会の基金のもと、現在、日本に滞在して勉強している
米山記念奨学生は年間751人で、世界124カ国に及びます。次年度か
らは、6年間、米山記念奨学生は年間766人、海外応募者対象10名別
枠、海外学友会4名別枠で合計780名枠となります。
1954年タイからソムチャード氏が第１号として来日して以来
2016年4月現在累計19，195人に及び、国内最大級の事業規模です。
海外からより多くの留学生を受け入れようとする日本の政策にも大
きく貢献しています。あと少しで2万人に届きます。
日本のロータリーの父と呼ばれる米山梅吉氏の功績を永遠に偲ぶ
ことができる事業として1952年、東京ＲＣが「米山基金」を始めまし
た。
「平和日本を肌で感じてもらいたい」と始められた米山基金は僅
か5年で、日本の全ロータリークラブの共同事業となり、1967年に財
団法人ロータリー米山記念奨学会が設立され、2012年公益財団法人
に移行しました。
ロータリー米山記念奨学事業の奨学金の最大の特徴は、世話クラ
ブ、カウンセラー制度です。奨学生は、毎月、世話クラブの例会に出席
して手渡しで奨学金を受け取り、会員と交流します。
また、世話クラブの会員の一人が「カウンセラー」として、相談役に
なり、交流の橋渡しをします。また、米山奨学生の対象を「救貧型」か
ら「知的貢献型」へと転換し、人物優秀性を重視しています。
60年以上にわたる米山記念奨学事業の成果として、元奨学生すな
わち米山学友と現役奨学生によって学友会が組織されています。現
在日本の34ロータリー地区に31学友会、海外9ロータリーに6学友会
（台湾、韓国、中国、タイ、ネパール、モンゴル）計37学友会があります。
学友会は、奨学期間終了後もロータリーとの絆を結び、学友同士の友
情を深める役割をしています。また、学友は、駐日韓国大使、スリラン
カ警察庁長官、韓国及び台湾のガバナーとなったり、ロータリアンと
なる学友もいますし、台湾での女性初の故宮博物院院長等々で活躍
しています。学友の姫軍（ジジユン）氏は、
「恩返し」と言って米山奨学
会へ2007年から毎年50万円を連続して寄付をしています。皆様方の
行為が懸け橋となっている実例です。
このような奨学生を育てた諸先輩方に、心より感謝と尊敬をし、こ
の制度を次の世代に続けていかなければなりません。この制度の永
続と発展の為、皆様には、米山記念奨学会にご支援、ご協力をお願い
いたします。
なお、前田直俊ガバナーは、特に米山記念奨学事業に力をいれてく
ださるとの事ですので、皆様方もご協力下さいますよう改めて、お願
いいたします。
最後に、クラブ普通寄付は１名につき6,000円×会員数、特別寄付
は1名につき10,000円×会員数をお願いいたします。2018学年度よ
り地区別割当数算出方法が、学生数１割、個人平均寄付額3割、寄付総
額5割、特別寄付割合（特別寄付人数）１割と変更になりますので、特
別寄付は、沢山の人数の寄付をお願いいたします。また、例年通り創
立記念特別寄付及び卓話を実施をよろしくお願い致します。
今年度も、
国際社会で活躍し、
ロ−タリ−運動の良き理解者となる人
材を育てていきたいと思います。
ご協力よろしくお願いいたします。

地区委員長のご挨拶

広報・IT委員会委員長

社会奉仕委員会委員長

本年度、広報・ＩT委員長を拝命致しました坂出東
ロータリークラブの多田でございます。前田直俊ガバ
ナーの「Passion & WillでロータリーにChallengeを！」
の本年度地区運営方針の下、ロータリーの活動を広く知
らしめ、公共イメージの向上のお手伝いをこの一年努め
させて頂きたいと思います。
広報・ＩT委員会は従来からの地道な活動(外部と内部
の両面に亘り、ロータリーの活動状況などを新聞・テレ
ビ等に広報する)の他に、近年SNS化が進み目紛しい変
化を遂げています。対応するのに苦慮するところであり
ます。
その為、今秋に公共イメージコーディネーターをお迎
えしてのセミナーの開催を予定しております。(10月〜
11月で日時未定) この際にクラウドボックス(Crowd
Box)についても詳しくお教え頂く事としております。
ロータリー広報・公共イメージ向上の現在の課題
・
「Club Central」を有効に活用する
・
「クラウドBOX」の活用
・
「MY Rotary」への登録者を増やす
My Rotary についても各クラブに於きましては少し
でも多くの登録者をお願い致します。John Germ RI会
長は少なくとも50%がMy Rotaryを利用するように促
しています。第３ゾーンの登録者数はわずか10%で世界
各国の中でも最低レベルにあります。
今期はロータリー財団100周年です。この事を地域社
会の人に知ってもらう為、クラブでイベントを催し、そ
のプロジェクトを地元メディアに取り上げて貰いま
しょう。また、広い世代用に作ったアニメーション「教え
てロータリー！」を駆使して公共イメージUP作戦を図
りましょう。
どうか各クラブの会長・幹事様、広報・ＩT委員長の皆
様、それにもまして四国の全会員の皆様のご協力・ご支
援をよろしくお願いいたします。

本年度、地区社会奉仕員長を拝命しました高松中央
RCの宮崎です。
本年度のRIのジョン・ジャーム会長の掲げるテーマ
は「人類に奉仕するロータリー」となっています。まさ
に社会奉仕活動の実践が強く要請されるテーマだと思
います。
さて、前年度の津保平次郎委員長から引き継ぎ、さっ
そく2016年4月17日、高松市にて開催された地区研修、
協議会に参加し、社会奉仕委員会部門のとりまとめをさ
せていただきました。昨年に引き続き、選抜された各県2
クラブに活動内容を発表していただきました。今年は高
知RC、高知南RC、宇和島RC、八幡浜RC、小松島南RC、徳
島プリンスRC、高松RC、観音寺RCに発表していただき
ました。
この選抜のため、各地区委員は予め地区内の全クラブ
にアンケートで社会奉仕活動の具体的内容を送ってい
ただき分析するわけですが、各クラブが創意工夫をこら
し、小（小さな親切）から大（国際支援活動など）まで、各
種社会奉仕活動をしている実態が見えてきます。小松島
南RCの婚活の世話を通じて地域活性化をはかる試みも
ユニークでした。
この発表の席上、岡内紀雄パストガバナーにカウンセ
ラーをしていだき、ロータリークラブの奉仕の考え方の
変遷について詳しい解説をしていただき出席ロータリ
アン一同感激しました。
委員長を正式にスタートした直後の7月9日には、大
阪で開催された国際ロータリー第3ゾーンロータリー戦
略計画推進セミナーの「会員増強と維持と社会奉仕」の
テーマ部門に参加し、西日本各地のロータリークラブの
活動の実態にふれることができました。
なにとぞ1年間よろしくご指導お願いいたします。

多田

雅巳（坂出東RC）

宮崎

浩二（高松中央RC）
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地区委員長のご挨拶

ロータリー財団委員会委員長
パストガバナー

豊田

章二（高松南RC）

ロータリー財団への日頃のご支持、ご支援に対しま
して、心から感謝申し上げます。
２０１６−１７年度ロータリー財団委員長とカウン
セラーを担当する事になりました。
（ 以下Ｒ財団とす
る）よろしくご協力をお願いいたします。
Ｒ財団の歴史的側面を簡単に紹介いたします。
Ｒ財団の正式名称は「国際ロータリーのロータリー
財団」です。
Ｒ財団は、１９１７年、米国ジョージア州アトランタ
で開催された、国際大会において、アーチ・Ｃ・クランフ
が「全世界的な規模で慈善・教育・その他社会奉仕の分
野でよりよきことをするために基金をつくろう」と提
案したことに始まり、１９２８年の国際大会でロータ
リー財団と名付けられ、１９３１年、信託組織となり、
１９８３年に米国イリノイ州法の法令の下に「非営利
財団法人」になりました。Ｒ財団を構成する法人会員
は、ＲＩのみであり、Ｒ財団の正式名称は、
「国際ロータ
リーのロータリー財団」であります。ＲＩと法的に組織
は違っても、その目的・使命・活動は両者ともに一体の
ものであります。
Ｒ財団の使命は、ロータリー会員が健康状態を改善
し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じ
て、世界理解、親善、平和を達成できるようにすること
です。非営利組織である当財団は、ロータリー会員をは
じめ、より良い世界を築こうというビジョンを共有す
る財団支援者の方々からの自発的な寄付のみによって
支えられています。ご寄付は、Ｒ財団の補助金となり、
助けを必要とする地域社会に持続可能な変化をもたら
す活動に役立てられています。以上の高い目標と使命
をもって活動する事、まさにロータリーの神髄といえ
ます。
Ｒ財団は、①グローバル補助金、②地区補助金、③ポ
リオプラス、④ロータリー平和フェローシップ、⑤基
金、等々、多岐にわたって世界中に展開して、Ｒ財団の
活動が実行されています。
１９１７年から１００年目、２０１７年に「ロータ
リー財団１００周年」を迎えます。ロータリー財団への
更なるご協力をお願いするとともに、皆さんのクラブ
で「ロータリー財団、１００周年を祝う行事」を是非企
画・実行していただきたいと思います。２０１７年６月
にアメリカ・アトランタで国際大会が開催されます。是
非皆さんにご出席いただきたいと思います。
どうか各クラブの会長・幹事様、ガバナー補佐の皆
様、Ｒ財団委員会の皆様、それにもまして四国の全会員
の皆様のご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。

6

青少年奉仕委員会委員長

古川

充（脇町RC）

1908年、冬の寒い日、売れない新聞を抱えて震えている少年をシ
カゴRCの会員が例会場に連れて行き、ある会員は新聞を全部買って
あげ、またある会員は手袋を、ある会員はマフラーを与え激励して帰
しました。これがロータリーにおける青少年奉仕の第1号として記録
されています。
青少年奉仕委員会は、インターアクト小委員会、ローターアクト小
委員会、ライラ小委員会、新世代奉仕小委員会の４つの小委員会から
構成されておりますが、各小委員会とも、非常に専門職の強い活動を
致しております。
今年度は、インターアクト小委員会に日田良介委員長（八幡浜）、
ローターアクト小委員会に熊田浩委員長（高松南）、ＲＹＬＡ(ライラ)
小委員会に米山徹太委員長（松山）、新世代小委員会に矢野泰弘委員
長（観音寺）、にそれぞれお願いを致しております。各委員長とも複数
年委員を経験された各委員会プログラムにご造詣の深い方々でござ
います。
既に、今年度は、７月３０日３１日にＩＡＣ年次大会が、愛媛県今
治市、今治市総合福祉センターʻ愛らんど今治ʻ他で開催されました。
今治ＲＣが提唱されております今治西高校IACの皆さんがホストを
され、大会テーマ「地域再発見」の下に、盛大に開催されました。基調
講演には、サッカー元全日本監督でFC今治オーナーの岡田武史様を
講師にお招きし「地域再発見〜サッカーを通じて〜」というテーマ
で、チームビルディング、リーダーシップ、チャレンジすることの大
切さ等のご経験に基づく貴重なお話を頂きました。また、二日目は、
来島海峡のクルージングが催され、村上水軍の遺跡がある来島に上
陸し歴史を学ぶとともに、海上での貴重なひと時を経験しました。今
治西高校ＩＡＣの皆さんは元より、顧問の先生方、そして阿部真弓実
行委員長をはじめ今治ＲＣの方々の献身的なサポートにより、成功
裏に終えることができましたことに、関係各位に対しまして、改めて
お礼を申し上げる次第でございます。
ＲＡＣは、愛媛が3クラブ、香川3クラブ、高知と徳島が1クラブず
つのクラブが活動を致しております。RACの地区内行事は、年間に4
回行われます。７月３日第１回会長幹事会、１１月２６日〜２７日地
区内交流会、４月２３日第２回会長幹事会、地区大会は6月１７日１
８日に松山で松山大学RACの主幹で行われます。また、7地区交流会
では、山陽・山陰の中国地方と九州と四国と7つの地区が合同で交流
と研修をしております。そして全国ローターアクト研修会では近隣
地域だけではなく、34地区で、今年で2７回目の開催となります。今
期はグアムで行う予定です。このようにクラブ内だけではなくて地
区をも超えて日本全国・世界中でローターアクトの活動がなされて
おります。
ＲＹＬＡ（ライラ）は、２０１７年５月１８日（木）〜２１日（日）
（予
定）の開催を目指し、２６８０地区との合同準備委員会を始め、鋭意
準備を進めております。今年度は、２６７０地区が主幹となり米山委
員長がディーンを務めますので、更なる参加者の増員を目指すとこ
ろです。ＲＹＬＡは、青少年指導者養成セミナーを意味しますが、指
導者となる青少年だけではなく、ロータリアンも参加することによ
り、深川純一先生の講義をはじめロータリー理論を学ぶ機会に恵ま
れ、ロータリーの理解を深める一助となると確信を致しております。
多くのロータリアンの方々のご参加をお待ち致しております。
新世代奉仕小委員会では、少年少女キャンプのサポートをはじめ、
児童への食育教育、、貧困と児童虐待の二つのテーマについて、主に
取り組んでおります。今年度は、矢野委員長が２６７０地区新世代奉
仕委員会のfacebookを立ち上げ、SNSを使って各クラブと連携を試
みておりますので、積極的なご参加をお願い致します。
青少年奉仕が、始まるきっかけとなった事案を思い起こし、今年
度、さらに新たな気持ちで取り組んで参りたいと思う次第でござい
ます。今年度も、青少年奉仕に、更なるご理解とご支援をお願い申し
上げます。

国際ロータリー第３ゾーン

ロータリー戦略計画推進セミナー開催
日
場

時：７月９日１１：００
所：大阪新阪急ホテル

野口

長期戦略委員会委員長

一臣（高松西RC）

台風接近で天候が危ぶまれる中、
「ロータリー戦略計画推進セミナー」が大阪で開催されました。ロー
タリーのあるべき姿を中長期で考えようという事です。
これまでも文言は有りましたが世界規模で起きる変化に十分対応できているとは言えませんでし
た。そこで今回各地区、クラブに戦略計画委員会の必要性の認識を浸透させるのが狙いでした。セミ
ナーには斉藤直美ＲＩ理事はじめ第３ゾーンの各ガバナーや補佐ら関係者多数と当地区からは前田直
俊ガバナー金地行雄代表幹事、らが出席しました。
セミナーでは幾つかのグループに分かれて地区の実例などをもとに話し合いました。
１、会員増強基盤の戦略 １、公共イメージ向上戦略 １、ロータリー財団の戦略
以上が柱でしたが全体的には戦略計画委員会を有し機能しているクラブは半分に満たないことや人
口減少のなかで増強に帰着する方向性に拘らず質を重視する事も大切等の声が聞かれ戦略計画の実効
性の難しさが改めて浮き彫りになった感がありました。
しかし地盤沈下に対して手をこまねいているわけにはいかず各クラブに委員会の設置をじっくりと
働きかけていく以外ないとの意見が大勢でした。
尚、当地区は今年度、長期戦略計画を策定しガバナーのホームページにアップしています。
ご参照ください。また「おしえてロータリー」のアニメが会場で披露され好評でした。併せてご報
告いたします。
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短期交換プログラム受け入れ報告
短期交換委員会委員長

大

日頃は当短期交換プログラムに多大なご協力を
賜り厚く御礼を申し上げます。
今年で38回目の生徒
の相互交換は7月１日関空へのニュージャージー州
の生徒の降り立ちにより始まりました。
私大島と渡
邊氏（スタントラベル）
が空港ゲートで元気に表れ
た生徒達を出迎え、
京都にて宿泊、
翌日京都観光を
済ませ、徳島入りをし、
歓迎会に臨みました。 ウェ
ルカムでは和気藹々、
阿波踊り有名連「娯茶平」
の
演舞を鑑賞し、
指導の元、
チーム全員で踊りに参加
し、堪能して貰いました。
その後、
高知、
愛媛とホームステイを重ねながら
移動し、愛媛からは広島、
潮の満ちた宮島厳島神社、
そして平和祈念館、
普段は少々ワイルドな生徒達が
真剣に過去に向き合う姿には感銘を受けました。
続
き倉敷美観地区、
姫路城天守閣登頂を経て香川入り
をしました。
香川県最終日には嘗てなかった程フェ
アウェルパーティが香川短期委員のお世話で行わ
れました。
楽器演奏、
独唱、
幕間芸、
また終演近くに
は前田ガバナー様の特別のご配慮でプロ歌手（ガ
バナーのお嬢様を含む）
も加わり全員参加のダンス
で最高潮に達する終演を迎えました。
生徒達は大阪
観光を経て翌日7月21日に帰国の途に就き、
全員無
事に家族の元に帰りました。
今年のリーダーは女性2名、
ダイアンさん、
機知に
富んだロータリアンで常に生徒達に配慮し、時には

観音寺RC【宝田ホストファミリー】
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島

浩

輔（徳島プリンスRC）

バスの中で叱咤激励を行っていました。
副リーダー
のコーリさん は12年前の短期交換学生であり、当時の

経験を活かし適切な助言を生徒に与えていたのが印象的
でした。
このプログラムの主役はホストファミリーの皆様で
す。米国に於いても同様です。
ホストの皆様のご協力無しではこのプログラムは機能
しませんし、その意義を失います。
毎回のようにホストを引き受けてくださる会員の皆様
に対し深甚なる謝意を改めまして述べさせて頂きます。
前田ガバナー様、
金地地区代表幹事様、
地区役員の皆
様、
私の無理難題に耐えて戴いた事務員の皆様、
心より感
謝申しあげます。
ガバナー補佐の皆様には生徒面接より
始まり、
派遣生徒の絞り込みには短期委員と苦悩を共有
して戴き、
適格な指針をお示し頂きました。
全ての機会に
同席を頂き感謝は尽きません。
派遣学生は7月28日に植條敬介リーダー（坂出東RC）
に率いられ成田より旅立ちます。
ニュージャージーではジム アリソン氏が首を長くし
て生徒達を待ってくれています。
3週間の滞在を十分に楽しみ、
意義深いものとし、一回
り成長して帰国してくれるものと期待しております。
最後となりましたが、
私の最も信頼する仲間、
四県の短期
交換委員の皆様、
お世話になりました。
Good Job!でした。

善通寺RC

フェアウェルパーティ

9

第38回RYLAセミナー合同評価会報告
米山
第38回RYLAセ ミ ナ ー が 余 島 に て5月19日
（木）〜 22日（日）にかけて開催されました。
そして、今回のセミナーの評価会が2680地区
（兵庫県）と2670地区（四国）の両地区合同
にて6月26日（日）に兵庫県神戸で行われま
した。
2680地区からは2015−2016丸尾ガバナー
はじめ15名、2670地区からは前田ガバナーエ
レクトはじめ10名の計25名の参加がありまし
た。
内容は以下のとおりです。
◎来年の第39回RYLAセミナーは平成29年5月
18日（木）〜 21日（日）に開催
◎今回のRYLAセミナーの様子をDVDに残し
（30分程度）各ロータリークラブへ配布す
る予定であることが発表された。
◎事前にカウンセラーミーティングを２回実
施したのでカウンセラーのスキルも向上し
大変よくまとまった内容であった。また、
受講生に近寄りすぎず、遠からず、自主・
自立の向上、班の危機管理などカウンセラー
の資質の向上を図れたのではないか。
◎5月は講師のスケジュールが決定していない
こともあり、講師の選任を早目にするべき。
◎講義・講師については受講生にも好評で会っ
た。今回は事前カウンセラーミーティング
に参加して頂いた講師もいたので今後も可
能であれば参加して頂きたい。
◎５月は気候が良く、受講生の体調面の管理
がしやすい。
◎テーマ「家族」についても良かったのでは
ないか。
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RYLA委員会委員長

徹太（松山RC）

◎プログラムについて、
「思索の時間」におい
て事前説明は十分に行ったが海に入ってい
た受講生もおりフリータイムではないとの
告知も必要かも。
◎今回は他地区からのライラリアンの参加が
あり今後もこの様なケースもあると思われ
るので情報を共有しながら今まで通りカウ
ンセラーに任せてほしい。
◎カウンシルファイヤーについては前回の反
省を基に改善できた。フラッシュ撮影を禁
止したのに使用して撮影していたロータリ
アンがいた。
◎フォーラムにてロータリアンからの質問や
意見交換の時間を設けても良かったので
は？
◎学友会については、入会証を作成し受講生
からも好印象であった。
◎両地区の学友会の連絡を密にしてセミナー
開催中の仕事の役割分担を明白にする。
◎危機管理体制については、大きなトラブル
もなく終了したが、小さなトラブルが発生
した場合でも迅速に連絡しあうことが大切
である。
◎保険については次回より主催ガバナー事務
所が手続きをとる体制とする。
◎ディーンは委員や参加ロータリアンの中に
医師の参加の掌握が必要である。
等、活発な意見交換が行われました。今回の
RYLAセミナーでの反省点を踏まえ次回のセ
ミナーへ向け、両地区のロータリアンが力を
合わせ活動して参りたいと思います。全ては
受講生の笑顔の為に！

第一回長期交換委員会及び
第五回長期派遣学生のオリエンテーション
平成28年7月18日（月）

藤村
前田ガバナー、山田直前ガバナー、柳澤ガバナーエレクトの
ご臨席のもと、平成28年7月17日日曜日に観音寺第一高等学校
で第一回長期交換委員会と第五回長期交換派遣学生のオリエン
テーションが行われましたので、ご報告します。
今回はアメリカに派遣する二人の学生のために最後の説明を
するものです。なお、2015-2016年度の派遣学生もすでにみん
な帰国しており、参加してもらいました。
また、2015-2016年度のアメリカからの4人受入学生が8月帰
るということで、ガバナーはじめロータリーアンの前で最後の
報告のプレゼンをしてもらいました。
冒頭、前田ガバナーより日本語と英語での開会に際しての挨
拶をしていただきました。英語でのスピーチは友情と情熱を深
めてほしいという素晴らしい物でした。続いて、参加者全員の
自己紹介が行われました。Inbounds（受入学生）は日本語で、
Outbounds（派遣学生）と帰国学生は英語で自己紹介してもら
いした。帰国学生は約1年ぶりに見るのですが、自信に満ちた
英語での挨拶に感心しました。
アメリカからの4人の受入学生にひとりづつスピーチをして
もらいました。今回の4人はパワーポイントを使わずに、言葉
だけでしかも日本語で自分の日本での生活を説明しました。と
ても日本語が皆上手でびっくりしました。一人は原稿なしに約
20分話しましたが、感動的な話でした。
「アメリカの学校では
学校が嫌いで、自分自身も嫌いになり落ち込んでいた時に、ロー

長期交換委員会委員長

育雄（観音寺RC）

タリーの青少年交換に参加してみないかと言われて参加し、日
本に来てから、皆が優しく学校が好きになり、自分にも自信を
取り戻せるようになったと。
」涙ながらにどのように成長した
かを訴えていました。そんな彼女は8月に留学生のスピーチコ
ンテストの全国大会に臨むとのことでした。いい結果が得られ
る様、声援しています。
次に帰国学生5人による簡単な帰国報告と派遣学生に対する
助言をしてもらいました。1年前は何となく弱弱しかった彼女
たちが力強く語る姿は本当に成長して帰ってきてくれたとだれ
の目にもはっきりと映ったと思います。帰国学生は8/28日曜日
に30分の帰国報告をしてもらう予定になっています。
次にロリポップトラベルの高田社長から派遣学生２人に最終
の渡米の準備手順をしてもらいました。
一方この間、別室にて、地区役員と長期交換委員会の委員の
皆さんで第１回の長期交換委員会を開きました。
議題は7/3に全国青少年委員長会議の内容の説明の年間行事
予定の確認を行いました。
最近危機管理が厳しく指導される中でどのようにしていくかと
いうことを話し合いました。
会の運営に当たり全員何らかの発言をしてもらいたいと心が
けました。学生の保護者の方や学校関係者の方からもお話しを
伺うことができて、うれしく思いました。
最後に柳澤ガバナエレクトの閉会の挨拶で終わりました。

2016−2017年度
RI D2670長期交換小委員会（LTYEP）年間行事（Schedule）
2016年
7月17日（日）2016-2017 アメリカへの派遣学生第5回（最終）オリエンテーション（観音寺）第一回長期交換委員会
2015-2016 アメリカからの受入学生日本語での最終プレゼンテーション藤村委員長
8月上旬〜中旬 アメリカへの派遣学生出国
8月中旬〜下旬 アメリカからの受入学生入国
8月28日（日） 帰国学生報告会・受入学生第1回オリエンテーション（観音寺）瀬野副委員長
11月20日（日）2017-2018 派遣予定学生第1回オリエンテーション（観音寺）
2016-2017 オーストラリアからの受入学生日本語で最終プレゼンテーション。中村委員
2017年
1月上旬〜中旬 オーストラリアからの受入学生入国・帰国
1月8日（日） 派遣予定学生第2回オリエンテーション（観音寺）泉委員
2月4日（土）〜5日（日） 中四国3地区合同オリエンテーション（児島）
第2回受入学生オリエンテーション
D2690、D2710（担当地区）、D2670
河田委員
3月5日（日） PETS DTTS
3月後半 オーストラリアへの派遣学生出国・帰国
4月15日（土）~16日（日） 地区大会 （高松） 岡本委員
5月13日（土）~14日（日） 第21回全国青少年交換研究会（米子）浜崎委員
三地区合同研修旅行をこの研究会に合わせて行う。後藤委員
5月14日（日） 地区協議会
各オリエンテーションにはできるだけ学校の先生方のご出席をお願いします。
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2016-17年度

国際ロータリー第2670地区

インターアクトクラブ年次大会報告
インターアクト委員会委員／年次大会実行委員長

阿部

真弓（今治RC）

メインテーマ 「地域再発見」
サブテーマ
「多角的な視野で物事を考える力を付け、地域を見直す」
7/30（土）31（日）愛媛県今治市社会福祉協議会「愛らんど」、伊予銀行今治支店「いよぎんホール」
に於いて、2016-17年度国際ロータリー第2670地区インターアクトクラブ年次大会が「地域再発見」
をテーマとして四国4県15校のインターアクトクラブ及びロータリー関係者を含め約250人が参加し
て開催されました。ホスト校は今治西高校。スポンサークラブは今治ＲＣが務めました。
（１）開会式
泉芹奈 今治西高校ＩＡＣ会長は今回の大会で
は元サッカー日本代表監督の岡田武史さんが基調講
演をしてくださいます。四国サッカーリーグのＦＣ
今治のオーナーとして今治の地域再発見にご尽力く
ださっています。基調講演をしっかり聴いて
自分たちができる地域再発見につながる活動を
考えてみてください。2日目にはしまなみクルーズ
もあります。今大会の活動を通じて、今治市の良さ
も知っていただけたら、地元で地域再発見に取り組
むクラブとしてとてもうれしく思います。と、述べ
ました。その後、前田直俊ガバナー、今井正信 青
少年奉仕委員会カウンセラー、菅良二今治市長、山
田里美今治西高校校長、平尾浩一郎今治ロータリー
クラブ会長よりご挨拶をいただきました。
（２）基調講演
岡田 武史
（FC今治オーナー 元日本代表チーム監督）
基調講演
◇演題「地域再発見 〜サッカーを通じて〜」
◇講演要旨「今治でのチャレンジを通じてチーム
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ビルディング、リーダーシップ、チャレンジする
事の大切さ等、人生を生きていく上でのヒント」
講師の岡田武史氏が今治に拠点を置いて一年。
今治で開催される年次大会では、是非ともアクター
達に熱いメッセージを送っていただきたいと思う、
実行委員会の熱烈なオファーをご快諾いただき基
調講演の講師をお引き受けいただきました。
当日は当然のことながら期待を裏切らない熱い
講演を頂き、監督業からオーナーとなっての経営
管理すべてが初めての今治での活動を踏まえて岡
田語録ともいえるワードが次から次へと飛びだし
ておりました。
フランスワールドカップの最終予選終盤で急遽、
代表監督になった岡田氏、そのあたりからもの凄
くバッシングを受け、電話帳に自宅の電話番号を
載せていたせいで、家にも毎日のように脅迫電話
がかかってきて、自宅の前でパトカーが24時間待
機している状態。気が狂いそうだったこと、今で
も忘れない。
これは耐えられない、早く逃げたい、早く終わっ
てくれと思っていた中、予選を戦っていくうちに、
なぜか開き直れた。分子生物学者の村上和雄さん
の本に書かれていた言葉で、
「遺伝子にスイッチが
入る」ような感覚がありあのときに何かが変わっ
たと言う。

日本では年間３万人も自殺をしている。どうし
てこんな豊かな国で人は自殺するのか。それは生
きる力が落ちているからだと私は考えています。
日本ほど、快適、便利、安全な社会では遺伝子に
スイッチが入らないのです。遺伝子のスイッチが
人を本当のリーダーに変えると思います。
成功には〈能力×情熱×考え方〉の掛け算で近
づける。能力は簡単に変わらない。でも、情熱や
考え方はすぐに変えられる。特に考え方が大切だ。
守破離の考え、師の教えを守り、型を破りそし
て離れていき、自分の考えで行動する。
講演中は熱いメッセージをアクター達に贈り続
けていただき、講演を通して感じた事は次世代に
はモノの豊かさより心の豊かさを感じてもらえる
事を、期待したいと、言われていた。
（３）ディベート
「ふるさと納税」をテーマにディベート方式で地
域再発見に取り組みました。
アクター達をシャッフルし各班6名程度22班に
分け 11チームで討論できる体制を整えました。
ディベートが初めてのアクターも多数いらっしゃ
いましたので、ホスト校の今治西高生が説明や準
備をし、そしてディベート練習後、夕食を挟み、
更にディベート準備をし本番へと導いておりまし
た。最初表情の硬かったアクター達は、気づけば
班全体のモチベーチョンが上がっており、非常に
コミュニケーションのとれている様子があちらお
ちらで見られておりました。
（４）おもてなし
今大会では、２つのおもてなしをさせていただ
きました。1つ目は基調講演後の今治西高校 郷土
芸能部による太鼓演奏。そして2つ目は夕食後今治
国際ホテルにて同じく今治西高校ダンス部のダン
ス発表です。両部活動がアクター達を精一杯おも
てなしの心で発表・演奏させていただきました。
（５）２日目 しまなみクルーズ
２日目は、屋外での活動です。クルーズ会社に
協力を頂き４隻のチャーター船に分かれ、日本三

大急潮流の一つとして有名な来島海峡の急流を間
近に体験いたしました。さらには世界初の三連吊
橋「来島海峡大橋」を海上から臨み（橋くぐり）
、
日本一の海事都市「今治」の象徴である造船所群
を湾内からも見学いたしました。歴史的にも戦国
時代の村上水軍の居城跡「来島」
（ くるしま）に、
上陸し地元のボランティアガイドにより島内を案
内いただきました。明治時代に建てられた芸予要
塞の砲台跡が残る「小島」
（ おしま）などは、船窓
から見学し、歴史ファンならずとも魅了される見
どころ満載の体験型クルーズとなりました。
（６）閉会式
すべての行事を終え、前田直俊ガバナーより講
評を、古川充地区青少年奉仕委員長より謝辞、日
田良介地区インターアクト委員長より総評を頂き
ました。次年度はホスト校が吉野川高校となり、
吉野川高校 河野紅美さんから、
「徳島吉野川でお
待ちしております」と、ご案内いただきました。尚、
スポンサークラブは御所ロータリークラブです。
（７）年次大会を終えて
ご参加くださいました15校のインターアクター、
顧問の先生方 提唱ロータリークラブ、ロータリ
アンの皆さまにおかれましては、遠方よりお越し
いただきまして誠にありがとうござました。ホス
ト校とスポンサークラブは、数年前から温めてお
りましたプログラムをお陰様で無事終了すること
が出来ました。
大会期間中行き届かない点多々ありましたこと
心よりお詫び申し上げます。
今後もこの経験を生かして、地域に根付いたイ
ンターアクト活動を行ってまいります。感謝の言
葉しかございません。本当にありがとうございま
した。
今回の経験がお役に立てますよう、次年度年次
大会開催の吉野川高校様、御所ロータリークラブ
様のバックアップに努める所存です。
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国際ロータリー第2670地区

ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ
国際ロータリー第2670地区
ガバナーエレクト

柳澤

光秋

拝啓 酷暑の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、この度、国際ロータリー第2670地区ガバナーエレクト事務所を、下記の通り開設いたしまし
たので、ご案内申し上げます。
今後とも、尚一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。
敬具
記
Rotary International District2670
2017-2018年度ガバナー事務所
〒780-0821 高知県高知市桜井町1-2-16
TEL:088-856-6628 FAX:088-856-6629
E-mail rid2670gov@orion.ocn.ne.jp
執務時間 9時〜17時（土日祝祭日休み）
尚、当事務所は2017年7月1日より
ガバナー事務所となります

以上

2017年2018年度

ガバナーエレクト
地 区 代 表 幹 事
地区副代表幹事
同
同
同
同
地 区 会 計 長

柳澤
久松
前田
猿田
内田
浦田
吉永
永野

光秋
啓一
博
隆夫
荘一郎
健治
光男
健生

事

澤田

さおり

務

職

員

予定

◆PET・DTTS

2017年2月12日（日）

ザクラウンパレス新阪急高知

◆地区研修・協議会

2017年3月 5日（日）

ザクラウンパレス新阪急高知

◆地区大会記念ゴルフ大会
◆地区大会

2017年11月17日（金）

2017年11月18日
（土）
・19日（日）

土佐カントリークラブ

高知県立県民文化ホール

ロータリー奨学生募集のお知らせ
国際ロータリー第2670地区（四国）財団委員会は、ロータリー財団グローバル補助金を用いた
「ロータリー奨学生」候補の募集を行っています。
下記6つの重点分野において、国際理解と世界平和促進を基本理念とし、海外の大学院での1学年度
以上の修学にグローバル補助金から米貨30，000ドルを奨学金として支給します。
•平和と紛争予防／紛争解決
•疾病予防と治療
•水と衛生
•母子の健康
•基本的教育と識字率向上
•経済と地域社会の発展
詳しくは、地区財団事務所ホームページ（http://www.rid2670trf.org）、または、ロータリー財団事務
所（TEL.087-873-2225／E-mail.info@rid2670trf.org）までお問い合わせください。
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7月度出席報告
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受賞者紹介
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

米山功労者

INFOMATION

メジャードナー

インフォメーション

■物故会員の連絡について

クラブ名、
氏名、
逝去年月日と顔写真
（裏面お名前記入）
をお送りください。

■出席報告について
毎月最終例会後、
翌月15日までにガバナー事務所へFAXしてください。

■クラブの行事や活動状況などについて
出来るだけ写真・資料を添えてお送りください。
（出来ればデータでお送りください。
）

■ボール・ハリス・フェロー／米山功労者について
上記受賞者についてクラブ名、
氏名、
受賞年月日に写真を添えてお送り下さい。

飯尾 昭三
（東予RC）

文 庫通 信

松木 徹夫

最近のロータリー情報

347号

「ロータリーの本質とは−アンケート回答」

◆

「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。

ロータリー
文庫

※送り先は下記ガバナー事務所まで。

（今治RC）

〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目6番15号 黒龍芝公園ビル3階

TEL 03-3433-6456 FAX 03-3459-7506
開館時間 午前10時〜午後5時 休館日 土・日・祝祭日
http://www.rotary-bunko.gr.jp

国際ロータリー第2670地区

ガバナー事務所

1969／7P

「ロータリーでいう職業奉仕」

◆

神守源一郎

D.358／1972／57P

「ロータリーでいう職業奉仕」

◆

神守源一郎

京都東R.C.／1983／18P

「ロータリーの綱領の変遷と『奉仕の理想』」

◆

先名

正四

1989／4P

「ロータリーの立場」

◆

近藤

正夫

1974／3P

「大乱亥歳を顧みてロータリーを考える（フォーラム記録）」

◆

佐藤

千寿

関西ロータリー研究会／1996／31P

「21世紀のロータリー」

◆

堀場

雅夫

関西ロータリー研究会／1996／71P

「世界のロータリー」

◆

入江

直祐

1981／8P

「デンバー大会の焦点

◆

宮脇

冨 1966／1P

第2670地区ガバナー月信 編集委員会
〒762-0007 香川県坂出市室町3丁目1番13号
TEL 0877-85-8523

FAX 0877-85-8536

代表幹事

RI−RIBI問題」

金地 行雄

E-mail 16-17@rid2670go.com

担当幹事

大屋 聡規

http://www.rid2670go.com/

ロータリーレート

1＄＝102円

