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明けましておめでとうございます
国際ロータリー第 2560 地区
ガバナー 山﨑 堅輔 (中条 RC)

地区内クラブ会員の皆様にはご家族御揃いで健やかに新年をお迎えになられたことと
存じます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
各クラブ会長・幹事の皆様には任期の丁度半分が終了されましたが、皆様のクラブが
「より強力な 魅力あるクラブ」 になります様、残り半年間の任期をクラブ皆様の為に精
一杯努めて頂きたく存じます。
昨年７月１６日、新潟クラブから始まりましたガバナー公式訪問は、１２月１１日の中
条クラブを最後に全クラブの訪問を終了することが出来ました。ガバナー公式訪問に際し
、各クラブ会長・幹事の皆様、ガバナー補佐の皆様をはじめ、多くの皆様に大変お世話に
なりました。心から厚くお礼申し上げます。
このガバナー公式訪問を通じて、私は本当に多くのものを学び貴重な一期一会を実感さ
せて頂きました。各クラブともその活動内容は全て異なっておりますが、名声を求めず、
対価を求めず、黙々と奉仕する姿に敬服する次第で御座います。
ところで、昨年 12 月 7 日に佐々木ガバナーエレクト渡米壮行会が開催されました。ガ
バナー年度は６月 1 日～翌年 7 月でありますが、事実上この渡米壮行会から新年度が開始
されると言っても過言ではなく、悠々船出を果たされました。正月明けには国際協議会（
米国）でのガバナー研修をはじめとして、安全航海を祈念申し上げる次第で御座います。
また、１月２７日はロータリーの創始者であるポール・ハリスの命日です。この２７日
を含む１週間を、物故ロータリアンの冥福を祈り、生前のご貢献を記念する一週間とされ
ています。ロータリー理解推進月間を機会に、会員の皆様がロータリーに付いて、そして
今日に至るまでの多くのロータリアンの業績を知り、ロータリーへの理解を深めて頂きた
いと願っております。
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佐々木丸が出航致しました！
～ 佐々木ガバナーエレクト渡米壮行会を終えて ～

国際ロータリー第 2560 地区
地区幹事 時田 政義 (中条 RC)
師走の去る 12 月 7 日に胎内市・中条グランドホテルにて、
佐々木ガバナーエレクト渡米壮行会が開催され、実質的に
佐々木年度が本格スタートされました。言わずもがな、
ガバナー年度サイクルは 7 月 1 日～翌 6 月 30 日ながら、
その組織検討や四大大会設定はノミニー時代から開始し、
それらの計画固めはエレクト年度当初から、更に渡米
壮行会後には予算編成や地区運営会議、会長エレクト
研修セミナー(PETS)などの具体的準備活動が本格展開となります。
また、渡米壮行会とは、1 月半ばの延べ 10 日間(缶詰教育は
6 日間)米国カリフォルニア州サンディエゴで開催される国際協議
会へ、ガバナーエレクトご夫妻が召集され、新年度方針を含む
ガバナー教育や諸交流を体験されるものであり、その労苦を労う
べく、第 2560 地では例年 12 月上旬に開催されております。
今回の渡米壮行会は、パストガバナー、当年度ガバナー補佐、
各委員会正副委員長、ガバナースタッフの皆様に加えて、ホスト
クラブの小千谷ＲＣからも大勢の方々にご参加頂き、大いに盛り上がりました。
とりわけ、佐々木ガバナーエレクトの持論である「楽しいロータリー活動を目指したい！」と
の御意向を受け、
“より楽しく”を前提に検討致しました。
その検討過程では、色々な企画アイディアが盛り沢山提案されましたが、時間的制約もあり３種
類のゲームに絞込みました。結果として、皆様のお帰りには「結構、面白かったよ！」と言って
頂けたのは幸いでした。
改めまして、佐々木ガバナーご夫妻の渡米研修のご無事、ならびに佐々木年度の安全航海をご
祈念申し上げます。
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第２５６０地区 米山奨学生学友会総会 報告
米山奨学生・学友委員長
馬場

伸行（新潟西ＲＣ）

去る２０１３年１１月３０日（土）新潟市のＡＮＡクラウンプラザホテル新潟（飛翔）
に於いて学友会総会並びに親睦会を開催いたしました。学友１４名、奨学生２１名、カウ
ンセラー１８名、委員、地区役員１３名の合計６６名の参加をいただきました。
まず始めに 詹秀娟 会長の開会挨拶、次に山﨑ガバナーの挨拶、そして大橋米山奨学委
員長挨拶と続き議事に入りました。詹秀娟 会長による議長議事進行で活動報告、孫犁冰
さんによる決算報告、馬場による監査報告と続き議題はすべて全員一致で可決承認されま
した。特に 詹秀娟 会長からは学友が会う機会が少ないので行事がある場合は積極的に参
加してほしい旨要請がありました。また徐々に他県から新潟の学友会に参加をしてくれる
学友が居ります。アシュボダさん（スリランカ）会津若松 RC、グエンさん（ベトナム）
秋田港 RC、全さん（中国）龍ヶ崎 RC です。またバロリさんはご夫婦で参加いただきまし
た。その後安藤米山奨学副委員長による閉会の挨拶で終了いたしました。
引き続き親睦会に移り佐々木ガバナーエレクトの挨拶と乾杯でスタートしました。
何人かの学友から近況報告を頂き新潟の就職先がホテルであったり酒蔵会社であったり
と意外な報告もありました。李海蘭さんからは勤務先の菊水のお酒をプレゼント頂きあり
がとうございました。会は和気合いあいと楽しく歓談いたしました。
中締めの挨拶を 房文慧 副会長にお願いし、閉会の挨拶と日本式の１本締めで締めてい
ただき最後に大いに盛り上がりお開きとなりました。歓談の時間が少し少なかったのが反
省点です。次回に活かしたいと思います。
学友、奨学生、カウンセラー、役員の皆様大変ありがとうございました。
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２０１３－２０１４年度地区補助金プロジェクト報告：中条胎内ロータリークラブ

「手を差しのべよう」
国際ロータリー第 2560 地区
中条胎内ロータリークラブ 会長 鹿嶋 和子
中条胎内ロータリークラブは 2013 年 8 月 1 日 障害者の就労継続支援事業所・こばと
作業所に「モルタルミキサー1 台・バケツ・スコップ等」の寄贈を致しました。
こばと作業所では、以前からスペーサー
ブロックを製作していましたが、モルタルの
手煉り作業は、手がガサガサに荒れるだけで
なく、品質的にも均一な製品が出来ずに苦慮
していたそうです。この度のモルタルミキサー
の寄贈により、コンクリート圧縮強度実験に
合格する製品を、販売する事が出来る様に
なりました。
モルタルミキサーとバケツ・スコップ

製作の楽しみと、必要に応じた製品を販売で
きる事は、就労されている方々の働く意欲にも
繋がる支援と思われます。モルタルミキサーを
安全に、かつ有効に使用頂いて、こばと作業所
から、益々、アイディアあふれるコンクリート
製品を社会に生みだして行かれる事を願って
おります。
スペーサーブロック

寄贈後の作業状況や感想については、
こばと作業所 須貝所長 様より卓話を通して
お聴きすることが出来ました。
また、胎内市の広報紙にも掲載されました。
この度の社会奉仕事業「手を差しのべよう」は
2013-14 年度地区補助金プロジェクトとして
承認され実行しましたので報告いたします。
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こばと作業所のみなさんと

２０１３－２０１４年度地区補助金プロジェクト報告：白根ロータリークラブ

「台湾高雄日本人学校へ図書の寄贈」
国際ロータリー第 2560 地区
白根ロータリークラブ
今年 1 月に当クラブメンバーの遠藤哲君が台湾高雄を訪れた際、高雄日本人学校の校長
先生である高口和治氏より、学校図書の更新がなかなか難しい現状があることをお聞きい
たしました。そして、高口氏が新潟県出身であることや、国際ロータリー第 3510 地区高
雄壽山ロータリークラブのメンバーであることもお聞きいたしました。
そこで、白根ロータリークラブはロータリー財団新地区補助金を活用し、図書 337 冊を
寄贈することにいたしました。9 月 3 日、田伏厚志会長はじめ 8 名のメンバーで台湾高雄
日本人学校（生徒数 小中学校あわせ 125 名）を訪れ、図書を贈呈いたしました。当日は
小学校 2 年生が我々のために歓迎会を開催していただき、元気よく校歌を合唱してくれた
り、担任の先生より寄贈した「絵本の読み聞かせ」を見学させていただいたり、生徒たち
より感謝の作文もいただきました。
その晩は、高雄壽山ロータリークラブの例会にも参加させていただきました。高雄壽山
ロータリークラブは台湾で、日本語を公用として例会を開催している 3 クラブの中では、
最も歴史があり、吉川正人会長はじめメンバーの皆様とおおいにロータリーの親交と友情
を深めることができました。
新地区補助金の初年度ということもあり、何かと準備段階で分かりづらいこともありま
したが、白根クラブ単独での事業よりもより多くの図書を送ることができました。生徒さ
ん達はもとより、教師たちからも「最新の児童図書を使用することは、現代教育の面で非
常に大切なことです」と、評価と感謝の言葉を戴きました。
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２０１３－２０１４年度地区補助金プロジェクト報告：高田ロータリークラブ

「発達障害に理解を深める講演会開催」
国際ロータリー第 2560 地区
高田ロータリークラブ 社会奉仕委員会
高田 RC 社会奉仕委員会では，近年注目を浴びている「発達障害」について理解を深
める活動を今年度のメーンテーマとして取り組んでおり，これまでも例会での卓話にてそ
の理解を深めてきました。また，本活動は今年度地区補助金プロジェクトとして取り上げ
ていただきました。
2013 年 11 月 13 日に「発達障害に気づかない大人たち」と題して，社会奉仕委員会の
企画で講演会を開催し，県内各地から障害者施設・養護学校，企業経営者など事前申し込
みを超える 320 名の参加をいただき盛会裏に開催しました。
講師にお招きした福島学院大学大学院の星野仁彦教授は，約 40 年自閉症，ADHA(注意
欠如・多動性障害)，LD(学習障害)を専門にご活躍されており，当日は発達障害の特徴や
就労支援について，実践的具体例を交えながら，わかり易くご指導をいただきました。講
演中，時折「星野劇場開演(壇上から会場に降りて)」で参加者に接しながら，熱の入った
お話で多くの参加者から好評をいただきました。引き続き 1 月には人事・労務の管理者向
け研修会，2～3 月には具体的ケースの対応のためのワークショップ(2 回)を計画していま
すが，閉会後の受付にて 1 月の研修会への申し込み，問い合わせが多数ありました。

講演会の企画を担当した

開会挨拶される石倉会長

講師の星野仁彦先生 時折り「星野劇場開演」で過熱する先生!

大島社会奉仕委員長(司会)

熱心に星野先生の講演を聴く参加者
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平成２５年１２月２４日
ガ

バ

ナ

ー

各

位
ロータリー文庫運営委員会
委 員 長
戸 田 一 誠

拝 啓
師走の候、貴ガバナーはじめスタッフの皆様には益々ご健勝にてご活躍の事とお慶び申し上げます。
また常々文庫へのご協力を心から感謝致しております。
このたびは、下記１１点をご紹介いたしますので「ガバナー月信」にご掲載下さるようお願い致しま
す。
なお今後ともご活躍とご成功を心からお祈り致しております。
敬 具
追

伸 下記ご掲載の場合は［申込先］もご記載下さるようお願い致します。

文

庫

通

信

（316号）

「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２万３千点を収集・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。ホームページの「ロータリー文庫について」欄もご覧ください。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。

デジタル化されたロータリー文献(１)
◎「友を選ばば」 佐藤千壽 東京東R. C. 1994 27p
◎「ロータリーのこころ」 佐藤千壽 1997 65p
◎「脚下照顧」

佐藤千壽 東京足立R. C. 1997 59p

◎「ロータリーと禁欲の倫理」 佐藤千壽 大分R. C. 1991 59p
◎「言葉は人生の杖」 佐藤千壽 2003 39p
◎「職業倫理」

佐藤千壽 東京東R. C.

1992 64p

◎「窓を開くロータリー 広報資料」 前原勝樹 1985
◎「広報」 津田 進

1988

◎「三つの山脈」 津田 進 千曲川R. C. 2002 40p
◎「前原ガバナー講話集」 D.355 － 87p
◎「ロータリー廣報乃王道」 佐藤千壽 D.2780 1997 34p
［上記申込先：ロータリー文庫]

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
TEL（03)3433-6456・FAX（03)3459-7506
http://www.rotary-bunko.gr.jp
開館＝午前 10 時～午後 5 時
休館＝土・日・祝祭日
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2013-14年 度 国 際 ロ ー タ リ ー 出 版 物 日 本 語 版 注 文 用 紙 (抜 粋 )
D/V20131217007

宛先： 国際ロータリー日本事務局

資料室

お支払いは前払いになります。折返し、請求額をFAXもしくは
Eメールにてご連絡いたします。

108-0073 東京都港区三田1丁目4-28 三田国際ビル24F

TEL:03-5439-5802
資料番号

FAX:03-5439-0405

品目

年
数量

単価

001-JA ロータリーとは

$0.50

006-MU 会議用書類フォルダー(青色・紙製三つ折り)

$2.00

007-ENP Official Directory (冊子)

$10.00

007-ENC Official Directory (CD版)

$5.00

007-ENB Official Directory (冊子+CDセット)

$12.00

金額

資料番号

品目

数量

562-JA ローターアクト・ハンドブック

Manual of Procedure 2013

日
金額

$3.50
$1.00

（旧ロータリーの基本知識）

$8.00

(2013年手続要覧・英語版)

月

奉仕と友情の輪を広げよう

595-JA

035-EN

単価

600-JA インターアクト推進用カード[15cmx19cm]

$0.50

605-JA 活動する地域社会:地域社会の調査法の紹介

$6.00

613-JA あなたもﾛｰﾀﾘｰと始めませんか

$2.00

名刺ｻｲｽﾞｶｰﾄﾞ[20枚1組]

614-JA
035-JA

2013年 手続要覧 (冊子版)

$8.00

[2014年入荷次第発送]

$2.00

あ な た も ﾛｰﾀﾘｰと 始 め ま せ ん か ･絵 葉 書 [20枚 1組 ]

635-MU ロータリー青少年指導者養成プログラム・ポスター

$3.00

636-JA ロータリー青少年指導者養成プログラム・パンフレット

$0.50

084-JA ロータリー世界平和フェローシップ･パンフレット

無料

639-MU インターアクト・ポスター

$3.00

092-JA ロータリー・センター学友パンフレット

無料

654-JA インターアクト要覧

$3.50

099-JA ポール・ハリス・ソサイエティ・パンフレット

無料

659-JA インターアクト・クラブ会員証[50枚1組]

$3.00

663-JA ローターアクト推進用カード[15cmx19cm]

$0.20

665-JA ローターアクト・クラブ会員証[50枚1組]

$3.00

無料、1注文につき10部まで

132-JA ロータリー奨学金パンフレット
159-JA ロータリー財団携帯用カード[10枚1組]

無料

173-JA ロータリー財団寄付の機会・パンフレット

無料、1注文につき100部まで

694-JA ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導者養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ指針

$1.50

187-JA 国際ロータリー/ロータリー財団年次報告

無料、限定部数

695-JA ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導者養成ｾﾐﾅｰ修了証書

$1.00

$1.00

735-JA 新世代奉仕入門

$2.00

無料

746-JA 青少年交換要覧

$2.00

200-JA ロータリーの行動規範[21.5cm×28cm]
219-JA ロータリー財団参照ガイド
220-JA クラブ会計要覧

$3.00

749-JA ホストファミリーの手引き

$1.50

222-JA クラブ会長要覧

$3.00

750-MU 青少年交換絵葉書[20枚(4種類×5枚)1組]

$3.00

751-MU 青少年交換ポスター

$3.00

752-JA 青少年交換学生のための指針

$1.50

225-JA クラブ役員キット

$10.00

(220-JA,222-JA,229-JA,226A～E-JAのセット)

226A-JA クラブ管理運営委員会の手引き

$1.00

755-JA 長期青少年交換パンフレット

$0.50

226B-JA クラブ会員増強委員会の手引き

$1.00

756-JA 短期青少年交換パンフレット

$0.50

226C-JA クラブ広報委員会の手引き

$1.00

757-JA 家庭および地域社会奉仕賞[10枚1組]

$2.50

226D-JA クラブ奉仕プロジェクト委員会の手引き

$1.00

226E-JA クラブ･ロータリー財団委員会の手引き

虐待とﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止に関する研修の手引き

無料
775-JA

229-JA クラブ幹事要覧
地区を成功に導くリーダーシップ

$10.00
および研修ﾘｰﾀﾞｰ用手引き

$3.00

808-JA 新クラブを結成する

244-JA
245-JA クラブ・リーダーシップ・プラン

$1.00

地区を成功に導くリーダーシップ

246-JA

$3.00
研修編
地区を成功に導くリーダーシップ

249-JA

$3.00
委員会編

900-13JA 2013-14年度RIテーマ・パンフレット

$0.50

900A-13JA 2013-14年度RI会長賞

$0.50

901-JA RI会員増強･拡大賞

$0.40

912-JA 奉仕の一世紀:国際ﾛｰﾀﾘｰ物語[ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾞｯｸ版]

$15.00

915-JA 奉仕の一世紀:国際ﾛｰﾀﾘｰ物語[革装丁版]

$25.00

925-JA 過ぎし時に敬意を表して:ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ語録

$6.00

940-JA End Polio Now パンフレット

250-JA 指導力育成:プログラムを始めるための手引き

無料

254-JA 新会員の推薦はいかにするか[25枚1組]

$6.00

941-EN End Polio Now ポスター

255-JA 職業奉仕入門

$2.00

944-JA 子どもたちにポリオのない世界を

無料

957-JA 毎年あなたも100ドルを･ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

318-MU ﾛｰﾀﾘｰ財団ﾏｰｸ入りﾎﾟｽﾀｰ[60cm×90cm]
363-JA ロータリーのいろは
405-JA

$3.75

My Rotary Moment

$10.00

心に残るロータリーの体験

414-JA 新会員のためのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ:ｸﾗﾌﾞの手引き

$1.00

417-JA 会員増強推進用手引き

$3.00

419-JA ロータリー大要（ロータリーとは）[50部1組]

$4.00

426-JA

会員候補者のための情報キット
(001,006,159,187,419,940各1部のセット)
新会員のための情報キット(006,159
219,363,595,900,940,957各1部のセット)

無料
無料、1注文につき2部まで
無料
無料
無料、1注文につき2部まで

959-JA 毎年あなたも100ドルを･ﾎﾟｽﾀｰ
965-JA ロータリーの重点分野ガイド

PHF-EN
PHCEN

423-JA

$3.00

$3.00
ガバナー補佐編

$2.00

$15.00

ポール・ハリス・フェロー・メダル

無料、1注文につき5部まで

ポール・ハリス・フェロー・フォルダ

$2.25
$6.25
RIカタログより抜粋して記載しております。
価格は、予告なしに変更されることがあります。

合計＄

地区番号

ﾛｰﾀﾘｰ･ｸﾗﾌﾞ（ｸﾗﾌﾞ番号：

クラブ名

）

お届先
住所
お届先

ご請求先

TEL:

FAX:

ご請求先

- 11 - 11 -

Email:

- 12 -

ROTARY INTERNATIONAL
DISTRICT 2560

国際ロータリー第 2560 地区 山﨑ガバナー事務所
〒959-2627 新潟県胎内市野中 490-3 新和ヒルズ 2Ｆ
℡0254－28－8822 ＦＡＸ0254－28－8826
E-mail:k.yamazaki@rid2560niigata.jp
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