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ガバナー挨拶

クラブを活性化し増強・維持へ繋げよう！
国際ロータリー 第 2620 地区 
2018-19 年度  ガバナー

星野 喜忠 （大月ＲＣ）

　皆さん、こんにちは。7 月 12 日に焼津ＲＣと
焼津南ＲＣ合同例会で始まったガバナー公式訪問
は、7 月中に 79 ＲＣ中 27 ＲＣの訪問を終えまし
た。それぞれのクラブがバラエティーに富んだ個
性豊かな活動を展開されていらっしゃることを、
訪問を通して実感いたしているところです。
　8 月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。
　バリー・ラシンＲＩ会長は会員増強に向けた
メッセージで「マザー・テレサは『世界を変えた
ければ家に帰って家族を愛しなさい』と言った。
私たちがロータリーにいるのは地元や世界で行動
を起こすため。そのためにはまず足元から固める
必要がある。ロータリーで必要な変化を取り入
れ、今後も末永く活気にあふれ、時代に即した組
織であり続ける必要がある。地域で充実した奉仕
を行うには年齢、性別、民族、背景が違う会員が
集まり真に地域社会を代表することが大切。公共
イメージの強化が必要でロータリーの活動を知っ
てもらおう。ローターアクトからロータリーへの
移行をスムーズにしてロータリーが若い力や多様
性、新しいアイデアを取り入れることが大切だ。

『インスピレーションになる』ためにロータリー
が与えてくれたことを紹介してあげてほしい」と
伝えています。
　会員増強の月間に先立ち地区会員増強・維持セ
ミナーを 7 月 14 日に富士吉田市民会館で開き、
クラブ会長と増強委員長を中心に約 170 名の皆さ
んにご出席いただきました。年度初めに会員増強・
維持についてのアイデア・意見交換を行いました。
さらに、ＲＩ第 2780 地区から相澤光春パストガ
バナーを講師に迎え「ロータリー戦略計画と会員
増強・維持」について講話を賜りました。相澤パ
ストガバナーの講話は年度をスタートしたクラブ

会長・クラブ増強委員長の皆さんに向け、クラブ
活性化を鼓舞する内容で、会員増強・維持に向け
結束を固める大変有意義な機会となりました。会
員増強・維持に関する今年度地区目標は、「40 名
未満のクラブは純増 1 名以上」「40 名以上のクラ
ブは純増 2 名以上」です。「2022 年日本のロータ
リアンを 105,000 人にしよう」という国内共通の
増強目標に沿えるよう、元気なクラブ活動をいた
しましょう。

★地区内最大の行事「地区大会」へ登録しよう！
　さて、10月 27日（土）、28日（日）の両日、甲府
富士屋ホテルで開く地区大会のご案内を各クラブ
へ送らせていただきました。年に一度の地区最大
の行事に、多くのロータリアンの皆さんのご登録
とご参加をお願いいたします。地区内のロータリ
アンが、クラブや地区委員会の活動成果および進
捗状況をシェアできる、有意義な大会にしたいと
思います。

★ＲＩ国際大会に登録しよう！
　ＲＩ国際大会は、2019 年 6 月 1 日の土曜日か
ら 5 日の水曜日まで、ドイツ北部のハンブルクで
開催されます。まずは、ＭｙＲＯＴＡＲＹで参加
登録をしてください。早く登録すると割引もあり
ます。ロータリアンの登録料は 12 月 15 日までに
登録をすると＄395、2019 年 3 月 31 日までに登
録をすると＄495、以降＄595 です。ハンブルク
で地区ナイトも開催いたしますので、多くのロー
タリアンの皆さんにご登録をお願いいたします。
世界中から参加するロータリアンともに、国際
ロータリーの醍醐味を体験しましょう。

会員増強・新クラブ結成推進月間
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RLI・Q&A

瀧本編集長 　こんにちは。ガバナー月信編集長の瀧本
です。ＲＬＩを導入するのにあたり、「ＲＬＩってな
に？」というところから、ＲＬＩ準備室の野口委員
長へインタビューをして地区内会員の皆さんへお伝
えしようということになりました。よろしくお願い
します。
野口委員長 　松村直前ガバナー年度に導入が決まり、

私がＲＬＩの地区代表に選出されました。これに伴
い、星野年度ではＲＬＩ準備室が設けられ、私に委
員長を依頼されたわけです。
瀧本 　ＲＬＩに取り組んでいる地区は日本国内には
どのくらいあるのですか？
野口 　7 月 1 日の時点で国内 34 地区中 21 地区が参加

していて、5 地区が検討中です。
瀧本 　6割の地区はＲＬＩを導入しているということ
なのですね。ＲＬＩとはどのようなものなのでしょ
うか？
野口 　ひとことで言えばロータリアンの人材育成で

すね。ガバナーエレクトは国際協議会に出ると、こ
のＲＬＩで行われているような形式のセッションに
参加します。地区でＲＬＩを開くことができれば、
ロータリーについていろいろな意見を交換する中で
成長できる機会になりますし、クラブ会員から将来
のよきリーダーを育てることにつながると思います。
瀧本 　ＲＬＩでよく出てくる「ファシリテーター」
「ディスカッションリーダー（以下、ＤＬ）」という
役割がありますが、それぞれどのような役割があり
ますか？
野口 　当地区は第 2 ゾーンに属していますが、第 2

ゾーンのファシリテーターは 2018 年ＲＩ研修リー
ダーの髙野孫左ヱ門氏。当地区のパストガバナーで
すね。これについては、今年の 7 月 1 日のＲＬＩ日
本支部会議で公表されました。この他、地区代表ファ
シリテーターの役職も今後設けられます。
瀧本 　髙野パストガバナーが第 2ゾーンのファシリ
テーターなんですね。ファシリテーターの役割はど
のようなものですか？
野口 　いわばＤＬの先生役ですね。当地区でもＤＬ

が出揃ったらＤＬに対する研修を行う必要がありま

す。その先生が髙野パストガバナーというわけです。
瀧本 　なるほど。ＤＬはＲＬＩのセッションを切り
盛りする役割を担うのかな、と思うのですが。どの
ような人物がＤＬに向いているのでしょうか。
野口 　ＤＬにはロータリーの知識があることはもち

ろん求められますが、「語らせ上手」な人であること
が必須条件。参加者に対し、自分から「これはこうだ」
と語ってはいけないんです。参加者の意見を引き出
すのが上手な人ですね。自分の意見は言わないけれ
どセッションを切り盛りできる人。ＲＬＩの 1 日の
研修カリキュラムでは、6 つほどのトピックごとに
分けられた部屋を参加者は決められた順番に巡って
いきます。このためＤＬはタイム管理もきちんとで
きる人でないといけません。
瀧本 　ＤＬの人物像もなんとなくイメージすること
ができました。今後、ＲＬＩ導入に向け当地区はど
のようなステップを？
野口 　地区戦略計画委員会と諮問委員会でも報告さ

れましたが、地区大会の 1 日目に地区指導者育成セ
ミナーを開催することになっているので、ＲＬＩ先
進地区から講師を招き、クラブ会長・幹事およびク
ラブ研修リーダーを対象にＲＬＩについてわかりや
すい説明をしていただこうと思っています。そして、
限られた時間内ですがセッションのデモンストレー
ションができればと考えております。
瀧本 　デモンストレーションを拝見できればＲＬＩ
の研修のイメージが膨らみますね。
野口 　百聞は一見に如かず、ですね。そしてＤＬの

選出については、当地区は静岡・山梨で構成されて
いるのでＤＬを静岡地区から 12 名、山梨地区から
12 名ほど選出する必要があります。静岡地区からは
若干多くなるかもしれません。時期は未定ですが、
地区内クラブ宛にＤＬの推薦をお願いする文章を送
ります。
瀧本 　ＤＬをご推薦いただき、その中からＤＬが選
出されるということですね。
野口 　はい。順次すすめてまいります。
瀧本 　いろいろお答えいただきありがとうございま
した。

今回のテーマは
「ＲＬＩ」

　2017 ～ 18 年度に導入が決まったＲＬＩについて、当地区
ＲＬＩ準備室の野口英一委員長（ＰＤＧ）に聞きました。

瀧本編集長の Q A&
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世界ポリオデープロジェクト

１．ロータリーとポリオ
　ロータリーは 1985 年、大々的な予防接種を通じ
てポリオの撲滅をめざす「ポリオプラス」を開始し
ました。これまでに 17 億米ドル以上を投入し、ロー
タリー会員は、122 カ国の 25 億人以上の子どもに
予防接種を行うために多大な時間を捧げてきまし
た。
　現在も野生ポリオウイルスによる感染が続いてい
るのは、アフガニスタン、ナイジェリア、パキスタ
ンの 3 カ国となっています。2017 年に報告された
野生型ポリオウイルスによる発症数は 22 件となっ
ており、毎日約 1,000 件の発症が確認されていた
1980 年代と比較すると 99.9％以上の減少となりま
す。
　残る 0.1％のポリオとの闘いが最も困難であると
言われています。これは、遠隔地、不十分な公共イ
ンフラ、紛争、文化的障壁といった要因が、予防接
種活動の妨げとなっているためです。ポリオを撲滅
するまでは、世界中の国が再発生のリスクにさらさ
れています。
　私達、国際ロータリー第 2620 地区でも「ポリオ
のない世界」を実現するために、またロータリーが
取り組んできたポリオ撲滅活動への認識を高めロー
タリーの公共イメージを向上させるために、昨年度
に引き続き 10 月 24 日の「世界ポリオデー」を前に
募金活動、及び啓蒙活動の実施をお願いいたします。

２．世界ポリオデープロジェクト 内容
≪目的≫

①ポリオについての一般の方々への啓蒙
②寄付等のお願い
③マスメディアの取材や独自の情報発信による

ロータリーの公共イメージの向上

≪実施期間≫
・2018年 9 月 1 日（土）～ 10月23日（火）
　※各クラブの事業の予定により多少は期間がず

れても結構です。
・2018年10月24日（水）の世界ポリオデーに新聞広

告を掲載。

≪実施例≫
・各クラブが実施している対外イベントでの実施
　例：〇〇スポーツ大会、〇〇交流会、清掃活動等
・地域の他団体が開催するイベントへの出展
　例：テレビ局・新聞社等主催のイベントへの出

展、大学祭、商店街行事
・地域の祭りや行政のイベントとのコラボ
・土日や祝祭日の繁華街・ショッピングモールで

の街頭募金形式での展開
・その他、数クラブが共催しての展開

３．プロジェクトツール
≪各クラブで用意していただくもの≫

①エンドポリオのぼり（昨年使用したもの）
　※紛失・破損してしまったクラブには再送しま

すので、ガバナー事務局へ連絡してください。
②のぼり用ポール
③各クラブのタスキ

≪地区委員会から配布するもの≫※ 7 月中に配布済
①エンドポリオポスター（Ａ２サイズ）
②エンドポリオ手渡し用チラシ（Ａ４サイズ）
③エンドポリオ用寄付金ボックス

　　
・集まった募金は各クラブから直接、公益財団法人

ロータリー日本財団のポリオプラスへ送金して
ください。

・昨年同様、ご協力をお願いいたします。

公共イメージ向上委員会　委員長

奥脇 芳弘（富士吉田西ＲＣ）

『世界ポリオデープロジェクト』についてのお願い
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インターアクトクラブ提唱クラブ委員長・顧問先生連絡会議報告

ロータリーの友委員会報告

インターアクト小委員会　委員長

ロータリーの友地区代表委員

谷本宏太郎（静岡ＲＣ）

佐藤 正幸（甲府ＲＣ）

　例年、6 月前半の日曜日に富士市の富士グランドホテルに
おいて昼食付で開催しておりましたこの会議ですが、経費節
減のため会場を富士市交流センターに変更し、昼食も無くし、
今回は 6 月 16 日 ( 土 ) 午後 1 時半から 2 時間半ほどの充実し
た会議を開催することができました。会議には地区役員 3 名
と提唱クラブ 16 クラブ中 15 クラブから 22 名のロータリア
ンと、インターアクトクラブ 18 校のうち 13 校から 15 名の
顧問先生が出席してくださいました。　
　まず、地区年次大会の実施については以前から 1 泊 2 日で
開催してきたのですが、顧問先生の負担と地区予算の削減に
伴いホストクラブの費用負担が大きいため、今後の実施が困
難ではないかという問題提起を行いまいしたところ、顧問先
生方の多くは本音では負担と感じているので 1 日での開催に
なればありがたいが、教育者として生徒のことを考えるとや
はり宿泊を伴う研修が大事であるという意見が大勢を占めま
した。このため、次回も宿泊を伴う研修とすることになりま
した。また、地区で実施している指導者講習会についてもそ
の意義を再確認しないと、将来もしも地区のインターアクト
年次大会が日帰りとなった場合、年次大会開催の意味が薄れ
てしまうのではないかという意見が出されました。　

　近年徐々に意義が増してきているインターアクト全国研修
会については、今までは生徒代表は出席しなかったのです
が、次回からは地区の生徒代表も出席義務となったことを説
明し、全国のインターアクト活動を知ることに大きな意義が
あることから、地区年次大会を担当する学校から顧問先生と
共に地区代表の生徒を出席させることに賛同を得ることがで
きました。
　地区の青少年奉仕委員会としては、インターアクトクラブ
の活動には国際理解が欠かせないにもかかわらず、近年地区
では国際理解に対する援助ができていなかったので、青少年
交換事業への積極的な参加を促していきたいと思い、今回初
めて青少年交換小委員会の原田委員長を招いて、青少年交換
事業に関して顧問先生へ説明を行うことができました。　長
期の青少年交換事業ばかりでなく、短期（3 週間）の交換事
業を台湾と行うことを検討していることもお知らせしまし
た。日本から研修を受けた生徒を2019年3月に台湾へ派遣し、
7 月に台湾から生徒を受け入れる形で検討をしていることを
説明し、学校側に不都合はないか先生方に伺いましたところ
大きな問題は無さそうでした。早急に生徒向けの募集案内を
して反応を見たいと思います。

　2018-19 年度のロータリーの友第 2620 地区代表委員とし
て、5 月 23 日にメルパルク TOKYO で開催された「ロータ
リーの友」次期地区代表委員オリエンテーションに出席し、
続いて 7 月 1 日には高輪グランドプリンスホテルで開催され
た「2018 年度ガバナー・『友』委員会・法人合同会議」に出
席してきました。
　『ロータリーの友』日本語版は、現在 10 万部弱発行されて
おり、日本のすべてのロータリアンに購読が義務づけられて
います。この雑誌は、縦書きの部分と横書きの部分から成り
立っております。横書きの部分は、国際ロータリーの活動・
日本国内におけるロータリーの活動等、ロータリーの活動に
ついての報告および紹介記事です。横書きの記事の中に「RI
指定記事」と注記された記事があります。『ロータリーの友』
は、世界各地で使用されているそれぞれの言語で出版するこ
とが認められています。ただし、いかなる言語で出版された
としても、この RI 指定記事だけは翻訳掲載しなければなら
ないという規則があります。地区の各ロータリークラブでは、
例会の際に何らかの形で『ロータリーの友』を紹介している
ことと思いますが、その際に、この RI 指定記事を取り上げ
るようにお願いいたします。
　縦書きのページは、日本語版『ロータリーの友』が独自に
編集を行い発行している部分です。縦書きのページは日本の
ロータリアンの交流の場でもあります。ここでは、ロータリ

アンからの投稿を広く受け付けております。クラブや地区で
の活動・ロータリアン同士の交流に関する原稿や写真・ロー
タリーに対する意見などを掲載したい場合は、ロータリーの
友事務所へ原稿をお送りください。また、ロータリー俳壇・
歌壇・柳壇 等、多彩なページが設けられていますので投稿
を お 願 い し ま す。
なお、この『ロー
タリーの友』は月
刊誌ですので、一
カ月以内の行事等
の掲載を目途に編
集 さ れ て い ま す。
時間の経過した原
稿や写真は掲載さ
れませんので注意
してください。

2018-19 年度ロータリーの友委員会委員長（代表理
事）片山主水（名古屋東南RC）氏の委員長就任演説
＝高輪グランドプリンスホテル（2018年 7月 1日）

委員会報告6
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　今年度、地区米山記念奨学委員会委員長を務めさせていただ
きます笛吹ＲＣ長田達彦です。一年間よろしくお願い致します。
　新年度が始まり間もない 7 月 8 日 ( 日 ) 午前 10 時 10 分から第
1 回米山記念奨学委員会を開催致しました。
　ロータリー米山記念奨学金制度は勉学、研究を志して日本に
在留している外国人留学生に対して、日本全国のロータリーク
ラブ会員の寄付金を財源として、奨学金を支給し支援する民間
の奨学財団です。1967 年に財団法人として設立の許可を受け、
2012 年に公益財団法人に移行しました。これまでに世界 124 の
国・地域出身の 19,808 人（2017 年 7 月現在）におよぶ外国人留
学生を支援し、今日では、事業規模と採用数において、民間で
最大の国際奨学団体となっています。
　午前中に開かれた委員会では、委員会の活動方針の説明をさ
せていただき、年間スケジュールの確認をし、8 月～ 9 月指定
校、世話クラブに米山記念奨学事業の説明を各委員が担当し訪
問するための役割を確認させて頂きました。本年度は、25 名の
奨学生を受け入れています。奨学生の割当数は地区内ロータリ
アンの寄付の金額によって人数が決定されます。本年度の星野
ガバナーは、一人16,000円の寄付を地区目標としております。「地

区目標・寄付増進」に皆様のご協力をお願い致します。
　午後からは、米山学友会第 10 期通常総会が開催され、学友会
員 13 名、奨学生 12 名、地区役員・委員会及びカウンセラー 26
名が出席し「2017 － 2018 年度事業・決算報告」「任期満了に伴
う役員選任」「2018 － 2019 年度事業計画・予算」について全て
承認されました。学友会会長にラシタ・アサンカ・エリヤーワ
さん、副会長にボク・リョウカさんが就任されました。
今年１年間、米山記念奨学委員会・米山学友会ともども、どう
ぞよろしくお願い致します。

第 1回地区戦略計画委員会、第 1回地区諮問委員会報告

米山記念奨学委員会第１回委員会開催・米山学友会第 10 期通常総会開催報告

地区幹事

米山記念奨学委員会　委員長

小俣理美（大月ＲＣ）

長田達彦（笛吹ＲＣ）

ガバナー補佐会議報告
地区幹事

小俣理美（大月ＲＣ）

　第1回地区戦略計画委員会と第1回地区諮問委員会を7月7日、
甲府市の古名屋ホテルで開きました。悪天候が心配されました
が、七夕の日に雨に見舞われることなく迎えることができまし
た。午前開催の地区戦略計画委員会には星野喜忠 DG、志田洪
顯・岡本一八・野口英一・生子哲男・松村友吉 PDG、安間みち
子 DGE、地区スタッフの 14 名が出席。RLI の今後の展開、地区
組織などについての議論が行われました。地区組織については
星野 DG の意向で RLI 方式での意見を交換する場となりました。
　午後に開催した地区諮問委員会には上記出席者に井上雅雄・
中山正邦・積惟貞・髙野孫左ヱ門ＰＤＧが加わり 18 名が出席。

冒頭で星野ＤＧは「私の年度の特徴の一つは小さなＲＣからガ
バナーが出ているところ。前山梨第 4 分区の富士吉田ＲＣをは
じめとする 6 ＲＣの協力を得て運営してきた。地区大会では新
しいグループ編成で一緒になった甲府ＲＣの協力も得て運営す
る。皆様のご指導とご協力をお願いする」と挨拶。議長を地区
研修委員長の野口ＰＤＧに依頼したい旨を諮り、承認されまし
た。前年度の議事録の承認、戦略計画委員会報告の後、諮問事
項に移り、地区関係行事予定について、地区大会運営案につい
て（「地区大会四委員会委員長の選任」を含む）、2021-22 年度ガ
バナー選出の件、米山梅吉記念館 50 周年事業の支援についての
4 項目について、星野ＤＧと私から説明させていただきました。
報告事項は 20 項目あり、星野ＤＧが説明しました。
　第 2 回地区戦略計画委員会、第 2 回地区諮問委員会は 9 月 8
日 ( 土 ) に開催する予定です。

　ガバナー補佐会議を 7 月 14 日、地区会員増強・維持セミナー
前に富士吉田市民会館で開きました。
　冒頭で星野喜忠ガバナーは、点鐘で使用した鐘は 2020 年に日
本のロータリーが創立 100 周年を迎えるのにあたり、ガバナー
公式訪問に持参し 100 周年に向けた機運を盛り上げるようガバ
ナー会から全地区へ贈られたものとお伝えしました。その後、
私から配布資料を説明し、会員増強・維持委員会の勝俣重信委
員長が午後に開く会員増強・維持セミナーの流れと同セミナー
におけるガバナー補佐の役割についてお伝えしました。また、
地区からの依頼事項で私から地区研修・協議会以降に追加され

た行事予定の報告、地区大会 1 日目の大会四委員会についての
説明、2 日目のスイーツブースについては再依頼させていただ
きました。星野ガバナーからはＭｙＲＯＴＡＲＹのロータリー
クラブ・セントラルの活用とオンライン報告の依頼と、ガバナー
補佐の皆様への地区からの送金スケジュールについて確認をし
ました。
　その後、髙野孫左ヱ門 2018 ＲＩ研修リーダー（当地区パスト
ガバナー）の「ロータリーの方向性」と題した講話に移りました。
髙野ＲＩ研修リーダーはＲＬＩを導入する目的について、元気
なクラブづくりの推進とポリオ撲滅運動、日本の 3 ゾーン奪回
に向けての会員増強、ロータリーの新しいビジョン声明や世界
を変える行動人についての解説およびガバナー補佐の役割等に
ついてお話しくださいました。大変示唆に富んだ躍動感のある
講話で、年度始めに大きな刺激になりました。
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米山奨学生紹介

公益財団法人財団法人ロータリー米山記念奨学会

2018年度　米山奨学生紹介
第2620地区で受け入れている25名の奨学生の皆さんをご紹介します。

王　元培
WANG YUANPEI
オウ　ゲンバイ	

国　　　籍：中国
学 校 名：静岡大学
研究テーマ：言語文化学科
世話クラブ名：駿河
カウンセラー：小林　靖典

レー  ティー  キム  ニー
LE THI KIM NHI

国　　籍：ベトナム
学　校　名：山梨学院大学
研究テーマ：現代ビジネス
世話クラブ名：甲府東
カウンセラー：近野　浩士

ド  ゴック  ハン
DO NGOC HANH

国　　　籍：ベトナム
学　校　名：静岡英和学院大学
研究テーマ：English Culture
世話クラブ名：静岡北
カウンセラー：杉山　直

王　仁僑
WANG RENQIAO
オウ　ジンキョウ

国　　　籍：中国
学　校　名：山梨学院大学
研究テーマ：国際私法
世話クラブ名：甲府南
カウンセラー：望月　薫

張　思倩
ZHANG SI QIAN
チョウ　シセイ

国　　　籍：中国
学　校　名：都留文科大学
研究テーマ：社会学科
世話クラブ名：笛吹
カウンセラー：窪田　礼子

フィン  ファム  クァン  アン
HUYNH PHAM QUANG ANH

国　　　籍：ベトナム
学　校　名：静岡大学
研究テーマ：機械工学科―宇宙・環境コース
世話クラブ名：浜松中
カウンセラー：長坂　伸二

リジヤニ  アギスタ
LIZYIANI AGISTA

国　　　籍：インドネシア
学　校　名：静岡産業大学
研究テーマ：国際情報学科
世話クラブ名：藤枝
カウンセラー：土屋　富士子

姜　春喜
JIANG CHUNXI
キョウ　シュンキ

国　　　籍：中国
学　校　名：静岡大学
研究テーマ：情報経営
世話クラブ名：静岡中央
カウンセラー：望月　威男

マイ  ティ  フォン  ズン
MAI THI PHUONG DUNG

国　　　籍：ベトナム
学　校　名：山梨県立大学
研究テーマ：観光によるベトナム農村活性化の

現状と課題
世話クラブ名：甲府
カウンセラー：堤　明伸

刘　如月
LIU RU YUE
リュウ　ジョゲツ

国　　　籍：中国
学　校　名：都留文科大学
研究テーマ：非正規雇用政策の評価と今後の課題
世話クラブ名：山梨 
カウンセラー：山崎　幸明

肖　英華
XIAO YINGHUA
ショウ　エイカ

国　　　籍：中国
学　校　名：静岡文化芸術大学
研究テーマ：現代美術
世話クラブ名：パワー浜松
カウンセラー：伊藤　勝人

楊　承娟
YANG CHENGJUAN
ヨウ　ショウゲン

国　　　籍：中国
学　校　名：静岡県立大学
研究テーマ：鬱病の形成原因についての関連研究
世話クラブ名：静岡
カウンセラー：石井　大介
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米山奨学生紹介

逄　宇迪
PANG YUDI
ホウ　ウテキ

国　　　籍：中国
学　校　名：山梨英和大学
研究テーマ：経営学
世話クラブ名：甲斐
カウンセラー：溝口　秀男

烏德巴拉
WUDEBALA
ウデバラ

国　　　籍：中国
学　校　名：静岡英和学院大学
研究テーマ：日本近代文学
世話クラブ名：清水
カウンセラー：山北　裕丈

スリャディ
SURYADI

国　　　籍：インドネシア
学　校　名：日本大学
研究テーマ：国際関係研究
世話クラブ名：沼津北
カウンセラー：横山　貞治

パン  ティ  チャン
PHAN THI TRANG

国　　　籍：ベトナム
学　校　名：静岡大学
研究テーマ：有利な協力のため、日本企業とベトナム企業

のビジネスコミュニケーションを相違と比較
世話クラブ名：浜松北
カウンセラー：石津　匡

王　相国
WANG XIANGGUO
オウ　ソウコク

国　　　籍：中国
学　校　名：山梨大学
研究テーマ：SiC-BGSIT カスコード接続による高

耐圧パワーモジュールに関する研究
世話クラブ名：甲府西
カウンセラー：河野　富重

宋　復燃
SONG FURAN
ソウ　フクネン

国　　　籍：中国
学　校　名：静岡県立大学
研究テーマ：がんのＲＮＡ干渉療法に向けた核

酸医薬品の開発
世話クラブ名：富士山吉原
カウンセラー：牧　秀夫

ハッサン  プロットイ
HASAN PROTTOY

国　　　籍：バングラデシュ
学　校　名：浜松医科大学
研究テーマ：Mitochondrial dynamics mediate hypertensive 

cardiac hypertrophy in salt sensitive Dahl rat.
世話クラブ名：浜松西
カウンセラー：鈴木　倫子

グエン チィー クエン リエン
NGUYEN THI QUYNH LIEN

国　　　籍：ベトナム
学　校　名：静岡大学
研究テーマ：コンポスト化のシミュレーション
世話クラブ名：浜松北
カウンセラー：石津　匡美

ロー  ウェイ  リン
LO WEI LING

国　　　籍：マレーシア
学　校　名：山梨大学
研究テーマ：機械工学科
世話クラブ名：甲斐の郷
カウンセラー：國守　啓子

張　天成
ZHANG TIANCHENG
チョウ　テンセイ

国　　　籍：中国
学　校　名：静岡理工科大学
研究テーマ：精密機器位置決め装置の冷却方法
世話クラブ名：掛川グリーン
カウンセラー：岩本　克治

ツァガーンバートル  ソロンゴ
TSAGAANBAATAR SOLONGO

国　　　籍：モンゴル
学　校　名：静岡県立大学
研究テーマ：中小企業の多角化
世話クラブ名：静岡西
カウンセラー：水元　久美子

マフムード  アフマド
MAHMOOD AHMAD

国　　　籍：パキスタン
学　校　名：山梨大学
研究テーマ：残留性有機汚染物質の微生物分解

に関する研究
世話クラブ名：甲府北
カウンセラー：佐藤　茂樹

ウルミ  ジナット  フェルドウス
URMI JEENAT FERDOUS

国　　　籍：バングラデシュ
学　校　名：浜松医科大学
研究テーマ：胎生期低栄養が児に与える影響
世話クラブ名：浜松東
カウンセラー：兼子　周一
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全国青少年交換委員長会議報告

　ＲＩＪＹＥＭ研修部門委員の指導のもと全国青少
年交換委員長会議が 7 月 8 日、東京で開かれました。
西日本の大雨の影響で急遽欠席もありましたが、全
国 34 地区から委員長、副委員長等が参加し、午前は「合
同地区研修に向けて」、午後は「ＲＩＪＹＥＭの活動
について及び報告」という議題で会議が行われまし
た。午前中の会議では「地区が協働してできる可能性」
ということで、

〇合同研修旅行
（交流の場の拡大・経費の合理化・日程調整）

〇合同語学研修
（充実した研修と競争心の助長）

〇ＩＢＳ受入れ時合同研修
（研修不足補填）

〇情報共有
（研修手法・危機管理・予算の合理化・ＤＧ
の理解）

〇地域的な課題をフォロー
（広さ・気候・交通・安全）

以上のような項目について、特に結論を求めず参加
者全員が自由な意見を出し合い今後の活動のヒント
にすることを目的として行われました。
　会議中、他地区との合同研修はインバウンドの少
ない地区において他地区のインバウンドと知り合う
きっかけとなり、良い仲間づくり、思い出作りがで
きているという意見がありました。また、研修旅行
の学生負担額は無料～ 15 万円と様々であるが無料が
4 地区で、7 万～ 8 万円が 5 地区と一番多く、当地区
は 14 万～ 15 万円と全国トップの負担額でした。こ
のような実態から「予算をどのようにしているのか、
いろいろな地区の情報が欲しい」という意見も出さ
れました。
　語学研修ついても来日直後に一週間缶詰で地元の
教師を引退した方にボランティアとして協力をお願
いし、最初にみっちりと行っているという地区もあ
りました。他地区と協働して行う事業は、規模や費
用等を検証し、今後も行うことができる事業を模索
していく事がインバウンドには良いのではないかと
思います。

　午後は、まずＲＩＪＹＥＣから 2 年を目途にＲＩ
ＪＹＥＭに移行する旨の説明があり、理事会報告と
議事の承認がなされました。その後は、（Ａ）ＡＰＦ、
予防接種について、（Ｂ）ＲＩＪＹＥＭ保険について、

（Ｃ）ＨＰ、ＹＥＳＳ策定委員会からのお話、休憩を
はさみ（Ｄ）ＨＧ書式等提出書類の留意点、（Ｅ）地
区危機管理支援について、（Ｆ）標準ＯＲテキスト策
定委員会から、（Ｇ）午前中会議報告まとめ、がなさ
れました。
　また、第 23 回日本青少年交換研究会千葉会議報告
と、第 24 回日本青少年交換研究会金沢会議（2019 年
5 月 25、26 日）と第 25 回日本青少年交換研究会山形
会議の開催案内がありました。
　以上、全国青少年交換委員長会議の報告でした。

2018－19年度第 1回全国青少年交換委員長会議報告
青少年交換小委員会　副委員長

増田孝枝（焼津南ＲＣ）
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地区会員増強・維持セミナー報告

　地区会員増強・維持セミナーを 7 月 14 日、富士吉
田市民会館で開きました。星野喜忠ガバナー、髙野孫
左ヱ門パストガバナー、委員会アドバイザーの志田洪
顯パストガバナーをはじめ、安間みち子ガバナーエレ
クト、荻原英生ガバナーノミニー、小俣理美地区幹事、
ガバナー補佐、中村皇積次期地区幹事、寺戸常剛次々
期地区幹事、各クラブの会長および会員増強・維持委
員長の約 170 名の皆さんにご出席いただきました。
　セミナー冒頭で星野ガバナーは「ＲＩ第 2780 地区か
ら相澤光春パストガバナーを講師にお迎えし、普段聞
けない話をいろいろ聞くことができる。会員増強・維
持は私たちにとり重要な課題」と挨拶されました。私
からは「会員増強はクラブの存在意義のために重要。
会員が入会することでクラブが活性化する。会員の増
強は理念や活動を地域に広げる一助で、会員増強はク
ラブのさらなる発展の原動力となる」と話しました。
その後、志田パストガバナーから 2013 ～ 2014 年度同
期ガバナーであり講師の相澤パストガバナーをご紹介
いただき、相澤パストガバナーの「ロータリー戦略計
画と会員増強・維持」と題した講演に移りました。相
澤パストガバナーは、バリー・ラシンＲＩ会長のテー
マ「インスピレーションになろう」について紹介し、アー
チ・クランフがロータリー財団を築くきっかけも「小
さなひらめき＝インスピレーション」ではなかったか
と話されました。また、ビジョン策定の重要性、ロー
タリーの理念、中核的価値観、多様性推進の必要性、
新しいビジョン声明、2018 ～ 19 年度ＲＩとＲ財団の年
次目標などを詳細にわたり説明された後、ロータリー
のポリオ撲滅活動の歴史を紹介され、ご自身が所属さ
れているＲＩ第 2780 地区のポリオ撲滅キャンペーンを
通して表に出て活動することの大切さを実感された話
をシェアされました。終わりに「クラブの素晴らしい
実践活動を地域社会との関わり合いを深めながら中核
的価値観のもと自主的に積極的な奉仕活動を推進して
いただきたい。戦略計画はロータリーの目的達成の重
要な手段」と述べられました。
　講演後は分科会に移り、それぞれのグループごとに
分かれた会議室でガバナー補佐を中心に討議を行って
いただきました。分科会後はセミナー会場へ戻り、各
ガバナー補佐にグループ討議の要旨を発表していただ
きました。それぞれのグループ討議で出た会員増強・
維持に関する貴重なご意見、増強方法、退会防止対策
等について熱意のこもった報告がありました。最後に
志田パストガバナーから講評をいただき、岩澤秀治会

員増強・維持委員会副委員長の閉会のことばでセミナー
は幕を下ろしました。
　2018 ～ 2019 年度の地区目標（40 名未満のクラブ純
増 1 名、40 名以上のクラブ純増 2 名）を全クラブに達
成いただき、「2022 年に日本のロータリアン 105,000 人」
の全地区を挙げた増強目標に添えるよう、活動を活性
化いたしましょう。お暑い中ご出席いただきましたす
べての会員の皆さんに、深く感謝申し上げます。

地区会員増強・維持セミナー報告
会員増強・維持委員会　委員長

勝俣重信（富士吉田ＲＣ）

冒頭で挨拶をする星野DG=富士吉田市民会館

RID2780 の相澤 PDGを紹介する志田 PDG

相澤ＰＤＧの講演に聞き入る参加者
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ガバナー公式訪問報告／
青少年交換学生紹介（派遣 )

松本 紫音
まつもと　しおん

①アメリカ
②7190地区　ニューヨーク州
③静岡第2グループ・御殿場ＲＣ
④Salem RC
⑤静岡県立小山高校

　私はこの交換留学を通じて、
考え方の違いを理解して尊重
できるような人になりたいで
す。もちろん、相手の意見を全
部通すわけではありませんが、
立場や環境が違えば価値観や
考え方はそれぞれ違うと思い
ます。それを理解して尊重し、
多くの友達を作りたいです。

明保 晴香
あけぼ　はるか

①ドイツ
②1810地区　ラインラント

＝プファルツ州
③静岡第5グループ・浜松ＲＣ
④Mittelmosel Wittlich RC
⑤静岡県立浜松北高校

　派遣していただく意義をよ
く理解し、様々な人々と交流
し、ドイツや周辺諸国の文化
について触れ理解を深めたい
です。そして、日本の魅力も
発信して行きたいです。永劫
回帰の気持ちを忘れずに、派
遣生活を楽しみます。

吉村 公太朗
よしむら　こうたろう

①イタリア
②D2080　サルデーニャ島
③山梨第2グループ・甲斐ＲＣ
④Oristano RC
⑤私立山梨学院高校

　僕は交換留学生として、あ
らゆる日本の文化を、現地の
イタリアの人々に知ってもら
えるような活動をしたいです。
また、この交換留学でたくさ
んの人との交流を通し、人間
としても成長できるよう、精
一杯頑張ります！

磯部 菫礼
いそべ　すみれ

①デンマーク 
②D1470　コペンハーゲン近郊
③静岡第5グループ・浜松南ＲＣ
④Holte RC
⑤私立西遠女子学園高校

　浜松南 RC の皆様のご支援の
もとデンマークへ派遣していた
だきます。
　デンマークは非常に国民の幸
福度が高い国として有名です。
日本との違いやその課題、「幸せ」
とは何なのかなどを実際に自分
の目で見て来たいと思います。
　一年間自分の可能性を越えら
れるよう精一杯頑張ります。

佐藤　桃子
さとう　ももこ

①フランス
②D1710　ブレス地方
③静岡第4グループ・磐田ＲＣ
④Bourg Doyen RC
⑤私立浜松日体高校

　派遣先が決まり、4 月からフ
ランス語を習っていますが、新
しい言語、フランス語の難しさ
がよく分かりました。派遣先で
は沢山の人と積極的に会話をし
て言語を習得しフランスや世界
について学ぶと同時に日本の素
晴らしさを伝え、充実した 1 年
間を過ごしてきたいです。

青少年交換学生紹介（派遣）

ガバナー公式訪問例会報告書

2018 年 8 月より 1 年間派遣
①派遣国　　③スポンサークラブ　⑤在籍高校
②派遣地区　④ホストクラブ

　ガバナー公式訪問は焼津ＲＣ、焼津南ＲＣの合同公式訪問例会として星野
喜忠ガバナー、小俣理美地区幹事、村松英昭ガバナー補佐をお迎えし、焼津
グランドホテルで開きました。例会前の会長・幹事会では当クラブの奉仕活
動及び会員増強、維持の取り組みに対するご意見もいただき、大変有意義な
時間となりました。その後の例会では
両クラブのメンバーに向けて、ガバ
ナーを受けるに至った経緯を含めた自
己紹介と地区目標 14 項目を中心にお
話をされ、星野ガバナーのお人柄が伝
わりました。

　沼津 RC、沼津柿田川 RC の合同例会を 7 月 13 日、星野ガバナーをお迎えし、
沼津リバーサイドホテルで開催いたしました。
　例会に先立って行われた会長幹事会では、「ざっくばらんにやりましょう
よ」というお言葉をいただき、和やかな雰囲気ながら、クラブ運営、地区目
標について話し合うことができました。とりわけ RLI の導入については、ガ
バナーから直接お話を伺うことで理解が深まりました。第２グループの一員
として米山記念館運営や来年予定されている 50 周年式典への協力等につい
てもクラブの役割を再認識しました。
　合同例会では、星野ガバナーのトレードマークの髭の由来もお話しいただ
き、ガバナーのお人柄に触れることのできた例会でした。

焼津ＲＣ会長

沼津ＲＣ会長

浅原　博

細澤　哲哉
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富士ＲＣ創立55周年記念例会報告/
2021-22 年度ガバナー選出の件

【磯西会員】富士ＲＣに入会したのは、クラブ創立 2 年後で
私が 38 歳の時。53 年間、最近では認知症に怯えながら今日
まできました。当時は出席率 100％を目指しており、長期海
外出張に行く会員は一度退会してまで出席率を維持しようと
していました。ロータリーソングはどのような歌でも良く、
富士ＲＣも唱歌を取り入れ、よく「ふじの山」も歌ったもの
でした。また、今と違い女性会員に閉鎖的で、「女性がいる
と気を使って言いたい事も言えない。男性だけなら気楽で開
放的になれる」という考えが強かったです。

【川村会員】50 周年という大きな節目の年に 4 つの事業を行
いました。1 つ目は地元・　岩本山公園の整備。2 つ目は児
童養護施設「ひまわり園」の支援。3 つ目は海洋生物ジャー
ナリストによる記念講演。4 つ目は記念式典。特に式典は清
水港に停泊した豪華客船「飛鳥Ⅱ」で行い、姉妹クラブの京
都洛南ＲＣおよび近隣クラブ、歴代ガバナーの皆様にお越し
いただき盛大に行いました。「飛鳥Ⅱ」をバックに撮った集
合写真に富士山もくっきりと写り大成功で終え、思い出深い
50 周年にふさわしい式典となりました。

　富士ＲＣは創立 55周年を迎えました。年度初めの 7月 4日を夫人同伴で夜間の記念例会とし、少し料理
をぜいたくにして内輪だけのお祝い会にしました。例会は私の「第 2620 回例会の点鐘を行います」という
発声でスタート。例会の回数が地区番号の 2620 と同じことに会場からどよめきが ･･･。偶然とはいえ、この
不思議な巡り合わせに感動すら覚えました。記念式典は行わず、最年長の磯西昭会員（90歳）と 50周年事
業実行委員長を務めた川村統勇会員にロータリー・モメントを披露していただきました。

　今年度の富士ＲＣのテーマは「品格そして
実行」。5年後の60周年に向けて第2620回目
の例会は、まさしく最高の船出となりました。

ロータリー・モメントを語る磯西昭会員
（写真左）と川村統勇会員（写真右）

富士ＲＣ創立55周年記念例会報告
～記念例会はなんと！第 2620 回例会～

富士ＲＣ会長　植田眞晴

2021-22 年度ガバナー選出について、下記の要領で進めることといたします。

1. 地区大会決議 
　2017-18 年度地区大会において、2021-22 年度のガバナー（2018-19 年度ガバナーノミニー・ デジグネート）の選出
に関し、指名委員会によって選出されることが決議された。

2. ガバナーの指名委員会（RI 細則 14.020.2） 
　ガバナーは、当地区パストガバナーによって構成されるガバナー指名委員会に対し、2021-22 年度ガバナー候補者
の選出と指名を要請する。当年度指名委員会委員長に井上雅雄パストガバナー（甲府南 RC）を選出した。第 1 回指
名委員会は 7 月 7 日 ( 土 ) に開催した。

3. クラブからガバナーノミニーの推薦（RI 細則 14.020.4） 
　クラブに対して、指名委員会に 2021 ～ 22 年度ガバナー指名案を提出するように要請する通知は 2018 年 7 月 9 日（月）
に送付した。提案最終日は、同年 9 月 7 日（金）とする。第 2 回指名委員会は同年 9 月上旬に開催する予定。

4. 指名の公表（RI 細則 14.020.6） 
　指名委員会の委員長は第 2 回指名委員会終了後、24時間以内に選出した候補者をガバナーに報告する。ガバナーは
報告を受けてから72時間以内に、そのガバナーノミニー・デジグネートの氏名と所属クラブを地区内クラブに公表する。

2021-2022年度

ガバナー（2018-19年度ガバナーノミニー・デジグネート）
選出の件（指名委員会編成について）
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新会員紹介／私のレシピ

長島 ひろ子
山梨第 3グループ
甲斐の郷ＲＣ
①2018年７月１日
②児童教育
③人形劇、音楽鑑賞

豊田 充孝
静岡第 5グループ
パワー浜松ＲＣ
①2018年７月３日
②広告代理店
③ゴルフ、旅行

佐々木 悠次
静岡第 3グループ
清水ＲＣ
①2018年7月3日
②行政書士
③ボウリング

中村 功治
静岡第 3グループ
静岡西ＲＣ
①2018年7月4日
②自動車販売
③スポーツ全般

脇本　肇
静岡第 3グループ
清水ＲＣ
①2018年7月3日
②段ボール製造
③ドライブ

勝又　淳
静岡第 2グループ
御殿場ＲＣ
①2018年6月7日
②プロパンガス配布
③スポーツ観戦

水野 彰吾
静岡第 1グループ
伊東ＲＣ
①2018年７月４日
②鉄道事業
③旅行

髙橋 邦明
静岡第 5グループ
パワー浜松ＲＣ
①2018年７月３日
②リース業
③ゴルフ

長田　崇
静岡第 2グループ
御殿場ＲＣ
①2018年6月7日
②建築工事
③ゴルフ、スポーツ観

戦

竹平 太郎
静岡第 1グループ
伊東ＲＣ
①2018年７月４日
②室内装飾
③バイク

【手順】
１．じゃがいもはラップをして 600 Ｗ

で３分、レンジで加熱。　
２．皮をむき、鍋の中でつぶす。（裏ご

しするとなめらかになります）
３．鍋に牛乳を入れ、温めてコンソメ

を溶かす。
４．火を止め、冷蔵庫で冷やして完成。

【コメント】
　箱根西麓三島の野菜は、近年首都圏でも人気。とく
に三島を代表する野菜のひとつ、じゃがいもには健康
によいビタミンやミネラルなどの栄養素が豊富に含ま
れて、老化防止やストレス解消、高血圧や腎臓病の予
防にも効果的。さらに弱った胃腸も元気にしてくれる
ので夏バテにもぴったりです。『じゃがいもの冷製ポ
タージュ』で暑い夏を乗り切りましょう！

Ｐ 7　2019 年 4 月 7 日地区研修・協議会開催場所　（誤）オークラアクトシティホテル浜松（正）アクトシティ浜松
Ｐ14　野口英一ＰＤＧ 役職　　　　　（誤）第 2 ゾーン E/MGA エレクト　（正）第 2 ゾーン E/MGA
　　　右下写真説明　　　　　　　　（誤）次年度ロータリー財団管理委員長ロン・バートン氏（中央）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（正）ロータリー財団管理委員長ロン・バートン氏（中央）
Ｐ17　所属 RC　勝俣重信副幹事　　（誤）富士吉田市ＲＣ  　　　　　　  （正）富士吉田ＲＣ
　　　　　　　  堀池和也筆頭副幹事・奥脇芳弘副幹事・宮下尊之副幹事　（誤）富士吉田ＲＣ　  （正）富士吉田西ＲＣ
Ｐ19　裾野ロータリークラブ　TEL　（誤）0538-23-3118　　　　　　　　　（正）055-988-3070

【材料】（２人分）
じゃがいも
　1 個（100g）
牛乳
　200㏄
コンソメ
　小さじ１/2

ＲＩＤ 2620 
静岡第１グループ
ガバナー補佐令夫人

西原あさ子さん

じゃがいもの
冷製ポタージュ

とってお
きの♪

私のレシピ

新会員紹介 ①入会日
②職業分類
③趣味

訂　正　　ガバナー月信 7月号に誤りがございました。訂正して深くお詫び申し上げます。
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お知らせ

後藤　佑芳様
（享年 82 歳）
浜北 RC

2018年6月26日
ご逝去

佐野　靖晃様
（享年79歳）
下田 RC

2018年6月27日
ご逝去

訃　　報

［担当ＲＣ］ 甲府ＲＣ
［撮 影 者］　田中金吾会員（甲府ＲＣ写真同好会）
［場　　所］ 山梨県甲府市「昇仙峡・仙娥滝」
［写真説明］
　全国的に有名な昇仙峡。メインは何と言っても

「仙娥滝」です。年々滝も細くなってきたようです
が、迫力を感じられるよう工夫して撮影しました。

表紙写真説明今 月 の

8 月・9 月　予定表
月 日（曜日） 行 事 予 定 場   所 ホスト

8

　4（土） 財団学友会総会・懇親会 三島 : 貸会議室ヘキサゴン ホスト : 山静学友会

　5（日） 富士山のふもと文化祭 三島文化会館 ロータリー財団委員会

11（土） 地区ロータリー財団セミナー 静岡グランシップ ロータリー財団委員会

25（土） 山梨第 2 グループＩＭ コラニ―文化ホール 甲府北ＲＣ

25（土）・26（日）

第 1 回長期受入学生オリエンテーション 
2017-18 長期派遣学生帰国報告会 
2019-20 長期派遣候補学生選考試験面接 
学友定例会

御殿場東山荘 青少年交換小委員会 
青少年交換学友小委員会

27（月）・28（火） RI 第 2 ゾーン戦略計画セミナー 国立オリンピック記念 
青少年総合センター RI 第 2 ゾーン

27（月）・28（火） 受入学生　富士登山研修 富士山 青少年交換小委員会 
青少年交換学友小委員会

9

　1（土） 柿田川湧水地清掃 柿田川湧水地 米山記念奨学委員会

　2（日） 社会奉仕委員会・国際奉仕委員会合同セミナー 富士河口湖：富士レークホテル 社会奉仕委員会・国際奉仕委員会

3（月）・４（火） ガバナーエレクト研修セミナー（GETS） グランドプリンスホテル高輪 ＲＩ

　5（水） 2019-20年度の地区研修リーダーのためのセミナー
（DTS）　※2018年７月「DTS」に名称変更

ザ・プリンスさくらタワー東京 ＲＩ

　8（土） 第 2 回戦略計画委員会・第 2 回地区諮問委員会 古名屋ホテル ガバナー事務所

15（土） 米山梅吉記念館秋季例祭 米山梅吉記念館 米山梅吉記念館委員会

お ら知 せ
○網代多賀 RC 　事務所・幹事（事務担当）変更

事務所：〒 413-0102　熱海市下多賀 1413-16　増川様方
ＴＥＬ：0557-68-3634　FAX：0557-87-1075
E-mail：masukawasekizai2@gmail.com
幹事（事務担当）：　増川　勲

○甲府東 RC　創立30周年記念式典開催日変更
開 催 日：2019年 5 月25日（土）　
開催場所：岡島ローヤル会館　（岡島百貨店８階）　
　　　　　※開催場所は変更ありません。
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国際ロータリー第2620地区　2018-2019年度ガバナー事務局
〒 401-0015　山梨県大月市大月町花咲 193
TEL. 0554-21-2620　　FAX. 0554-21-2621
E-mail：18to19g.hoshino@ri2620.gr.jp
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