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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

基本的教育と識字率向上月間

☆ロータリーの友月間（日本独自の月間テーマ）

ロータリーの 6 つの重点分野への
理解を深めよう！
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。8 月は台風もあり、悪天候

本的教育と識字率向上」に思いを寄せましょう。

が続きましたが、いかがお過ごしでしょうか。国

そして、国際ロータリーの一員として、私たちに

際ロータリーが掲げる今月のテーマは「基本的教

できることを率先して行いましょう。

育と識字率向上月間」です。また、日本独自の月
間テーマは「ロータリーの友月間」です。

☆ロータリーの友について

「基本的教育と識字率向上月間」を、皆さんど

2015 ～ 2016 年度にＲＩの特別月間が変更され

のように捉えられていますか？ここで、ロータ

雑誌月間がなくなりましたので、日本独自の月間

リーの重点分野について振り返ります。地域社会

としてロータリーの友月間が新設されました。日

を何よりも大切にするロータリーは各地域の特別

本のロータリアンは『ロータリーの友』または

なニーズに応える活動が実施されています。ロー

『The

Rotarian』を購読する義務があります。Ｒ

タリーの会員は世界で最も支援が必要とされる人

Ｉ本部で編集・発行しているＲＩの機関紙が『The

道的ニーズは何かを考え、長期的な変化をもたら

Rotarian』で、
『ロータリーの友』はロータリー

すために特に 6 つの分野に重点を置いて活動して

地域雑誌です。この地域雑誌は全世界に 32 誌あ

います。6 つの重点分野は下記の通りです。

り、各地域雑誌ではその発行地域のロータリーク

・平和と紛争予防／紛争解決
・疾病予防と治療

ラブやロータリアンの活動を紹介するとともに、
『The

Rotarian』から指定される記事をその地

・水と衛生

域で使われる言語に翻訳して掲載するほか、指定

・母子の健康

記事以外にもその国の読者が興味を持ちそうな記

・基本的教育と識字率向上
・経済と地域社会の発展

事や活動の参考になりそうな記事が転載されるこ
ともあります。ＲＩの機関紙からの情報および日
本のロータリーの活動やさまざまな情報を共有で

☆「基本的教育と識字率向上」について
９月８日は国際識字デーです。国際識字デーは

2

きるツールとして、
『ロータリーの友』を活用し
ましょう。

1965 年９月８日からイランで開催された「テヘ

『ロータリーの友』8 月号 23㌻に「10 月 24 日

ラン会議」で当時のパーレビー国王が各国の軍事

は世界ポリオデー」の記事が掲載されています。

費 1 日分を識字基金に拠出するよう提案したのが

当地区でも公共イメージ向上委員会のリードのも

きっかけです。

と、地区内各クラブからの世界ポリオデープロ

全世界の子どもが初等教育を受けられるように

ジェクトの活動計画が寄せられており、今月号の

するにはあと 170 万人の教師が必要とされていま

12、13㌻に計画一覧を掲載しています。今後の活

す。全世界で 5,700 万人の子どもが学校に通って

動のためにも他クラブの活動もご参考になさっ

いません。16 歳以上の人口のうち、7 億 8,100 万

てください。地域社会にこのプロジェクトを通し

人（そのうち 60％が女性）は読み書きができま

てロータリーの活動を紹介し「よいインスピレー

せん。日本にいるとあまりピンとこないかもしれ

ション」になれるよう熱意をもってロータリー活

ませんが、
国際ロータリーが掲げる重点事項の「基

動に取り組みましょう！

ガバナー挨拶

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER No.3
2018.9

地区大会

RI会長代理が決定いたしました
国際ロータリー第 2500 地区
パストガバナー

足立

功一

（あだち・こういち） 様

1953 年（昭和 28 年）2 月 19 日生まれ
所属ＲＣ
職業分類
【学 歴】
1978年３月

釧路北ＲＣ
皮膚科医

北里大学医学部医学科卒業
北里大学大学院医学研究科入学

【職 歴】
1980年 北海道大学医学部皮膚科学教室入局
1986年 労働福祉事業団 釧路労災病院皮膚科部長
1992年 医療法人社団功仁会 理事長
釧路皮膚科クリニック院長
【教 職】
1985年３月

北海道大学医学部皮膚科学講座助手

【ロータリー歴】
1993年
2004年
2006年
2007～2009年
2008～2009年
2009～2011年
2010～2012年
2010年
2012～2013年
2011～2014年
2011年

【ＲＩ会長代理】
2014年 国際ロータリー第2690地区会長代理
2016年 国際ロータリー第2800地区会長代理
2017年 国際ロータリー第2580地区会長代理
【ロータリー認証】
ポールハリスフェロー（マルティプル）
、ベネファク
ター、大口寄付者メジャードナー、米山功労者メジャー
ドナー
【学位 専門医など】
医学博士、皮膚科専門医、日本医師会認定健康スポー
ツドクター、日本体育協会公認スポーツドクター、
日本医師会認定産業医、日本医師会医療安全推進者、
日本アンチドーピング機構認定ドーピングコントロー
ルメディカルオフィサー、 日本オリンピック委員会
強化スタッフ

釧路北ＲＣ入会
会長
IM 実行委員長
米山記念奨学会評議員
ガバナー（2008-2009 年度）
【表 彰】
ガバナー協議会代表幹事
2002年５月 文部大臣表彰
米山記念奨学会学務・学友委員
（PTA 活動の振興、功績に関して）
ロータリー研究会シンポジト
米山記念奨学会学務・学友委員長
【その他】
ロータリー財団ＡＲＲＦＣ
1996年～ 1998年
全国国立大学付属学校ＰＴＡ連合
RI第2780地区指導者育成セミナー講師
会副会長
ロータリー研究会シンポジスト
1998年
第18回 オ リ ン ピ ッ ク 冬 季 競 技 大
2012年
RI2730地区・地区協議会シンポジスト
会（長野）ドーピングコントロー
ロータリー研究会シンポジスト
ルメディカルオフィサー（アイス
2012～2014年 RI第2500地区研修リーダー
ホッケー）
2014年
国際ロータリー理事指名委員（D2500）
2003年
第５回アジア冬季競技大会 青森
2016年
地区規定審議会代表議員 (D2500)
2003 ドーピングコントロールメ
同立法案検討委員会委員長 (D2500)
ディカルオフィサー（アイスホッ
RI第2690地区ＰＥＴＳ特別講演
ケー）
2016年～17年国際ロータリー研修リーダー
2007年～
釧路アイスホッケー連盟会長
RI第2550地区指導者育成セミナー講師
2007年～
北海道アイスホッケー連盟副会長
2017年～18年国際ロータリー研修リーダー
2017年
2007年～11年
日本アイスホッケー連盟評議員
RI第2800地区職業奉仕セミナー講師
2010年～
釧路市体育協会副会長
RI第2560地区・地区研修協議会基調講演
2011年～
釧路市社会教育委員
RI第2550地区指導者育成セミナー講師
2012年～
（一財）釧路市スポーツ振興財団
2018年
RI第2680地区指導者育成セミナー講師
副理事長
RI第2720地区・地区研修協議会講師
2013年～2017年
財団法人北海道体育協会評議員
RI第2790 PETS 講師
2015年、2017年～ 日本アイスホッケー連盟副会長
RI第2710地区・地区研修協議会講師
東北海道皮膚科医会会長
RI第2820地区指導者育成セミナー講師
2016年～
（一財）くしろ知域文化財団理事長

地区大会（RI会長代理決定のお知らせ）
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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

アジア環太平洋地域ローターアクト会議に参加して
静岡ローターアクトクラブ

冨永 里紗

APRRC 参加者全員との集合写真＝ PICC

「15th Asia Pacific Regional Rotaract Conference」
（第 15 回アジア環太平洋地域ローターアクト会議 / 以
下 :APRRC）は 7 月 19 ～ 22 日、フィリピンで開かれ
ました。当地区からは、静岡 RAC から私と山田幸弘
さんが参加いたしました。私は今回で 4 回目の参加で
す。日本からは他地区のロータリアンの参加が 2 名、
ローターアクター 24 名、ローターアクトクラブの OB
１名、ROTEX1 名、ゲスト（他地区 RAC に入会検討中）
１名の計 29 名の登録がありました。今回は APRRC 史
上初、RI 会長の出席がありご夫人も 4 日間全日程にご
出席され、気さくに写真撮影にも応じてくださいまし
た。バリー・ラシン会長は「ローターアクターはロー
タリーの未来だ」と何度も言っていたのが印象的でし
た。4 日間の濃いスケジュールをここで全て紹介しき
れないのが残念です。日本からは少人数の参加でした
が、APRRC の中で一番盛り上がる Cultural Night では
Mr.Photogenic 賞、ダンス部門では 2 位、そして Most
BIPO Country（１番陽気な国）賞を獲得しました。
会員数が少ないなど、海外研修のノウハウがない地
区やクラブは、海外研修としてこのような会に参加す
る方法もありだと思います。毎年開催されており、ロー
タリーファミリーであれば誰でも参加する事ができる
のに参加しないのはもったいないです。しかし、日本
では情報が隅々まで行き渡っていない現状がありま
す。APRRC 情報は Facebook や Instagram、海外のア
クターの知り合いや日本の海外情報通アクターから得
るしかなく、登録は自分で行うため、言語の壁に消極
的な人はなかなか参加への一歩を踏み出しにくいです。
それらを統括する体制が日本にはないため、2016 年に
APRRC の日本開催を果たしたにも関わらず、日本人ア
クターの APRRC の認知度と参加率は依然低いままで

4

ローターアクト海外研修報告

す。今回は前年度の全国ローターアクト研修会にフィ
リピンから APRRC の実行委員長が出席し、宣伝の場
と登録ブースを設け、私も登録のスタッフとして手伝
いをさせていただきました。現状は個人間で誘ったり
情報を発信したりする方法しか取れないため、このよ
うな機会を大切にしたいです。
来年は 9 月に台湾の高雄で行われる予定で、すでに
登録が始まっています。日本から近いので、ぜひ沢山
の方々に参加していただきたいです。毎年参加者の中
に卒業間近のアクターがおり「もっと早くから参加し
ておけば良かった」と言います。そのほとんどが卒業
後 OB として参加していますが…。また、ロータリー
国際大会で開かれる全世界のローターアクターが集ま
るローターアクト大会前会議、3 年に一度全世界のロー
ターアクターが集まるインターロータ大会、各国の全
国研修会・年次大会などローターアクターとして世界
へ挑戦する機会はたくさんあります。参加経験がある
身としては、日本のアクターへの情報発信などの手助
けができればと考えております。
▼バリー・ラシン RI 会長
と筆者

▲日本からの参加者との
集合写真
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「第４回長期派遣学生オリエンテーション」開催報告
青少年交換小委員会
委員

小澤

誠（袋井ＲＣ）

「第 4 回長期派遣学生オリエンテーション」を 7 月
21 日、米山梅吉記念館で開催しました。

充実した実りある事業となるよう、ご協力をお願い
しました。

当日の参加者は、星野喜忠ガバナー、安間みち子

そして、長期派遣学生が「派遣先での自己紹介ス

ガバナーエレクト、青少年交換小委員会関連メンバー

ピーチ」を、英語で行いました。派遣先に着いてま

9 名、長期派遣学生および保護者 15 名、スポンサー

ず初めに必要となるのは、やはり語学力になります。

クラブ会長およびカウンセラー、担当者 13 名の総勢

自分の意見や考えを伝える事ができなければ、吸収

39 名の皆様にご参加いただきました。

が遅れてしまいます。
「どうすれば自分という個人に

開 会 式 の 前 に YESS（Youth Exchange Support

興味を持ってもらえるか」というテーマにおいて、

System）の研修を行い、マンスリーレポートの作成

それぞれが工夫し、努力の成果が出ていました。こ

や操作方法を参加者全員で学びました。開会式では、

れまで積み重ねてきたオリエンテーションを通じて

星野ガバナーからの長期派遣学生へ向けた期待と励

見つけたさまざまな課題を、各自がしっかりとクリ

ましのご挨拶で始まり、安間ガバナーエレクトのご

アし、最終段階として自信を持ってスピーチする学

挨拶へと続き、原田安之青少年交換小委員長から激

生の姿に成長を感じ、頼もしく思えました。おそら

励の言葉をいただきました。

くこの原稿が掲載される頃には、それぞれの学生が

その後、原田委員長が参加者全員での危機管理研

派遣先で学んでいる事でしょう。この事業を通して

修を行いました。テーマは「自分を守るために～ケー

学生達がさまざまな文化や歴史を学び、国際的な感

ス＆スタディ（事例研究）～」です。内容は派遣先

覚を身に付け、更なる成長を遂げる事を期待します。

で起こり得る危機に対してどう回避するかを事例に

その後、諸手続きの確認と研修を行い、最後に星野

沿って自ら考え、危機管理を行うというものです。

ガバナーから青少年交換バッジの授与、カウンセラー

長期派遣学生に向けての研修ですが、保護者、ホス

への委嘱状授与、講評をいただき閉会となりました。

トファミリー、受入クラブの皆様にも、しっかりと
Ｒ I の国際ルールを理解していただき、
学生が安全で、

ご多忙の中、長時間ご参加いただいた皆様に感謝
申し上げます。ありがとうございました。

第４回長期派遣学生オリエンテーション報告
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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

ロータリー財団（山静）学友会総会・
富士山のふもと文化祭報告
財団学友小委員会

ロータリー財団学友会の総会を、8 月 4 日午後 3 時
からα１三島で開催しました。昨年、初めて期を越し
て開いた総会でしたが、今年度は 8 月に開催する運び
となりました。これは、翌日の文化祭の日程に合わせ
たことが主な理由です。総会での主な議題は、今後の
学友会のありかたについてと翌日の文化祭の打ち合わ
せ等の 2 点でした。
学友会文化祭へ向けては、多くの皆さんにご参加い
ただきたいため、近隣 5 クラブには事前に参加のお願
いに上がりました。8 月 5 日の文化祭当日の朝、星野
ガバナーもお見えになる予定でしたし、財団学友会に
とって初めて開催する文化祭のため、どうなることか
と心配しましたが午前中の「夏休み親子体験講座」は
大変好評のうちに終える事ができました。
午後 12 時 30 分開演の「お話と音楽」には、ゲスト
スピーカーとして、当地区米山学友会のラシタ・エリ
ヤーワ君（スリランカ出身・甲府南ＲＣ）に「発展途
上国の貧困問題について」という演題でスピーチをし
ていただきました。
次に、イギリスのサセックス大学にロータリー財団
親善奨学生として派遣され、現在環境省にお勤めの和

「夏休み親子体験講座」で熱心に聞き入る参加者

来場者を魅了した「クラシックコンサート」
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富士山のふもと文化祭報告

髙原 敏廣（三島ＲＣ）

田直樹君に「福島原発事故後の除染事業の取り組み」
についてお話しいただきました。休憩をはさんで、Ｇ
ＳＥ経験者で現在は静岡大の大学院で物理の勉強をし
ている松本雅巳君が「ちょっとサイエンス」という、
波についての講話と簡単な実験を行いました。
最後に、
地元静岡県伊豆の国市の韮山高校を卒業した、東京外
語大教授の中山俊秀氏に「意味の伝え合いの奇跡：言
葉の不思議と楽しみ」と題した講演をしていただきま
した。
そして、いよいよお楽しみのクラシックコンサート
に移りました。山静学友会の音楽集団のナティアと他
地区の学友によるコンサートです。素晴らしい歌声を
お聞きでき、心が洗われる思いでした。多くのロータ
リアン、米山記念奨学委員会の寺戸委員、青少年交換
学友小委員会の藤巻委員長にもご参加いただき、文化
祭も概ね成功のうちに終えることができました。
文化祭終了後の懇親会には青少年交換学友小委員会
の藤巻委員長、米山記念奨学委員会の寺戸委員にもご
出席いただき、総勢 33 名もの大懇親会になり、にぎ
やかで楽しい会になりました。ご支援ご協力に心から
感謝いたします。

「ちょっとサイエンス」での波についての講話と実験

懇親会の様子
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地区ロータリー財団セミナー報告
ロータリー財団委員会
副委員長

望月 啓行（静岡ＲＣ）

地区ロータリー財団セミナーを 8 月 11 日、静岡

の 2620 地区の実績等と、直近のデータを使用して

グランシップで開催いたしました。セミナーには、

わかりやすく説明をいただきました。このプレゼン

星野喜忠ガバナー、第 2 ゾーン恒久基金／大口寄付

テーションはロータリー財団を理解する上で、大変

アドバイザーの野口英一パストガバナー、安間みち

に有用なものでした。

子ガバナーエレクト、荻原英生ガバナーノミニー、

各小委員長からは昨年度補助金額報告、本年度補

各グループのガバナー補佐をはじめ、各クラブの会

助金総額が 3 年前の寄付実績により大きくなってい

長、ロータリー財団委員長にお集まりいただき、本

ること、各クラブへの地区補助金決定、ロータリー

年度も 180 名の会場は、ほぼ満席になりました。

カード登録状況等が説明されました。ポリオ・プラ

最初に星野ガバナーから財団への理解と支援、先

スに関しては、今年わずか 3 カ国の発症にとどまり

日行われた学友文化祭そしてエンドポリオへの取

「あと少し」であること、また現在ポストポリオ症

り組みについてのお話をいただきました。
続いて曽根眞人ロータリー財団委員長から
は、ロータリーの目的として書かれている ”The

候群で苦しんでいる人についても紹介され、ポリオ
への理解と完全根絶に向けて更なる協力のお願い
がありました。

development of acquaintance as an opportunity

続いて、グローバル補助金に関しては浜北ＲＣ藤

for service” について、過去には「奉仕の機会とし

原会長から「ネパール復興支援事業」の実例紹介が

て知り合いを広める」と訳されていましたが、2014

行われました。また、先日アメリカの UCBerkeley

年から「知り合いを広めることによって奉仕の機

への留学から帰国したグローバル補助金奨学生の

会とすること」と「奉仕」が目的と定義づけられ

高木有也君から報告とお礼、山静学友会幹事の𡈽橋

ていること、そしてその奉仕を支援するためにロー

真理さんからは、財団学友文化祭も含めたロータ

タリー財団への寄付が使われていることが説明さ

リー財団学友の活動について話がありました。

れました。次に第 2 ゾーン恒久基金／大口寄付の野

今回のセミナー内容を各クラブで伝えていただ

口アドバイザーから、世界貢献に対するロータリー

き、ロータリー財団を各クラブの事業へ有効活用し

財団の役割やロータリー活動への支援体制、さらに

ていただくと共に、本年度も地区ロータリー財団委

恒久基金の仕組み・意義・目標、第 2 ゾーンの中で

員会への協力をよろしくお願いします。

地区ロータリー財団セミナー報告
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インスピレーションになろう

ガバナー公式訪問報告
7月17日 ■ 袋井

袋井ＲＣ会長

中村

学

7月19日 ■ 掛川

掛川ＲＣ会長

戸塚

健

7月20日 ■ 富士宮

富士宮ＲＣ会長

牧野

浜松西ＲＣ会長

8

７月 19 日、パレスホテル掛川で星野喜忠ガバナー、村松英昭ガバナー補佐、勝俣
重信地区副幹事をお迎えして、公式訪問合同例会を開催しました。
例会前の会長幹事会には、私、河原崎幹事、清水会長エレクト、川人会計、杉山事
務局が参加しました。打ち解けた雰囲気の中、クラブの現況報告書を中心に懇談に
移り、星野ガバナーより今後のクラブの活動や運営、会員増強についてご指導いた
だきました。
例会は掛川 RC、掛川グリーン RC の合同例会で行
われました。星野ガバナーのスピーチを約 30 分間拝
聴しました。本年度地区重点目標、会員が汗をかく
奉仕の大切さなどについてお話いただきました。星
野ガバナーの心のこもったご指導に対し深く感謝い
たします。お忙しい中、ありがとうございました。
７月 12 日、星野ガバナー、山口ガバナー補佐、鈴木地区筆頭副幹事、山本ガバナー
補佐事務局に静岡県富士山世界遺産センターが完成した富士宮市にお越しいただき、
富士宮ＲＣと富士宮西ＲＣのガバナー公式訪問合同例会がクリスタルホールパテオ
ンで開催されました。
本年度からグループの再編成が行われる中で、クラブが抱える問題などについて
丁寧にご指導をいただき、ロータリークラブの活動はもとより個々のロータリアン
もその言動や行動を通して、地域社会の人々へも良いインスピレーションを与えら
れるよう努力する大切さや、地区目標の達成に向けた活動をする必要性を学ぶ事が
できました。
10 月に開催される地区大会には、当クラブも多くの参加を目指します。

利一

7月23日 ■ 浜松西

北野

星野喜忠ガバナー公式訪問が７月 17 日に磐田グランドホテルにおいて、磐田ＲＣ、
袋井ＲＣの合同例会として開催されました。
合同例会の前に会長幹事会が開催されました。事業計画を新聞社等の報道機関に事
前に伝える事によって、数多くの事業がＰＲでき、ロータリーの認知度を向上させる
事ができる、また年に一度は汗をかく事業を行う
ことが大切であるとのご助言をいただきました。
例会時には、星野喜忠ガバナーのお人柄あふれ
る自己紹介に始まり、ＲＩ会長のテーマの説明や
地区目標の説明をわかりやすくお話いただきまし
た。
星野ガバナー、磐田ＲＣの皆様ありがとうござ
いました。

一正

ガバナー公式訪問報告

ガバナー公式訪問は浜北ＲＣ、浜松中ＲＣ、浜松ハーモニーＲＣと当浜松西ＲＣの
合同例会として開催されました。当日は星野喜忠ガバナー、小俣理美地区幹事、堀池
和也地区筆頭副幹事をお迎えし、神谷竹彦ガバナー補佐、鈴木清ガバナー補佐事務局
長にもご出席いただきました。会場は浜松城を望むホテルコンコルド浜松です。
合同例会の前には、クラブ毎会長幹事会を開き、クラブの現状を具体的にお話する
ことができました。
例会では、星野ガバナーが静岡県と縁のあること、現在までの職歴、ロータリー歴等、
親しみの持てるお話を伺いました。また地区目標達成へのお話、
ＲＬＩ導入準備のお話、
地区大会、国際大会へのお誘い、米山梅吉記念館運営、50 周年式典のお話もあり、本
年度の具体的な運営イメージを出席者全員で共有できたと感じました。
例会の冒頭では新入会員の入会式も行われ、浜松西ＲＣの坂本修一君、浜松中ＲＣ
の中村幸浩君に星野ガバナーからバッジの贈呈をしていただきました。思い出に残る
入会式となりました。
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7月24日 ■ パワー
浜松

パワー浜松ＲＣ会長

鷲津

有一

7月24日 ■ 浜松

浜松ＲＣ会長

池戸

智之

7月25日 ■ 浜松東

浜松東ＲＣ会長

鈴木

明彦

7月27日 ■ 韮崎

韮崎ＲＣ会長

長谷部

集

星野ガバナーにお越しいただいた日は 2 名の新会員の入会式があり、ガバナーよ
りロータリーの徽章の贈呈と歓迎の言葉をいただきました。入会した 2 人にとって
思い出に残る例会となったと思います。静岡第 5 グループの他のクラブとは違い、
当クラブは朝例会ということもあり、単独例会にお越しいただけたことにメンバー
一同心より感謝しております。
ご挨拶では、ガバナーご自身の経歴について
ユーモアを交え詳しくお話いただき、とても親し
みやすいお人柄であることが分かりました。地区
目標についても、入会年度の浅い会員にも分かる
よう平易な言葉でご説明くださった優しさに心打
たれました。
地区目標を達成すべく積極的に活動してまいり
ます。
ガバナー公式訪問は 7 月 24 日、星野喜忠ガバナー、小俣理美地区幹事、堀池和也地
区筆頭副幹事、また、静岡第 5 グループから神谷竹彦ガバナー補佐、鈴木清事務局長に
お越しいただき、浜松ＲＣ、浜名湖ＲＣ、浜北伎倍ＲＣの 3 クラブ合同例会としてグラ
ンドホテル浜松で開かれました。
各クラブから合計 5 名の新会員の入会式を行い、星野ガバナーから会員バッジを贈呈
していただき、新会員にとっては思い出に残る入会式になったと思います。入会式の後、
星野ガバナーより今年度の RI 会長のテーマの解釈説明、RLI の導入推進、地区目標の
達成依頼および地区大会の登録・参加依頼、RI 国際大会への登録の意義など、地区の考
えを分かりやすくユーモアを交えてご指導いただきまし
た。
各クラブ会長が星野ガバナー年度の目標達成に向けて
支援していくことを誓い、有意義な合同例会を開催する
ことができました。また、合同例会の前後に各クラブと
の会長幹事会を行い、各クラブの現状説明、地区からの
具体的な要請事項を伝えていただく場も設けました。

浜松東ＲＣ、浜松南ＲＣ、浜松北ＲＣの 3 クラブのガバナー公式訪問合同例会が 7
月 25 日、グランドホテル浜松で開催されました。
合同例会に先立ち、午前 10 時から会長幹事会が開催され、星野喜忠ガバナー、神
谷竹彦ガバナー補佐、小俣理美地区幹事、堀池和也地区筆頭副幹事にご出席いただ
きました。当クラブの事業計画書を確認しな
がら、地区目標の取り組みについてご説明を
させていただきました。
合同例会では、星野ガバナーの自己紹介か
ら始まり、その素晴らしい人間性に触れるこ
とができました。また、RI 会長テーマ「BE
THE INSPIRATION」につきましても、会員
に向けて、解りやすくご説明いただきました。
星野ガバナーには、心より御礼申し上げます。
韮崎ＲＣ、北杜ＲＣ、甲斐の郷ＲＣの３クラブ合同
でのガバナー公式訪問を 7 月 27 日、ホテル舟山で開
催し、星野ガバナー、立川ガバナー補佐、瀧本地区副
幹事にご出席をいただきました。
当日は午前 10 時から韮崎ＲＣ、同 11 時から北杜Ｒ
Ｃ、午後１時半から甲斐の郷ＲＣとの会長幹事会が行
われ、星野ガバナーは会員の減少が大きな課題であり、ロータリーはもっとＰＲ活
動を強化し、ロータリー活動の認知度アップを図らなければないと話されました。
星野ガバナーが所属する大月ＲＣも私どものクラブと同じような会員数というこ
ともあり、これまでの大きなクラブから選出されたガバナーとは違い、小さなクラ
ブ特有の問題点などを理解していただいていたことに感銘を受けました。
合同例会では２名の入会式を行い、ガバナーから直接バッジをつけていただくこ
ともでき、大変有意義なものとなりました。
ガバナー公式訪問報告
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インスピレーションになろう

7月31日 ■ 清水

清水ＲＣ会長

佐野

忍

8月2日 ■ 富士山
吉原

富士山吉原ＲＣ会長

石田多嘉子

8月8日 ■ 三島

三島ＲＣ会長

堀内満喜子

8月9日 ■ 御殿場

御殿場ＲＣ会長

望月

10

茂

ガバナー公式訪問報告

７月 31 日に清水グランドホテルで、星野喜忠ガバ
ナー、淺原諒蔵ガバナー補佐、小谷田融地区副幹事
をお迎えし、清水西 RC、清水北 RC、そしてホスト
クラブを務めさせていただきました清水 RC の 3 クラ
ブ合同でのガバナー公式訪問例会が開催されました。
例会に先立って会長・幹事会が行われました。和
気あいあいとした雰囲気の中、今年度の事業計画の
説明をさせていただきました。星野ガバナーからは、公共イメージ向上や RLI 実践の
取り組みについて、お褒めの言葉をいただきました。
例会では、日本のロータリー 100 周年記念として寄贈された金色の鐘をご持参頂き、
星野ガバナー自らが開会・閉会点鐘をしてくださいました。穏やかな笑顔を絶やさな
い星野ガバナーが、今後のロータリーの在り方への熱き思いを語ってくださり、とて
も有意義な例会となりました。

8 月 2 日の猛暑の中、ホワイトパレスで開催された富士 RC、新富士 RC、富士山吉
原 RC の 3 クラブ合同例会に、星野喜忠ガバナーの公式訪問を受けました。例会に先
立ち行われた会長幹事会では、大変和やかな雰囲気の中、クラブ運営について多く
の示唆をいただきました。
例会は、日本のロータリーが 2020 年に創立 100 周年を迎えるのに際し、ガバナー
会から贈られた鐘をガバナー自ら持参され点鐘してくださいました。次の 100 年へ
の願いを込めてとの思いを会員一同しっかり心に受
け止めさせていただきました。卓話は、自己紹介と
地区の方針、特に会員増強と維持、それによって得
られる奉仕活動の充実とロータリー認知度の向上、
RLI 導入の必要性と今年度その準備に入る事など、
ロータリーに対する熱い思いが伝わって来る例会と
なりました。ありがとうございました。
８月８日に三島 RC、伊豆中央 RC、三島西 RC、せせらぎ三島 RC の 4 クラブ合同
ガバナー公式訪問例会を、みしまプラザホテルで開催いたしました。三島 RC 合唱
団の歓迎の歌で星野ガバナーをお迎えできましたことを大変嬉しく思っております。
例会ではロータリー 100 年の鐘を 4 クラブの会長がそれぞれ点鐘させていただき、4
回鳴り響く鐘の音は特別でした。ガバナーから新年度スタートにあたり、地区目標
やビジョンをお話いただきました。また、近隣クラブの繋がりは大きな力になると
いうこと、RLI 導入準備に向けて地区大会
では講師を招いてセミナーを開催し、セッ
ションを体験できる機会を設けたいことな
どについてお話しいただきました。ご指導
をしっかり受け止めて、今後のクラブ活性
化と発展に生かしていきたいと思います。
星野ガバナーありがとうございました。
８月９日は心配されていた台風がそれ、ガバナー公式訪問は御殿場ＲＣ、裾野ＲＣ、
長泉ＲＣの合同例会として、星野喜忠ガバナー、山口和一ガバナー補佐、鈴木龍子
地区筆頭副幹事をお迎えし、御殿場の名鉄菜館で開催されました。
例会前の会長幹事会では、ガバナーの所属する大月ＲＣが静岡方面に出かけたと
きによくこの場所を二次会場に使っていたとのことで、話が弾みました。
クラブ運営についてはこれといったご指摘もなく、米山梅吉記念館 50 周年行事へ
の協力の仕方を地元クラブとしてどのようにするか、ＲＬＩの導入についてはクラ
ブとしてはどのようにしたらよいかの問題に話題が集まりました。
終始和やかな雰囲気で、ガバナーのお人柄が伝わりました。
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新会員紹介

①入会日
②職業分類
③趣味

一也

朝羽 二三夫

静岡第４グループ
焼津南ＲＣ

静岡第４グループ
焼津南ＲＣ

①平成30年6月12日
②船舶修繕
③スポーツ観戦

①平成30年6月28日
②信用金庫（金融業）
③サッカー観戦

埴原 一正

水越 啓仁

村路 光義

清水 成仁

山梨第３グループ
韮崎ＲＣ

山梨第 1 グループ
大月ＲＣ

静岡第２グループ
沼津北ＲＣ

山梨第 2 グループ
甲府西ＲＣ

①2018年7月1日
②情報処理
③スノーボード
プログラミング

①2018年7月2日
②建築リフォーム
③スポーツ、
音楽鑑賞

①2018年7月3日
②生命保険業
③スポーツ観戦

① 2018年7月5日
②情報サービス
③サッカー

大石 昭裕

太田 昭二

藤田 明孝

飯尾 圭介

静岡第２グループ
沼津ＲＣ

静岡第２グループ
沼津ＲＣ

静岡第 5 グループ
浜松東ＲＣ

静岡第 5 グループ
浜松東ＲＣ

①2018年7月6日
②消防設備業
③スポーツ観戦・スミ
レ栽培

①2018年7月6日
②歯科医
③スポーツ観戦

①2018年7月6日
②電気工事
③朱印状収集

①2018年7月6日
②情報システム機器
配布
③ゴルフ、読書

榊原 昌利

梨本 幸博

大塚

小林 一考

静岡第２グループ
沼津ＲＣ

静岡第２グループ
沼津北ＲＣ

静岡第２グループ
沼津北ＲＣ

山梨第 1 グループ
都留ＲＣ

①2018年7月13日
②商業銀行
③野球観戦

①2018年7月17日
②自動車販売
③スポーツ観戦

①2018年7月17日
②投資信託配布
③ゴルフ

①2018年7月19日
②自動車販売整備
③サーフィン

小林 正道

根津 健一

中野 健一

中川 泰典

山梨第 1 グループ
都留ＲＣ

山梨第 1 グループ
都留ＲＣ

山梨第 1 グループ
都留ＲＣ

静岡第４グループ
島田ＲＣ

①2018年7月19日
②不動産
③ゴルフ、
サッカー

①2018年7月19日
②電気工事
③特になし

①2018年7月19日
②保険業
③ゴルフ

①2018年7月19日
②情報産業
③バイク・園芸

寺澤 賢一

加部 慎也

中村 幸浩

坂本 修一

静岡第４グループ
島田ＲＣ

静岡第２グループ
沼津ＲＣ

静岡５グループ
浜松中ＲＣ

静岡第 5 グループ
浜松西ＲＣ

①2018年7月19日
②電力供給
③ウオーキング

①2018年7月20日
②生命保険
③ゴルフ

①2018年7月20日
②旅行斡旋
③ソフトボール
スキー

① 2018年7月23日
②不動産賃貸
③釣り

柴田隆文

小林 茂幹

植松 恒裕

赤石光裕

静岡第３グループ
静岡ＲＣ

山梨第３グループ
甲府南ＲＣ

静岡第 2 グループ
沼津北ＲＣ

静岡第３グループ
静岡北ＲＣ

①2018年7月23日
②移動体通信
③アマチュア無線

① 2018年7月24日
②税理士
③登山、
お酒

①2018年7月24日
②ジャーナリスト
③ゴルフ

①2018年7月24日
②物流業
③読書、
旅行

大石

実

力

平野 昌利

井田 俊信

静岡第３グループ
静岡ＲＣ

静岡第 5 グループ
浜松南ＲＣ

静岡第 5 グループ
浜松南ＲＣ

①2018年8月6日
②商業銀行
③読書、
ゴルフ

①2018年8月9日
②総合建設
③スポーツ観戦
マラソン

①2018年8月9日
②食品製造・加工
③映画鑑賞

新会員紹介
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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

世界ポリオデークラブ計画一覧表
グループ

静岡
第1

ＲＣ名

三島

堀内満喜子（会長）

下田
熱海南

土屋市次郎（会長）
鈴木和子 （会長）

三島西

佐野宏三 （会長）

前田博利 （幹事）

伊東西

沼田竹広 （会長）

久保田英二（公共イメージ向上委員長）「あと少し」ポリオ撲滅キャンペーン

せせらぎ三島

石井司人 （会長）

岡

沼津

細澤哲哉 （会長）

大村愛美 （幹事）

富士山吉原

石田多嘉子（会長）

荻田丈仁（イメージ向上委員会委員長） 原田泰治企画展

沼津北

木村智昭 （会長）

小笠原一夫（公共イメージ委員長）

富士

植田眞晴 （会長）

今村雄一郎（社会奉仕委員長）

御殿場

戸栗太平 （公共イメージ向上委員長）

勝又

富士宮

山梨
第1

12

護 （会長）

牧野利一 （会長）

土屋 晃 （公共イメージ向上委員長） 伊豆大特産市（道の駅開国下田みなと）
𠮷田耕之助（幹事）
ポリオデー募金活動
山口和拡 （奉仕 P 委員長）

増川

勲 （幹事）

良森 （幹事）

井上光由 （幹事）

厚 （青少年奉仕委員長）

川口尚史 （奉仕プロジェクト委員長）

前田

芹澤

豊 （会長）

中村文男 （幹事）

長泉

鈴木正明 （会長）

鈴木真雄 （幹事）

竹田浩富 （会長）

静岡
清水
静岡東
清水北

佐藤長巳
佐野 忍
長島秀親
吉田 裕

杉本忠重
岩山靖宏
杉山輝光
兼高光清

静岡日本平
静岡西

竹田昭男 （公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員長）
北島俊秀 （会長）

西貝誠一 （会長）
山﨑俊昌 （会長）

焼津

浅原

島田
磐田

竹島総一郎（会長）
鈴木康元 （会長）

藤枝
掛川
焼津南
榛南
袋井
藤枝南
掛川グリーン
浜松

博 （会長）

江崎晴城
戸塚 健
村松晴一
植田 進
中村 学
飯田敏之
青木康治
池戸智之

（会員増強委員長）
（会長）
（会長）
（イメージ向上委員長）
（会長）
（会長）
（会長）

沼津４ＲＣ及びＩＡＣが合同でサントムーン柿田川において
募金活動

沼津４ＲＣ及びＩＡＣが合同でサントムーン柿田川において
募金活動
ポリオ撲滅募金活動（富士駅前）

ポリオ撲滅街頭キャンペーン
青少年交流の家オープンハウス出展時にポリオについて理解
を求め寄付を募る

2018年 9月22日
（土）
2018年 9月 1日
（土）
～10月 7日
（日）
2018年 9月22日
（土）
2018年10月 5日
（金）
2018年 9月10日
（金）
2018年11月3･4日（土・日）

沼津４ＲＣ及びＩＡＣが合同でサントムーン柿田川において
募金活動

2018年 9月22日
（土）

第 22 回長泉わくわく祭り
長泉町福祉健康祭り

2018年 8月 4日
（土）
2018年10月21日
（日）

斉藤寛明 （親睦委員長）

（公共イメージ向上委員長）
（公共イメージ委員会）
（公共イメージ向上ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ）
（公共イメージ向上委員長）

鈴木 雅 （公共イメージ向上）
大石雄策 （社会奉仕委員長）

新富士ロータリークラブ第 23 回おきがる無料相談所
2018年 9月15日
（土）
ボイスキュー（ＦＭみしまかんなみ）においてロータリーク
未定
ラブ及びエンドポリオ活動のＰＲ
沼津４ＲＣ及びＩＡＣが合同でサントムーン柿田川において
募金活動

2018年 9月22日
（土）

あしたば感謝祭
ポリオ撲滅募金活動

2018年10月27日
（土）
2018年11月18日
（日）

ポリオ撲滅ＰＲ
清水・清水北・清水西 3RC 合同ポリオ周知活動
エンドポリオ 街頭募金
福祉のまつり

松本 博 （公共ｲﾒｰｼﾞ向上副委員長） 世界ポリオデー募金活動
加藤博一 （奉仕プロジェクト委員長） 異文化コミュニケーション体験フェア後援・ブース出展
曽根伸治 （理事、公共イメージ）
松下慎一 （社会奉仕委員長）

「福祉の祭り」に参加し、エンドポリオのＰＲ・募金活動
青葉公園前 ポリオ撲滅街頭募金活動

石上元久 （公共イメージ向上委員長） 清水港マグロまつり
山﨑俊昌 （会長）
静岡北 RC 杯 U-15 バスケットボール大会
『オータムフェスト in 焼津 2018』END POLIO キャンペー
芳村正樹 （公共イメージ向上委員長）
ン募金活動
森下真琴 （青少年奉仕委員長）
島田ロータリー杯争奪サッカー大会
岡村文芳 （社会奉仕委員長）
ポリオ撲滅キャンペーン
平野純也
相場忠之
滝浪智昭
植田 進
井上 準
森竹正晃
青木康治
山岡功一

（ＩＴ担当）
（財団委員長）
（公共イメージ向上委員長）
（イメージ向上委員長）
（国際奉仕委員長）
（公共イメージ向上委員長）

ポリオデープロジェクト
ジュビロ磐田マラソン
オータムフェスト エンドポリオキャンペーン
牧之原市産業祭
浅羽佐喜太郎碑建立１００周年
夏の終わりの沖縄ライブ
掛川市商工祭り

（公共イメージ向上副委員長） END POLIO 講演会～ポリオのない世界まであと少し～
星野悦雄 （青少年奉仕委員長）
浜松東ロータリークラブカップ U7 フットサル大会

鈴木明彦 （会長）

浜松南

鈴木利幸 （幹事）

百合山満彦（財団委員長）

浜松北

山本純夫 （会長）

宮木茂明

浜松西

北野一正 （会長）

山本英明 （幹事）

浜北

藤原

水口繁喜 （社会奉仕委員長）

浜名湖

田中信宏 （会長）

近藤武義 （幹事）

浜松中

鬼頭秀行 （会長）

齋藤高子 （公共イメージ向上委員長） 世界ポリオデーのための募金

浜北伎倍

町田米男 （会長）

平山雅浩 （公共イメージ向上委員長）

浜松ハーモニー
パワー浜松
甲府
富士吉田
大月
都留
河口湖
富士吉田西
山中湖

竹内恵子 （会長）
村田 誠 （奉仕委員長）
松村昌樹 （国際奉仕理事）
白須茂男 （会長）
渡辺康一郎（会長）
井上博之 （R 財団委員長）
小谷田融 （会長）
渡辺明仁 （会長）
羽田茲子 （会長）

山口勝義
安間利広
山口高明
佐藤英智
鈴木龍子
奥秋公大
宮下貴之
渡辺明仁
天野隆司

世界ポリオデークラブ計画一覧表

2018年10月 6日
（土）

温かい心でポリオをなくそう
2018年10月21日
（日）
世界からポリオをなくそう ( 三島・三島西・せせらぎ三島
2018年10月13日
（土）
RC, ＩＡＣ合同）

浜松東

徹 （会長）

2018年 9月16日
（日）

2018年 9月10日
（月）

神尾栄一 （公共イメージ向上委員長）

望月康年 （会長）
井尻英雅 （会長）

END POLIO NOW

岡村吉彦 （奉仕プロジェクト委員長） 富士宮市 PTA 連絡協議会への協力依頼と地元新聞への広報依頼

鈴木和憲 （会長）

杉山純一 （幹事）
望月正隆 （会長）

＋

世界からポリオをなくそう ( 三島・三島西・せせらぎ三島
2018年10月13日
（土）
RC, ＩＡＣ合同）

2018年10月21日
（日）

沼津西

（会長）
（会長）
（クラブ広報委員長）
（会長）

修善寺大掃除

2018年11月 4日
（日）
2018年10月18日
（木）

ポリオ撲滅募金運動

森

静岡南
駿河

美城 （直前会長）

守 （幹事）

新富士

清水中央
静岡北

静岡
第5

松尾

開催予定日

大 （公共イメージ向上委員長） ポリオ撲滅推進
2018年10月 9日
（火）
世界からポリオをなくそう ( 三島・三島西・せせらぎ三島
佐藤浩美 （幹事）
2018年10月13日
（土）
RC, ＩＡＣ合同）

裾野

清水西
静岡中央

静岡
第4

古藤田博澄（会長）

齊藤

沼津柿田川

富士宮西

静岡
第3

イベント名

齊藤

伊豆中央

大 （公共イメージ向上委員長）

世界ポリオデー活動

実行責任者 （カッコ内は役職）

伊東

網代多賀

静岡
第2

責任者（カッコ内役職）

松島勇史 （会場監督）

（幹事）
（国際奉仕部会長）
（国際奉仕・理解委員長）
（公共イメージ向上委員長 )
（幹事）
（幹事）
（公共イメージ向上委員長）
（会長）
（幹事）

節食例会 ( 全 3 回 )
浜松医療センター感染内科長 矢野邦彦様 講話「ポリオ撲滅
までもう一歩」
募金活動
浜松駅前ポリオ撲滅の為の募金活動（浜松西 ･ 浜名湖 ･ 浜北
伎倍ＲＣ合同）
浜北ふれあい広場 （浜松市社会福祉協議会主催）
浜松駅前ポリオ撲滅の為の募金活動（浜松西 ･ 浜名湖 ･ 浜北
伎倍ＲＣ合同）

2018年10月24日
（水）
2018年 9月23日
（日）
2018年10月14日
（日）
2018年 9月23日
（日）

2018年10月20日
（土）
2018年11月18日
（日）
2018年 9月23日
（日）
2018年10月20日
（土）
2018年10月 7日
（日）
2018年 9月16日
（日）
2018年 9月30日
（日）
2018年 9月30日
（日）
2018年11月18日
（日）
2018年 9月26日
（水）
2018年11月18日
（日）
2018年 9月30日
（日）
2018年11月25日
（日）
2018年 9月22日
（土）
2018年 9月 9日
（日）
2018年11月 3日
（土）
2018年10月17日
（水）
2018年11月10日
（日）
2018年 7月13日
（金）
9月7日(金),11月9日(金)
2018年10月18日
（木）
未定
2018年 9月18日
（火）
2018年11月11日
（日）
2018年 9月18日
（火）
2018年 9月 7日
（金）
～10月19日
（金）
例会時

浜松駅前ポリオ撲滅の為の募金活動（浜松西 ･ 浜名湖 ･ 浜北
2018年 9月18日
（火）
伎倍ＲＣ合同）

浜松中ＲＣ協賛 ポリオデープラス募金
地域活性化プロジェクト・ポリオ募金活動
山梨ベーコンフェスティバル
世界ポリオ撲滅キャンペーン
おおつき軽トラ市での募金活動
「都留市八朔まつり」会場で募金活動
ポリオ撲滅募金活動
ポリオ撲滅募金啓蒙活動
山中湖のこもれびマルシェ ( 山中湖ゆいの広場 )

例会随時
2018年 9月15日
（土）
2018年 9月29日
（土）
2018年 9月 8日
（土）
2018年10月20日
（土）
2018年 9月 1日
（土）
2018年 9月 9日
（日）
2018年10月 6日
（土）
2018年 9月23日
（日）

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER No.3
2018.9

グループ

山梨
第2

ＲＣ名

世界ポリオデー活動

実行責任者 （カッコ内は役職）

甲府北
山梨
塩山

中尾 均 （奉仕活動委員長）
佐野 秀 （奉仕プロジェクト委員長）
石川重人 （会長）
齊藤鉄也 （会長）

イベント名
古屋里義 （社会・国際担当委員会リーダー） お正月を遊ぼう （甲府北口駅広場）
佐野 秀 （奉仕プロジェクト委員長） 世界ポリオデープロジェクト
橘田 勲 （奉仕プロジェクト委員長） 甲州市およっちょい祭り
小泉久司 （公共イメージ向上委員長） グラウンドゴルフ交流大会及び会員各事業所より募金収集活動

甲府東

岸本

中沢龍雄 （副会長）

甲府シティ

折笠浩二 （会長）

折笠浩二 （会長）

甲府南

土屋

米山忠行 （公共イメージ向上委員長） かつぬま朝市にてポリオ撲滅募金活動

甲府西

甲府城北
甲斐
笛吹

市川大門
南アルプス
身延

山梨
第3

責任者（カッコ内役職）

務 （会長）

宮澤 拓 （会長）
中村裕子 （会長）
川阪

契 （クラブ広報担当理事）
東 （会長）

依田洋澄 （会長）
北村公一 （会長）

甲府東ロータリーカップ第 14 回山梨ジュニアバドミントン
大会
ポリオ啓発活動

福嶋孝至 （幹事）
深澤由美子（Ｒ財団委員長）

甲府駅前にて街頭募金
甲斐市わくわくフェスティバル

中川陽子 （広報委員長）

笛吹市民まつり

近藤佐由里（幹事）

バザーの売り上げをポリオ撲滅へ
中学生野球大会にて、添付ポリオチラシ配布

名取重一 （社会奉仕委員長）
神明の花火大会 ゴミ袋配布
長沼美枝子（青少年奉仕委員会担当理事） 南アルプス市農協祭り出店

内野光智 （会長）
長谷部集 （会長）

伊藤廣邦 （幹事）

北杜
山梨中央

進藤和也 （会長）
田中雅承 （クラブ奉仕委員長）

秋山九一 （幹事）
北杜ジュニア駅伝で募金活動
遠藤一郎 （公共イメージ向上委員長） 第 27 回峡中ジュニアサッカーフェスティバル

甲斐の郷

種田一夫 （会長）

山寺秀昭 （公共イメージ向上委員長）

萩原利樹 （ロータリー財団委員長）

2018年9月～10月
2018年10月24日
（水）
2018年10月11日
（木）
2019年 2月10日
（日）
2018年10月 6日
（土）
2018年10月21日
（日）
2018年10月21日
（日）
2018年10月 7日
（日）
2018年10月14日
（日）
2018年 8月 7日
（火）

韮崎

甲斐シティー

開催予定日
2019年 1月12日
（土）

2018年10月20日
（土）
2018年11月 3日
（土）
2018年 8月25日
（土）

韮崎市の甘利山にて専用ブースを設け、ポリオ撲滅へ向けた
2018年10月 7日
（日）
PR 活動を行う

萩原利樹 （ロータリー財団委員長）

公開例会の際、ポリオ募金箱を設置

キングスウェルランチタイムコンサートでのポリオ啓蒙と募
金活動

2018年12月16日
（日）
2018年 8月18日
（土）
2018年 9月13日
（木）

2018～2019年度

ロータリー友情交換

参加者募集のご案内

国際ロータリー第 5280 地区（アメリカ・ロサンゼルス地域）と、ロータリー友情交換を下記の
要領で実施することとなりました。このプログラムは、ロータリアンが互いに訪問し、ホームステ
イを通じて親交を深め合うロータリー独自のプログラムです。交換を通じて異文化を身近に経験し、
国際理解と親善を一層深めることができます。ぜひ、クラブ内でご周知いただき、参加者を募って
ください。ご不明な点は、ガバナー事務所へお問い合わせください。

１．参加資格者

募集人数

当地区内ロータリアン１名または 1 グループ（個人参加可・ペア・ロータリアン数名のグループ参加可）
◇ご夫婦であることは必要条件ではありません。

２．旅費等について―訪問時の渡航費は自己負担
現地でのホームステイ、食事、観光は先方負担。受け入れの際は逆に参加者の負担。

３．受け入れ時期

2019 年春（先方の希望による）

４．訪問時期

2019 年春（訪問者の希望による）

訪問前後の日程については自由行動。各自が自己責任で行動（プログラム外）

５．原則としてプログラムに参加し、訪問する人が受け入れのホストとなります。
６．現地及び当地区でのスケジュールについては、事前に相手地区委員会との間で合意の上、
最終的に決定します。
７．地区へ派遣、受入れのレポートをご提出いただきます。
８．申し込み締め切り：2018 年 12 月 7 日 ( 金 )
ガバナー事務所へメール (18to19g.hoshino@ri2620.gr.jp) でお申し込みください。

ロータリー友情交換募集のご案内
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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

河口湖 RC 寄稿文

夏の夜空を彩る花火に乾杯！
小谷田

融（河口湖ＲＣ会長）

夏の風物詩と言えば花火。今年 102 回目とな

会」の成功を誓い、楽しい夏の夜の宴をお開き

る河口湖湖上祭を楽しむ河口湖 RC 恒例の「納

としました。ご参加いただきました皆様、あ

涼家族会」が 8 月 5 日、花火が一望できる湖

りがとうございました。来年もお待ちしてお

畔の「ふなつや」で開催されました。

ります。

星野ガバナーのご挨拶、宮下ガバナー補佐
の乾杯で始まり、他クラブからも大勢ご参加
いただき総勢 53 名で盛大に行うことができま
した。
ロータリアンの友情を深め、家族同士での
会話に盛り上がり、浴衣姿で参加した子ども
達も迫力ある花火に大喜び。あっという間に
特大スターマインのフィナーレを迎えました。
最後に全員で 10 月に甲府で行われる「地区大

きの♪
お
て
とっ

私のレシピ

カリッと
ジャガイモピザ
静岡第２グループ
ガバナー補佐事務局
沼津ＲＣ

【材料】
（２人分）
ジャガイモ
（メークイン ) 2 ～ 3 個
タマネギ
１／２個
ウインナー
（小）
5本
ピーマン
少々
コーン
少々
水菜
（ルッコラの代わり） あれば少々
サラダ油
適宜
塩・コショウ
適宜
ピザソース
（ケチャップでもＯＫ） 適宜
とろけるチーズ
適宜

實石

学さん

３．フライパンにサラダ油を引き、ジャガイモをまんべんな
く敷き詰める。
４．両面薄く茶色になるまで軽く焼く。（途中で塩・コショウ）
５．上面にピザソースを適宜塗る。
６．タマネギの薄切り、ピーマン、ウインナー、コーンを乗せ、
蓋をして 1 分程焼く。
７．次にとろけるチーズを適宜乗せ、蓋をしてチーズを溶かし、
下面をカリッと焼く。
８．蓋を取り、水菜を載せたらでき上がり！

【手順】
【コメント】
（水にさらさない）
１．ジャガイモを細切にする。
ジャガイモの食感と風味がチーズととても相性がよく、お
２．飾り付け材料のピーマン（輪切り）、ウイ
酒のつまみやお子様のおやつ等に簡単にできる一品だと思い
ンナー（小口切り）、水菜を準備。
ます。野外キャンプのレシピとしてもＯＫ。ぜひどうぞ！
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河口湖ＲＣ納涼家族会報告／
私のレシピ
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お 知 ら せ

訃

報

西日本豪雨災害義援金について
皆様からお預かりした西日本豪雨災害義援金は、下記の通り
となりましたので、ご報告させていただきます。

堀井

昴様
（享年 76 歳）

3,548,054円

9

10

日（曜日）

RID2620
2005-2006年度
ガバナー

2018年8月１日
ご逝去

なお、送金先はガバナー会が検討中ですので、決定の連絡が届
き次第お知らせいたします。

月

パストガバナー

浜松北 RC

（2018年８月22日現在 当地区内66クラブより）

9 月・10 月

鈴木亀雄様

（享年 92 歳）

清水北 RC

2018年8月１9日
ご逝去

予定表

行事予定

場 所

１（土）

柿田川湧水地清掃

２（日）

富士河口湖：
社会奉仕委員会・国際奉仕委員会合同セミナー
富士レークホテル

柿田川湧水地

３（月）
・４（火） ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）

ホスト
米山記念奨学委員会
社会奉仕委員会
国際奉仕委員会

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 ザ・プリンスさくらタワー
東京
セミナー（DTS）

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

４（木）

ガバナー公式訪問終了

14（日）

米山奨学生カウンセラー研修会

米山梅吉記念館

米山梅吉記念館委員会

20（土）

第 1 回長期派遣候補学生オリエンテーション
2019-20 長期派遣候補学生選考試験面接

米山梅吉記念館

青少年交換小委員会
青少年交換学友小委員会

21（日）

第 1 回次期ガバナー補佐会議

ホテルアソシア静岡

ガバナーエレクト事務所

24（水）

ポリオデー新聞広告掲載日（静岡新聞 ･ 山梨
日日新聞）

27（土）
・28（日） 地区大会

公共イメージ向上委員会
甲府富士屋ホテル

都留 RC・大月 RC

今 月 の

表紙写真説明
［担当ＲＣ］ 富士吉田ＲＣ
［写真提供］ 富士吉田ＲＣ
［場

所］ 吉田の火祭り（富士吉田市上吉田）

［写真説明］ 毎年８月 26 日に行われる吉田の火祭りは日本

三奇祭の一つとされ、富士山の夏山シーズン
の終わりを告げる伝統行事。

お知らせ
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My Rotary もしくは
地区ホームページでご確認ください。

ガバナー月信

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

国際ロータリー第 2620 地区

9月のロータリーレート

