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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

経済と地域社会の発展月間

☆米山月間（日本独自の月間テーマ）

地区大会でお会いしましょう！
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）
10 月に入り、ガバナー公式訪問も残すところ 1
日の山中湖ＲＣ・富士吉田ＲＣと、4 日の都留Ｒ
Ｃ・大月ＲＣの 2 回の合同例会のみとなりました。
75 ＲＣの皆様と会長幹事会を経てまいり、多く
の学びがございました。また、さまざまなインス
ピレーションを得ることができました。
☆「経済と地域社会の発展」について
さて、今月は「経済と地域社会の発展月間」と
日本独自の月間テーマとしては「米山月間」が定
められております。
「経済と地域社会の発展」は、ロータリーの 6
つの重要な分野のひとつです。ロータリー会員と
ロータリー財団は自立に役立つスキルと指導、家
計を支えるための就職支援等を通じて、人々と地
域社会の自立を促しています。ロータリーのプロ
ジェクトを通じて指導や研修を受けた人々は、地
域社会での貴重な人材となって、住民への指導、
新ビジネス立ち上げの支援、経営方法の指導など
を行っています。
・地元経済の発展と貧困の軽減のためにこれ
までにロータリー財団が授与した補助金
＄2900 万
・十分な食べ物がない人（世界で 9 人に 1 人）
7.95 億人
・飢えに苦しむ人のうち、女性と少女が占める
割合 60％
・極度の貧困者のうち、僻地に住み、生活の糧
を農業に依存している人 70％
これらのことに思いを寄せ、自分たちがどのよ
うなインスピレーションになれるか考える機会と
してください。地域発展のため、経済発展のため
にできることを実践しましょう。
☆日本独自の「米山月間」に寄せて
ロータリー米山記念奨学会は、日本で最初の
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ガバナー挨拶

ロータリークラブを設立した米山梅吉氏の功績を
記念して、東京ロータリークラブが米山奨学制度
を設立したこと始まります。外国人留学生を支援
する民間最大の奨学団体として成長し、日本全国
のロータリアンの寄付金を財源として奨学金を支
給し、支援しています。ロータリー米山記念奨学
会は、将来母国と日本との懸け橋となって国際社
会で活躍する優秀な留学生を奨学することを目的
としています。奨学団体としては事業規模・採用
数とも、日本国内では民間最大で、米山奨学生の
採用数は年間 780 人。累計奨学生は 125 カ国にお
よび、19,808 人（2017 年 7 月現在）となってお
ります。奨学金による経済的な支援だけでなく、
ロータリー独自の世話クラブとカウンセラー制度
による心の通った支援があります。
ロータリー米山記念奨学会への寄付としては、
普通寄付（クラブを通して定期的に納める寄付）
、
と特別寄付（個人・法人・またはクラブから普通
寄付以外に任意で納める寄付）がありますが、こ
の普通寄付・特別寄付を合わせ、１人年・16,000
円を目標とします。当地区内でも、地理的な問題
や近隣に奨学生の通う学校がないなどの理由で、
世話クラブをお引き受けいただけない地域もあ
り、米山奨学生と触れ合う機会が少ないクラブも
あるかとは思いますが、米山の活動を支えるため
には、物心両面での支援が必要です。この米山月
間に皆様のさらなるご理解、ご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。
☆いよいよ地区大会を迎えます！
今月末には、新しいグループ編成になり初めて
の地区大会を迎えます。年に一度の地区最大の行
事で、クラブや地区委員会の活動成果および進捗
状況を共有できる有意義な大会にいたしたく存じ
ます。皆様との再会を楽しみにいたしております。
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国際ロータリー第 2620 地区 2018 ～ 2019 年度

地区大会開催

2018年10月27日（土）
・28日（日）プログラム
１日目【2018 年 10 月 27 日 ( 土 )】

2 日目【2018 年 10 月 28 日 ( 日 )】
本

地区大会四委員会
11 : 30

受付（ＰＤＧ 4 名、Ｇ補佐 8 名）

地区委員長・副委員長クラブ会長・幹事会
12 : 00

受付

（地区委員長・副委員長、ｸﾗﾌﾞ会長・幹事、ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ）

ＲＩ会長代理入場
13 : 00

8 : 30

受付

9 : 10

演奏

9 : 25

ＲＩ会長代理入場

9 : 30

開会点鐘
開会の言葉
歓迎の言葉

開会の言葉

物故会員に黙祷

ＲＩ会長代理紹介

RI 会長代理紹介、来賓・役員、参加クラブ紹介

来賓・役員紹介

ガバナー挨拶

ガバナー挨拶

来賓祝辞

ＲＩ会長代理挨拶

ＲＩ会長代理アドレス

地区大会四委員会報告

表彰

大会決議案審議

米山学友ホームカミング

地区内クラブの活動事例紹介

11 : 00

地区 10 委員会報告・予告等

11 : 10

各種表彰
15 : 40

休憩

15 : 50

地区指導者育成セミナー（ＲＬＩについて）
RID2770 ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 井原 實 氏

16 : 50

ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ、ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ、ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ ･ ﾃﾞｼﾞ
ｸﾞﾈｰﾄ紹介

17 : 00

閉会の言葉・諸事連絡

17 : 10

閉会点鐘
ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

17 : 30

受付

17 : 40

ＲＩ会長代理入場

ＲＩ会長代理紹介

12 : 20

大会四委員会報告と大会決議採択報告
ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ、ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ、ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ・ﾃﾞｼﾞ
ｸﾞﾈｰﾄ紹介
ガバナーエレクト挨拶
次回地区大会開催地発表

12 : 30

決議事項実施（記念品贈呈など）
ＲＩ会長代理講評
ガバナー謝辞
閉会の言葉・諸事お知らせ
13 : 00

↓

閉会点鐘・大懇親会ご案内
分

会

ワイン卓話 新田正明氏（ワインアドバイザー）
乾杯

・ＩＡＣ、ＲＡＣ

閉会の言葉

・青少年交換学生・学友
・米山奨学生・学友

登録受付・出発

・Natia ミニコンサート

昼食（北杜市内レストラン）

・新会員研修会
スイーツブースオープン

山梨銘醸見学

大 懇 親 会

台ケ原金精軒見学
16 : 00

科

・山梨県無形民俗文化財「笹子追分人形」
浄瑠璃公演

エクスカーション
11 : 50

地区大会旗引き継ぎ
次回地区大会ホストクラブ代表挨拶

ＲＩ会長代理挨拶

19 : 45

記念講演 経済評論家 勝間和代氏

「何が今、多様性とセルフブランディングを可能にしてい
るのか～ SNS を中心とした社会変化を考える～」

青少年交換学生紹介、米山奨学生紹介

開宴の言葉
ガバナー挨拶

休憩

12 : 10

アトラクション（大月吹奏楽団）
17 : 50

議

国歌斉唱、ロータリーソング

開会点鐘
国歌斉唱、ロータリーソング

13 : 30

会

終了後はＲＩ会長代理晩餐会まで自由行動

14 : 30

乾杯

16 : 00

閉会
プログラムは変更になることもあります

地区大会プログラム
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インスピレーションになろう

山梨第 2 グルーブＩＭ開催報告

新たなステージへ・・
・友愛
山梨第 2 グループ
ガバナー補佐

五味 正好（甲府北ＲＣ）

分区再編による第 2 グループの 8 ＲＣ初めての共同作
業として、ＩＭを企画しました。年度の早めの時期に実
施とし、去る 8 月 25 日に甲府市のコラニー文化ホールで
開催しました。甲府北ＲＣの企画運営により、星野喜忠
ガバナーご参加のもと、200 名余りの会員が参加しました。
1-st ステージは、ＩＭリーダーである私の点鐘と挨拶
をさせていただき、ホストクラブの土橋幹夫会長の歓迎
の言葉に続き、星野ガバナーのご挨拶では 14 の地区目
標とご持参された東京ＲＣ 100 周年記念「黄金の鐘」の
お話で盛り上がりました。クラブ紹介は山梨ＲＣ、甲府

①受入ＲＣ
②カウンセラー
③出身国
④派遣地区

2018-2019年

青少年交換受入学生紹介

Lillian BERRY

Aaron HENNING Ignazio SCIASCIA Karoline
アーロン
イニャツィオ
ATTERMANN

リリー

①御殿場ＲＣ
②根上 眞一
③アメリカ ノースカロライナ州
④ D7110
⑤ North Raleigh RC
⑥静岡県立小山高校
⑦ My hobbies include playing
violin,painting,animals &
landscapes, and playing with
my dogs.
⑧ Thank you for opening the
opportunity of this exchange to
all of the inbound students. I
hope to learn lots about Japan.
and help strengthen bonds
between our countries and all
in all help the understanding of
other cultures in America&Japan.
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西ＲＣ、甲府東ＲＣ、甲府シティＲＣ、甲府城北ＲＣ、
甲斐ＲＣ、塩山ＲＣ、甲府北ＲＣの順序で、周年記念事
業の開催やそれぞれ特徴ある奉仕活動が紹介されまし
た。
2-nd ステージは、甲府北ＲＣの浅川豊夫会員門下によ
る「小・中学生によるピアノ協奏曲演奏会」を共催企画
といたしました。ブルガリアの指揮者スタニスラフ・ウ
シェフ氏とＮ響団友 28 名による「プロオーケストラと
小・中学生ソロによる夢の協演」の企画となり、会員一
同も時を忘れて楽しむことができました。

山梨第２グループＩＭ報告
青少年交換受入学生紹介

①浜松ＲＣ
②佐藤 宏人
③ドイツ マウルブルク
④ D1930
⑤ Schopfheim-Wiesental RC
⑥静岡県立浜松北高校
⑦空手＋プログラミングがすき
です。
I like doing Karate and
Programming! I want to be a
software-developer.Also I am
very interested in languages.
⑧ Thank you all for giving
students the possibility to
do a student exchange,
Thank you for your work
and effort to manage this all.
Also I like your haircuts.

①甲斐ＲＣ
②溝口 秀男
③イタリア シチリア島
④ D2110
⑤ Valle del Salso RC
⑥私立山梨学院高校
⑦ ･Make PEPAKURA(Paper
Craft)
･IT(Information technology)
･Programmer in C++ and
HTML.
･3D Designed with(Blender
SF)in OBJ.File.
･Hardware upgrade.
⑧ Ciao!Thank you for the
best experience of my life!
Thank you for all!!

カロリーネ

①浜松南ＲＣ
②北山 文則
③デンマーク コペンハーゲン
④ D1470
⑤ Kǿbenhavn Ǿrestad RC
⑥私立西遠女子学園高校
⑦ I like drawing, reading,
singing. I like playing games
and watch movies too.
⑧ Thank you all very much
for accepting me into this
exchange.I hope to make
many Japanese friends and
to enjoy my stay in Japan.
I look forward to spending
time with you this year ★

⑤派遣ＲＣ
⑥受入高校
⑦趣味・特技
⑧メッセージ

Renzo FAVARO
レンゾ

①磐田ＲＣ
②加藤 政治
③フランス リヨン
④ D1710
⑤ Lyon RC
⑥私立磐田東高校
⑦こんにちは
My hobbies are sport, music,
discovering new things,
reading and photography.
⑧ありがとうございます
for giving me the chance to
be in Japan.

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER No.4
2018.10

第１回受入学生オリエンテーション・派遣学生帰国報告会・派遣学生選考会報告
青少年交換小委員会委員

川上 明彦（甲府ＲＣ）
第１回受入学生オリエンテーション、派遣学生帰国報告
会、派遣学生選考会を 8 月 25、26 の両日、御殿場市のＹ
ＭＣＡ東山荘で開きました。
初日は帰国学生の１年間の生活の聞き取り、受け入れ学
生の日本での生活の注意事項の確認と今後のスケジュー
ル確認、派遣学生の選考会、また、学生達の親睦を深める
ことを重点的に行い、2 日目は学生達のプレゼンテーショ
ン大会を行いました。
今期はアメリカ、デンマーク、ドイツ、フランス、イタ
リアからの 5 名を受け入れていますが、ホームカントリー
紹介という主旨で、それぞれが自分の故郷や家族、日本で
実現させたいことなどについて、プレゼンテーションを行
いました。5 名とも日本語はまだ話せませんが、映し出さ
れる写真などから人柄も伝わり、これからの成長を楽しみ
に感じることができる素晴らしい内容だったと思います。
派遣学生の帰国報告会では、とにかくその成長に驚かさ
れました。 出発前の日本での準備段階では、自信なさげ
にプレゼンテーションをしていた学生も、大きな声で堂々
と話しができるようになっていました。派遣学生全員に共
通していた発表の中身は、「積極的にコミュニケーション
をとることの大切さ」でした。こちらから相手に飛び込ま
なければ何も変わらず、その国の言葉を覚える事もできな
い。でも、勇気を持って飛び込めば、大抵は受け入れても
らえる。その経験が、派遣学生達に大きな自信を与えたの
だと感じました。
１年弱という長い期間、親元を離れて海外で生活するこ
とは、楽しいことばかりでなく、辛いことや悲しいことも
沢山あったと発表からも伝わってきましたが、誰 1 人欠け

ることなく、このプログラムを成し遂げた事に、とても感
動しました。
青少年交換は、派遣された国の言語や文化を学びなが
ら、海外に友人をつくり、世界市民としての自覚を養うプ
ログラムだと教わりましたが、発表の内容から本当にその
通りだと感じさせられました。
ぜひ多くの皆さんに、派遣学生の帰国報告を聞いていた
だきたいと思います。クラブで卓話の機会などを設けてい
ただけると幸いです。

アウトバウンド

インバウンド

富士登山研修報告
北山 文則（浜松南ＲＣ）
青 少 年 交 換 学 生 は 計 5 カ 国 か ら 男 子 3 名（Aaron
Henning、Ignazio Sciascia、Renzo Favaro）、女子 2 名（Lillan
Berry、Karoline Attermann） が 来 日。8 月 24、25 日 の
ＹＭＣＡ東山荘でのオリエンテーションに続き、26、27
日の富士登山研修を、本年はＲＩ第 2760 地区と合同で行
いました。当地区からは上記 5 名の学生、ＲＯＴＥＸ鈴木
翔太君、青少年交換小委員会の原田安之委員長、磐田ＲＣ
の鈴木康元会長、浜松南ＲＣから森田英貴会員と私が参加
し、全 21 名の大所帯での登山となりました。1 日目の午
前 4 時に東山荘を出発し、富士山 5 合目で朝食と高度順応
のため 1 時間の休憩の後、登山を開始。途中休憩を多めに
入れながら 6、7、8 合目と順調に高度を稼ぎました。ペー

スの速いグループと遅いグループに 2 分されていき、2 人
のガイドが各グループを引率するフォーメーションがで
きました。ペースの速いグループに驚いたのは、彼らには
ちょっとした登山スタイルができ上がっており、休憩時間
はとにかく休む、10 分休憩の場合は倍の 20 分を休憩にあ
てる。逆に登り始めると、他の登山者が体力と格闘してい
る中で、まるでハイキングに来ている様に何人かが歌を歌
い始め、ガイドも驚く程のペースでグイグイ登って行き圧
巻でした。少し遅れぎみのグループの学生には何回か「も
う辞めようか？」と聞くと “No!” と返事があり、ゆっくり
少しずつ歩みました。予定を少しオーバーしかけた午後 3
時過ぎに先のグループがまず富士山頂に到着。遅れるこ
第１回受入学生オリエンテーション報告
富士登山研修報告
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と 30 分で残るグループも登頂に成功。先着の交換学生は、
後から登ってくる交換学生に応援を送りながら、全員が
揃ったところで各国旗を出し、記念撮影開始。山頂付近を
飛びまわり元気そのもので、登頂を喜び合いました。午
後 4 時半頃に下山を開始し、7 合目までの下り道もペース
良く順調に進みます。午後 5 時半には 7 合目で宿泊予定の
山荘「見晴館」に全員が無事到着しました。夕食を食べ、
疲れのためか全員が午後 7 時には床についてぐっすり…か
と思いきや、同 9 時頃まで何やらボソボソと話し声が…。
元気だ！
2 日目のメインは「ご来光」です。午前 5 時頃、雲の間
から綺麗なご来光を望むことができました。朝食後に下山
を始め、午前 9 時 45 分には 5 合目の東富士山荘に無事到着。
皆の健闘をたたえあいました。早々に下界まで下りて「天
恵」という入浴施設に到着。学生は日本の温泉に魅了され
たようです。疲れを癒し、昼食を取り午後 1 時にはＲＩ
第 2760 地区のメンバーが帰路につき、当地区メンバーも
一人また一人とお迎えが到着。皆、なごり惜しく、再会を
楽しみにホストファミリーの元へ帰っていきました。登頂
を果たし、素晴らしい富士登山研修となりました。一人一

人の状態を常に確認しながらペースを作っていただいた
ガイドのお二人、帰路 6 合目まで迎えに来てくれた待機組
の藤巻君・芹澤君、
関係された方々に
厚く感謝申し上げ
るとともに、次年
度も無事登山でき
ることを望んでお
ります。

米山記念奨学生「柿田川湧水」奉仕作業
米山記念奨学委員会
委員長

長田 達彦（笛吹ＲＣ）

今年で 4 回目になる、ＲＩ第 2580 地区・ＲＩ第 2620 地
区合同の米山奨学生「柿田川湧水公園」清掃奉仕作業を 9
月 1 日、沼津柿田川ＲＣをホストクラブとして開催いたし
ました。
ＲＩ第 2580 地区米山奨学生は、午前中米山梅吉記念館を
訪問し、米山梅吉翁の墓参と記念館の見学をして、昼食後
柿田川湧水公園に向かい、当地区奨学生、学友会、地区委
員会メンバーと合流し、清水町職員から柿田川の説明、外
来種の駆除のレクチャーを受けた後、二班に分かれて清掃
作業を行いました。
清掃作業を行った奨学生から「日本の綺麗な清流に触れ
ることができて嬉しかった」
「これからもこのような奉仕活動に参加して行きたい」「32
センチの胴長は小さかったが、楽しく有意義な活動でした」
「グループワークの楽しさを学びました。もっと作業をした
かった」「ボランティアをすることにより自分も力をもらえ
た」「奉仕に参加して自分自身が成長できると感じた」「研
究ばかりの夏に、リフレッシュをすることができた」といっ
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柿田川湧水池清掃報告

た意見がありました。また、RI 第 2580 地区の奨学生から「静
岡が素晴らしく住みやすいことが分かったので、静岡大学
に出願してみようと思う」との感想が寄せられました。
星野ガバナーの胴付きゴム長靴は少々小さめではありま
したが、ＲＩ第 2580 地区の松坂順一ガバナーともども、元
気よく柿田川に入られて、今年の 7 月からよねやま親善大
使に任命された当地区学友会メンバー、ボロルトヤさんも
加わり、有意義で気持ちの良い奉仕活動を体現されており
ました。
米山記念奨学事業を通して他地区との交流ができたこと
は、両地区にとって素晴らしい経験になったと確信いたし
ま し た。 皆
さ ん、 た い
へんご苦労
様でござい
ました。
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社会奉仕・国際奉仕合同セミナー報告

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

委員長

委員長

梶原 秀博（河口湖ＲＣ）
国際ロータリー第 2620 地区 2018 ～ 2019 年度社会
奉仕・国際奉仕合同セミナーを 9 月 2 日、山梨県富
士河口湖町の富士レークホテルで開催いたしました。
当日は雨の中でしたが、星野ガバナー、小俣地区幹事、
ガバナー補佐の皆様をはじめ、79 ＲＣから各クラブ
会長、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会の皆様の約
210 名にご出席いただきました。
星野ガバナーによる点鐘の後、今回は「奉仕の在
り方を学ぶ」がテーマでしたので、
「視点を変えた奉
仕活動が大切であり、違った観点で未来志向のセミ
ナーにしたい」
とのご挨拶をいただきました。続いて、
国際奉仕委員会アドバイザー・生子哲男 PDG からご
挨拶をいただきセミナーが始まりました。
第 1 部のヤフー㈱ SR 統括推進本部 地方創生統
括マネージャー・内藤剛氏による「ヤフーが考える
地域への取り組み」と題した講演では、
「富士山憲章
の理念の下で事業を展開すれば、今よりも素晴らし
い地域になる」とのお話をいただきました。
第 2 部では、女優・大塚良重様に日本ロータリー
の創始者・米山梅吉翁を題材としたひとり語り「魁
の人 米山梅吉」を演じていただきました。大塚様
の熱演に全員がかたずをのんで聞いていました。最
後の星野ガバナーからの講評、閉会点鐘でセミナー
は滞りなく終了いたしました。
今回、初めて社会奉仕委員会と国際奉仕委員会が合
同でセミナーを行いました。趣旨はロータリーの奉

渡辺 英之（河口湖ＲＣ）
仕の精神として、ロータリアンの国際理解、地域社会
への理解を深め、友情と親睦の絆を持ち、世界の恒久
的な平和を実現させるような奉仕活動を行い、ロータ
リーの精神哲学である奉仕を常にクラブ・地区のロー
タリアンに推進し、また認識を促すよう活動を行うこ
とであります。故に、今回は社会奉仕・国際奉仕の両
委員会が合同でセミナーを行い、我が国だけではな
く、国際的な奉仕活動を含め、幅広い分野での活動を
見据えてのセミナーにいたしました。今回のセミナー
が「ロータリーの奉仕とは」について、もう一度再考
し、理解を深める機会になれば幸いです。
最後に、セミナー開催にあたり、ご協力いただき
ました全ての皆様に心から感謝を申し上げます。あ
りがとうございました。

社会奉仕・国際奉仕合同セミナー
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インスピレーションになろう

第 2 回地区戦略計画委員会・第 2 回地区諮問委員会報告
地区幹事

小俣 理美（大月ＲＣ）
第 2 回地区戦略計画委員会と第 2 回地区諮問委員会を
9 月 8 日、甲府市の古名屋ホテルで開きました。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、荻原英生ＤＧＮ、地区スタッフの 15 名の
皆さんにご出席いただきました。2019 ～ 2020 年度地区
組織図案・地区目標案、ＲＬＩの展開、米山梅吉記念館
50 周年についての経過報告などについての議論が行われ
ました。松村友吉議長のリードのもと、戦略計画委員の
メンバーから活発な意見が出されました。
午後に開催した地区諮問委員会には上記メンバーに加
え、井上雅雄・牧田静二・中山正邦・髙野孫左ヱ門ＰＤ
Ｇにご出席いただき、野口議長のリードで議事がスター
トしました。冒頭で星野ＤＧは 8 月 19 日にご逝去された
鈴木亀雄ＰＤＧへ哀悼の辞を述べ全員で黙祷をささげま
した。その後「台風 21 号の大打撃に続き、北海道の地震
と災害列島となった感じがある。ガバナー公式訪問を続
けているが、グループに再編成されたことについてはガ
バナー補佐、会長・幹事の皆さんで一丸となり安定して
進んでいきたい。昨年度末で地区会員数は 3,000 名を切り、
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第２回地区戦略計画委員会・
第２回地区諮問委員会報告

会員減少は明らかだと再認識した。それに対し私は、メ
ディアの活用を訴えている。
『汗をかく奉仕活動が必要だ、
各クラブで考えてほしい』と会長・幹事に申し上げてい
る」と挨拶。その後、倉嶋伸康直前地区幹事から 2017 ～
18 年度地区会計監査の報告をしていただき、承認されま
した。第 2 回地区指名委員会に移るため、パストガバナー
以外のメンバーは一度会場から外れました。指名委員会
終了後、地区諮問委員会が再開され、第 1 回地区諮問委
員会議事録が承認されました。星野ＤＧから午前に開か
れた地区戦略計画委員会の概略報告がなされました。続
いて諮問事項に移り、地区大会については大会決議案に
ついて星野ＤＧから説明させていただきました。2019 ～
20 年度ガバナー補佐選任について、地区組織図案につい
て、地区目標案については安間ＤＧＥから詳細にわたる
説明がなされました。最後に米山梅吉記念館 50 周年事業
の支援について意見交換が行われました。次に報告事項
は 20 項目あり、星野ＤＧから主要なポイントの説明を行
いました。
第 3 回地区戦略計画委員会、第 3 回地区諮問委員会は
12 月 8 日 ( 土 ) にグランドホテル浜松で開催する予定です。
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静岡南RC地区補助金プロジェクト

静岡女子高等学校台湾研修及び日台友好親善プロジェクト
静岡南 RC
奉仕活動は、物語を書くように、新しい世界を創
造するようにありたいと私は思います。
昨年 7 月、時の会長の江河さんが「何か社会奉仕
活動をしたいので静岡女子高校に行ってみないか」
と言われました。翌月 8 月に地区補助金を使用した
事業を学校に持ちかけました。一週間後、我々の予
期しない提案が学校からありました。正直、地域社
会への奉仕活動を念頭に置いておりましたので、台
湾に生徒を連れて行きたいとの話は意外な展開でし
た。よく聞いてみると、高校生が修学旅行で台湾に
行くことは、ままあることの様でした。旅行会社は
そういったツアーのプログラムを用意しているので
す。
しかし、地区補助金を利用するからには、単なる
観光旅行では趣旨に合いません。たまたま、富士山
吉原 RC の姉妹クラブの台北芙蓉 RC との縁が当クラ
ブはありましたので、学校には地区補助金の主旨を
説明し、このクラブと連携し、学校の期待する研修
と日台友好親善を組み合わせたプロジェクトにして
行くことにしたのです。
もう一つ問題がありました。補助金受領資格の項

プロジェクト代表

杉山 純一

目に、ややこしい表現の「18 才未満の渡航費用は認
めない」というくだりがありました。青少年交換プ
ログラムでのみ認めるとあります。未だに理解でき
ないのですが、直接日本事務局を通して企画書を財
団本部に送り確認したところ、問題なしとなりまし
た。確認内容は、生徒の航空運賃・宿泊代・現地費用・
旅行会社の企画費・旅行保険代です。
そして、台北芙蓉 RC へのクラブ訪問、現地企業の
見学手配などの調整が始まりました。費用はうなぎ
のぼりに増加し、当初のクラブ負担予算は 2 倍にも
なってしまいましたが、ここはロータリークラブの
寛大さと中途半端なことは避けようとする器量の大
きさが私のクラブにはありました。
８月 23 日、台北桃園国際空港で台北芙蓉 RC の出
迎えを受けました。翌日、水産会社の見学、1 時間半
の時間を割いていただいた台北芙蓉 RC の例会出席、
縫製工場の見学と、8 月 24 日は生徒たちにとって研
修と友好親善がぎっしり詰まった一日となりました。
今後は、ご縁を得た学校共々、地域社会で奉仕の
ノンフィクションとして記憶に残る活動をして行き
たいと考えているところです。

台北桃園国際空港で、出迎えを受ける

見学先の水産会社で

台北芙蓉 RC の例会で静岡踊りを披露

見学先の縫製工場で社長夫人と

静岡南 RC 地区補助金プロジェクト
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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
8月20日 ■ 静岡

静岡ＲＣ会長

佐藤

長巳

8月20日 ■ 静岡中央

静岡中央ＲＣ会長

井尻

英雅

8月21日 ■ 静岡東

静岡東ＲＣ会長

杉田

至弘

8月23日 ■ 沼津西

沼津西ＲＣ会長

鈴木
10

和憲

ガバナー公式訪問報告

ガバナー公式訪問は 8 月 20 日の午前
10 時半から、グランディエールブケトー
カイで星野ガバナー、小俣地区幹事、淺
原ガバナー補佐をお迎えして開催しまし
た。当クラブの事業と会長方針を説明し
て、星野ガバナーより地区の情報をいた
だき有意義な会長幹事会となりました。
その後の静岡西ＲＣと静岡北ＲＣとの 3
クラブ合同例会では、開会と閉会の点
鐘をガバナーより金の鐘にていただき、
140 名のメンバーがガバナーの卓話を聞
き、素晴らしい例会になりました。
８月 20 日、中島屋グランドホテルで、星野喜忠ガバナー、静岡第 3 グループの淺
原諒蔵ガバナー補佐と天野忠春地区副幹事をお迎えし、ガバナー公式訪問が開催さ
れました。例会に先立ち会長幹事会が開かれ、静岡中央ＲＣの年間事業の説明をさ
せていただき、星野ガバナーから地区目標等
のご説明がございました。また、例会では、
100 周年の鐘の点鐘をしていただき、ガバナー
のご経歴、バリー・ラシンＲＩ会長の掲げた
本年度のテーマ、ガバナーのロータリーに関
する考えをお話しいただき、大変有意義な例
会となりました。ご指導ありがとうございま
した。そして、地区大会への参加を楽しみに
しております。
８月 21 日、ホテルアソシア静岡でガバナー公式訪問例会を開催いたしました。今
回は静岡南、静岡日本平、静岡東の 3 ＲＣでの合同開催となり、ホスト役を静岡東
ＲＣが務めました。例年にない猛暑、不順な天候の中、星野喜忠ガバナー、淺原諒
蔵ガバナー補佐、天野忠春地区副幹事が来訪。例会の前後に開催された 3 ＲＣとの
会長幹事会、前後のハードスケジュールの中での訪問に改めて感謝を申し上げます。
静岡東ＲＣとの会長幹事会では創立 60 周年事業の考え方、実施スケジュール、ク
ラブの会計や抱えている諸問題について川口尚宣幹事から報告し、熱心に耳を傾け
ていただきました。星野ガバナーから講評をいただきました。例会では星野年度の
方針、考え方、計画などを詳細に分かりやすく丁寧に話されました。大月市ご出身
のガバナーが、静岡は父祖の時代から縁が深いことに触れたこと、例会場に出入り
される折に会員一人一人に笑顔で接していたことが印象的でした。最後にインスパ
イアの一年にしたいと会員の理解と協力を求め、大きな拍手のもと閉会しました。
沼津北ＲＣと沼津西ＲＣの合同例会を、星野喜忠ガバナー、鈴木龍子地区筆頭副
幹事、山口和一ガバナー補佐、山本洋祐ガバナー補佐事務局をお迎えして、8 月 23
日にニューウェルサンピア沼津で開催いたしました。
例会前の会長幹事会では、ロータリーの活動をもっと広報すべきであるとのご意
見と、広報活動についての具体的なご提案を頂戴しました。また、ＲＬＩの導入に
関するご説明をいただき、より理解が深まり
ました。例会では、星野ガバナーの自己紹介
の後、14 の地区目標のうち、新グループの定
着、ＲＬＩの導入、米山梅吉記念館の運営等
の協力についてのお話をいただきました。星
野ガバナーのユーモアを交えたお話で、終始
和やかな雰囲気に包まれた例会でした。
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8月28日 ■ 島田

島田ＲＣ会長

竹島総一郎

8月29日 ■ 山梨

山梨ＲＣ会長

山田

勝彦

8月30日 ■ 駿河

駿河ＲＣ会長

望月

正隆

9月4日 ■ 甲府南

甲府南ＲＣ会長

依田

道徳

８月 28 日、島田市大井町の大井神社宮美殿において、藤枝、榛南、藤枝南、島田の４
クラブ合同ガバナー公式訪問が開催され、128 名のメンバーが出席いたしました。
星野ガバナーは卓話の冒頭、本年度の RI 会長テーマ「BE THE INSPIRATION」を、
ロータリーを盛り上げようと訳されました。また動詞の INSPIRE に置き換えると理解し
やすいとも教えていただきました。また、RLI につきましても他地区に少し遅れましたが、
本年よりスタートさせるとのことでした。10 年、20 年の長期に渡る戦略で新しい人材を
育成したいと熱く語られました。
クラブには自主性があります。ですが、何でもやりたい放題ではなく、ロータリーの
方針の枠内での自主性であります。各自が無意識の中で行動しても調和が取れている、
多様性の中での調和での “Unity I ｎ Diversity” であります。クラブは、RI に加盟し
ていますので、クラブの定款・細則だけでなく RI の定款・細則も受諾しています。その
ため、ガバナーは RI の役員としてクラブを訪問し、クラブの現状を確認に来ます。これ
は査察ではありません。単に慣例行事と受け取らず、クラブの現状が、RI や地区やグルー
プの方針に合っているか振り返り、同時に助言には、真摯に耳を傾けたいと思います。

８月 29 日、星野喜忠ガバナーをお迎えしての山梨ＲＣ（51 人）
・塩山ＲＣ（11 人）
両ロータリークラブの合同例会は、山梨市のフルーツパーク富士屋ホテルで開かれ
ました。
拍手で迎えられた星野ガバナーが、持参の≪金の鐘≫で自ら点鐘をされた後、私
が両クラブを代表して、歓迎の意を込めて挨拶をしました。星野ガバナーは地区の
グループが 8 つに再編されたことに触れ
ながら、今期のテーマ「インスピレーショ
ンになろう」を踏まえて「良いインスピ
レーションになれるようなクラブ運営や
ロータリー活動ができるよう頑張ろう」
と訴えられました。例会には山梨第 2 グ
ループの五味正好ガバナー補佐および補
佐事務局も出席されました。
ガバナー公式訪問は 8 月 30 日、駿河ＲＣ、清水中央ＲＣの合同公式訪問例会とし
て、星野喜忠ガバナー、淺原諒蔵ガバナー補佐、小俣理美地区幹事をお迎えしてマナー
ハウスエリザベートで開催しました。
例会に先立って開かれた会長幹事会では、
クラブ運営や地区目標などに加えＲＬＩの導
入に関してのお話をいただき、理解が深まり
ました。
合同例会はロータリー 100 周年ゴングの点
鐘で始まりましたが、純金のゴングのお話、
ガバナーのご尊祖父様とご尊父様のご出身
と静岡とのご縁のお話など和やかな雰囲気の
中、地区目標などお話しいただき、ガバナー
のお人柄が伝わる例会となりました。
甲府南ＲＣ、笛吹ＲＣのガバナー公式訪問合同例
会が 9 月 4 日、甲府市の古名屋ホテルで開催されま
した。
星野喜忠ガバナー、立川茂ガバナー補佐、小俣理
美地区幹事、鈴木龍子地区筆頭副幹事にご出席いた
だきました。
合同例会に先立ち午前 10 時から会長・幹事会が
開催され、打ち解けた雰囲気の中、クラブの現況報告を中心に懇談に移り、星野ガ
バナーより今後のクラブ活動の運営、会員増強についてご指導いただきました。
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。
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
会となりました。星野ガバナーありがとうございました。
ガバナー公式訪問報告

11

BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

甲府
9月5日 ■ シティ

甲府シティＲＣ会長

折笠

浩二

9月7日 ■ 甲府東

甲府東ＲＣ会長

岸本

務

9月10日 ■ 甲府

甲府ＲＣ会長

梅本
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実

ガバナー公式訪問報告

９月５日、甲府市のホテル談露館にてガバナー公式訪問
が開催されました。事前の会長幹事会の席上、 ガバナー
より今期の奉仕活動について説明があり、次いで
①ロータリー活動の PR については徹底したメディアの活
用を
②ロータリー活動が、メディアを通し市民の理解を得れば、
より効果的な「ロータリーの公共イメージ向上」となる
とのお話しがありました。なぜなら、市井の人々はロータ
リーをしらないし、尚更、R 財団、米山記念奨学生、青少年交換事業、ポリオ撲滅運動等々
の活動自体皆無でしょうとの事でした。
効果的な PR は外部からの理解を促進し、会員自身にもロータリー活動がより明確
化され、ひいてはより質の高い奉仕活動になるとのガバナーのお話を拝聴し、私も確
信したしだいです。また、RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）の導入にも触れ、
その目的をお聴きし、活力あるロ－タリ－の未来には必要不可欠との認識をあらたに
致しました。
続いて五味正好山梨第２グループガバナー補佐から、今年度 14 項目にわたる地区目
標の説明があり、この１年間のなみなみならぬガバナーの熱意を示されました。
以上がガバナーの「寝ても覚めてもロータリー」の意気込みに感じ入ったガバナー
公式訪問でございました。当クラブへのご指導ありがとうございました。

９月７日、岡島ローヤル会館で星野ガバナー、五味ガバナー補佐、鈴木地区筆頭
副幹事、中尾ガバナー補佐事務局をお迎えして、甲斐ロータリークラブと公式訪問
合同例会を開催しました。
例会前の会長幹事会には、甲斐ロータリークラブからは中村会長と内藤幹事が、
甲府東ロータリークラブからは会長の岸本と野澤幹事がそれぞれ参加いたしました。
星野ガバナーのフレンドリーな人柄に触れ、打ち解けた雰囲気の中、クラブの現況
報告を中心にクラブの歴史、
課題等を報告させていただきました。星野ガバナーより、
今後のクラブの活動や運営、会員増強についてのご指導いただきました。
例会においては、星野ガバナーの自己紹介から始まり、RLI（ロータリーリーダー
シップ研修）の説明、米山梅吉記念館改修のお話、分区の再編成に伴う新しいグルー
プのスタート、新しい仲間と新しい何かをしていく、そして良き知人になってほし
いとのお話をいただきました。我がクラブも 2019 年 5 月 25 日に 30 周年記念事業を
行います。その時、ロータリーを地域に広めていく所存です。
9 月 10 日、岡島ローヤル会館に星野喜忠ガバナーをお迎えし、小俣理美地区幹事、
宮下節夫山梨第１グループガバナー補佐にもお越しいただき、ガバナー公式訪問例会
を開催いたしました。例会前に開催されました会長幹事懇談会では、ガバナーのお人
柄の如く和やかな雰囲気の中で、クラブの事業計画等の現況報告をさせていただき、
ガバナーからは会員増強、公共イメージの向上、ＲＬＩ等々について一年間のクラブ
運営の指針となる星野ガバナーのお考えを伺
いました。例会では 2 名の新会員の入会式が
ありガバナーより夫々ロータリーバッジを授
与していただきました。また、ガバナーのご
挨拶はユーモアを交えた自己紹介等をはじめ
としてＲＩ会長のテーマについての受け止め
方や、ガバナーのお考えを詳しくお伝えいた
だきました。最後にガバナーが黄金の鐘を点
鐘し閉会しました。
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新

会

員

紹

①入会日
②職業分類
③趣味

介

大庭 良子

伊藤 光則

舟久保

静岡第 5 グループ
浜北ＲＣ

静岡第 5 グループ
浜北ＲＣ

山梨第 1 グループ
河口湖ＲＣ

山梨第１グループ
大月ＲＣ

①2018年6月11日
②建築
③DIY

①2018年5月7日
②不動産業
③料理

①2018年7月3日
②地方銀行
③スポーツ観戦

①2018年7月2日
②銀行
③ゴルフ

中田

石間 慶昭

中島

岩田 州生

静岡第 4 グループ
藤枝ＲＣ

静岡第 4 グループ
藤枝ＲＣ

静岡第 4 グループ
焼津ＲＣ

静岡第 4 グループ
焼津ＲＣ

①2018年7月4日
②物流業
③登山

①2018年7月4日
②医薬品製造
③オートバイ

①2018年7月5日
②保険業
③ゴルフ

①2018年7月5日
②司法書士
③バーベキュー

和田 裕樹

伊藤

小林 和徳

小楠 浩史

静岡第 4 グループ
焼津ＲＣ

静岡第５グループ
浜北伎倍ＲＣ

静岡第 5 グループ
浜松ＲＣ

静岡第 5 グループ
浜松ＲＣ

①2018年7月5日
②福祉介護
③カラオケ

①2018年 7月17日
②塗装業
③ツーリング

①2018年7月24日
②楽器製造販売
③音楽・旅行・ゴルフ

①2018年7月24日
②電気供給
③ゴルフ

岡部 正幸

一瀬 文仁

下田 朗弘

佐藤

静岡第 5 グループ
浜松ＲＣ

山梨第 1 グループ
甲府ＲＣ

静岡第２グループ
沼津西ＲＣ

静岡第 1 グループ
伊東西ＲＣ

①2018年7月24日
②ターミナルデパー
ト
③スキー

①2018年7月30日
②バス事業
③ドライブ・音楽鑑賞

①2018年8月2日
②弁護士
③サッカー、
ゴルフ、
旅行

①2018年8月3日
②建設請負業
③マラソン、ゴルフ、
野球審判

山本 佳洋

梅林 孝之

内田 寿美

中村 英之

静岡第 1 グループ
伊東西ＲＣ

静岡第５グループ
浜北伎倍ＲＣ

静岡第 4 グループ
藤枝ＲＣ

静岡第 4 グループ
島田ＲＣ

①2018年8月3日
②内科医
③楽しく生きる

①2018年 8月21日
②電気工事設計施工
③魚釣り・サイクリン
グ・旅行・ゴルフ

①2018年8月22日
②不動産管理
③パン作り、
写真

①2018年8月23日
②信用金庫
③旅行

繁尾 明彦

髙橋 大助

古屋 容子

田中 慶一

山梨第 1 グループ
甲府ＲＣ

静岡第３グループ
静岡北ＲＣ

山梨第２グループ
甲府シティＲＣ

山梨第 1 グループ
甲府ＲＣ

①2018年8月27日
②電話事業
③読書

①2018年９月４日
②建築材料配布
③旅行、
自転車

①2018年９月５日
②金継師
③煎茶、
書道

①2018年9月10日
②警備
③ゴルフ

平口 暢子

池澤 憲司

山梨第 1 グループ
甲府ＲＣ

静岡第３グループ
静岡東ＲＣ

①2018年9月10日
②移動電話
③旅行・スキューバ
ダイビング

①2018年９月20日
②百貨店
③ゴルフ

充

博

薫

忍

三富 聖久

周

新会員紹介
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きの♪
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て
とっ

私のレシピ
マグロの角煮

静岡第３グループ
ガバナー補佐令夫人

【材料】
（２人分）
マグロ（刺身用サク）２００ｇ
生姜
酒
醤油

１５ｇ
大さじ３
大さじ２

砂糖

大さじ２

【コメント】
コツさえつかめば、誰でも美味しく作れます。
おつまみにもご飯のおかずにもピッタリです。
ぜひお試しください。

淺原敦子さん

【手順】
１．マグロは一口大に切る。

２．生姜は皮を剥き、千切りにする。
３．鍋に生姜と調味料を入れて火に掛ける。
４．沸騰したら、マグロを入れて落し蓋をし
て中火で５分煮る。
５．マグロに火が通ったら器に盛り、完成。

2021～22年度ガバナー

（2018～19年度ガバナーノミニー・デジグネート）決定のお知らせ

ＲＩ細則 14.020.4 の規定により、2018 年 7 月 9 日付で地区内各ロータリークラブに 2021 ～ 22 年度ガバナーの推
薦を要請し、同 9 月 7 日をもってその受け付けを終了いたしました。指名委員会が期間内に受け付けたクラブからの
推薦に関し、第 2 回指名委員会を開き、推薦内容について検討した結果、当地区 2021 ～ 22 年度ガバナーとして、甲
府北ＲＣの小林聰一郎君を指名する旨の報告を受けましたので、ＲＩ細則 14.020.6 の定めに従い、2018 年 9 月 10 日、
地区内クラブに公表いたしました。
国際ロータリー第2620地区 ガバナー 星野 喜忠

小林 聰一郎
甲府北ＲＣ
デザイン・編集
1944年1月23日生まれ
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【最終学歴】
早稲田大学第一文学部史学科卒業
【現
職】
㈱ビーイングコーポレーション 代表取締役
【団体職員等】
1994年４月 山梨県立甲府第一高等学校ＰＴ
Ａ会長
山梨県高等学校ＰＴＡ連合会副
会長
山梨県社会教育委員
1998年４月 國学院大學若木育成会本部会長
1999年４月 國學院大學若木育成会本部顧問
～現在
2007年６月 山梨広告協会監事 ～現在
2007年10月 山梨交響楽団世話人 ～現在
【ロータリー歴】
1991年６月
甲府北ＲＣ入会
1992年７月
甲府城北ＲＣにチャーターメ
ンバーとして移籍
1997～1998年度 地区副幹事
1999年
地区 25 周年記念誌編集委員

私のレシピ
2021～22年度ガバナー決定のお知らせ

2000～2001年度 甲府城北ＲＣ会長
2002年７月
ロータリーの友委員会常任委
員就任 ～ 2012年
2002～2003年度、2011～2013年度、
2015～2018年度 地区ロータリー財団副委員長
2007～2008年度 山梨第 3 分区ガバナー補佐
2011年７月
甲府北ＲＣに移籍
2012年７月
ロータリーの友委員会 ロー
タリー日本 100年史編纂委員
会および編纂室専任委員就任
～現在
2015年９月
公益財団法人米山梅吉記念館
評議員
2017～2018年度 甲府北ＲＣ会長
【褒
章】
ロータリー財団
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー、ベネ
ファクター
ロータリー米山記念奨学会
米山功労者
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お 知 ら せ
西日本豪雨災害義援金についてのご報告
平成 30 年 7 月西日本豪雨災害義援金について、追
加で 4 ＲＣから送金がございましたので、ご報告させ
ていただきます。
義援金の送金先はガバナー会からご案内のありまし
た下記の 3 地区へ 9 月 21 日、送金させていただきま
した。ご協力ありがとうございました。
義援金総額

3,705,034円

◇送金内訳◇
送

金

先

送金額

RI 第 2670 地区
（愛媛・香川・高知・徳島）

1,235,011 円

RI 第 2690 地区（岡山・島根・鳥取）

1,235,011 円

RI 第 2710 地区（広島・山口）

1,235,012 円

（当地区70クラブより）

10 月・11 月
月

日（曜日）
4
（木）

10

行事予定

場 所

ホスト

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

20
（土）

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

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

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）

米山梅吉記念館

ホテルアソシア静岡

18
（日）

伊東西ＲＣ

18
（日）

IA 指導者講習会

米山記念奨学委員会

公共イメージ向上委員会

27・28
（土）
・
（日） 地区大会
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予定表

創立 40 周年

20・21
（火）
・
（水） 第 47 回ロータリー研究会

甲府富士屋ホテル

都留 RC・大月 RC

川奈ホテル

伊東西ＲＣ

甲府商業高校

インターアクト小委員会
ホスト校 : 甲府商業高校

神戸ポートピアホテル

ＲＩ

25
（日）

米山奨学生選考委員会 面接官対象オリエ
米山梅吉記念館
ンテーション

米山記念奨学委員会

26
（月）

山中湖ＲＣ

ホテルマウント富士

山中湖 RC

28
（水）

浜松ハーモニーＲＣ

グランドホテル浜松

浜松ハーモニーＲＣ

今 月 の

創立 25 周年
創立 20 周年

表紙写真説明

［担当ＲＣ］ 都留ＲＣ

［撮 影 者］ 渡辺信彦 （都留ＲＣ）
［場

所］ 山梨県都留市中央

［写真説明］

山梨県内の秋祭りの奔りとして知られている

八朔祭りは、三百年前から五穀豊穣を願って始
められたと伝えられている、歴史ある祭りです。
市内四町から繰り出される屋台はにぎやかなお
囃子で祭りを盛り上げていますが、特に屋台の
後ろを飾る飾り幕は、葛飾北斎の下絵によるも
のもあり文化財にも指定されています。

お知らせ

15

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER
2018 年 10 月発行

$1 ＝￥104

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

10月のロータリーレート

