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ガバナー挨拶

ロータリー財団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）

　地区大会を 10 月 27、28 の両日、甲府富士屋ホ
テルで開催いたしました。多くの皆様にご出席い
ただき、誠にありがとうございました。年に一度
の、そして新しいグループ編成になり初の地区大
会で、皆様はどのようなインスピレーションを得
られましたか。お楽しみいただけたでしょうか。
地区委員会やクラブ活動の情報を共有し、親睦を
深める機会となっていれば幸いに存じます。地区
大会の報告は、次号ガバナー月信で伝えさせてい
ただく予定です。

☆「ロータリー財団月間」について
　さて、今月は「ロータリー財団月間」を迎えま
した。ロータリー財団の使命は「ロータリアン
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、世界平和、親善、平
和を達成できるようにすること」とされています。
2017 年にロータリー財団は 100 周年を迎えまし
た。6 人目のＲＩ会長のアーチ・クランフが 1917
年、アメリカのジョージア州アトランタで開かれ
た国際大会で「ロータリーが基金をつくり、世界
的な規模で慈善、教育、その他、社会奉仕の分野
で何かよいことをしよう」と提案し、その数カ月
後にミズーリ州のカンザス・シティー・ロータリー
クラブから「26 ドル 50 セント」の寄付金を受け
取ったことから始まり、1928 年のアメリカのミ
ネアポリス国際大会で「ロータリー財団」と正式
に命名されました。これが、発展を遂げていくの
ですが、この大きなロータリーの事業へとつなが
る「最初の一歩のストーリー」に思いを寄せましょ
う。世界にある 35,000 ＲＣから集まるロータリー
財団への寄付は、平和の推進、水と衛生、母子の
健康、教育の支援、地域経済の発展、疾病との闘
いに活用されています。ポリオ撲滅活動において
も予防接種活動を通じて発症数を 99.9％減少させ
てきました。

☆世界ポリオデーのキャンペーン展開
　10 月 24 日の世界ポリオデーに伴い、今年度も
各クラブにおかれましては、ポリオ撲滅活動の
キャンペーンを展開されております。すでに開催
されたクラブもあり、いただいた報告は興味深く
拝見させていただいております。これから活動を
展開されるクラブのプロジェクトにも大いに期待
いたしております。ポール・ハリスは「ロータ
リーが私たちにとって何を意味するにせよ、世界
は、その活動成果によってロータリーを知るので
す」と述べています。このキャンペーンのように、
ロータリアンが「動く＝汗を流す」活動はロータ
リーの公共イメージの向上にも大変重要だと考え
ます。

☆補助金を活用しクラブ活性化につなげよう
　地区補助金、グローバル補助金ですが、地区補
助金は 3 年前の年次寄付の 50％と恒久基金の前
年度運用収益の 50％の合計で決定されます。ク
ラブを活性化するためにも、地区補助金を活用し
ましょう。グローバル補助金はロータリーの重点
分野に該当する国際的活動を支援するもので申請
は随時受け付け、プロジェクトも単年度に限らな
いものです。当地区にはロータリー財団事務所が
ありますので、財団に関する「強い味方」が寄り
添ってくれています。興味があるクラブは、地区
ロータリー財団事務所へ問い合わせて、国際的な
活動も取り入れ、積極的に貢献できるとよいです
ね。
　最後に、多様化し大きな発展を遂げているロー
タリー財団へ、今年度も１人 150 ドルの寄付を達
成できるよう、また、「寄付ゼロクラブ」がない
ことを目標にしていきたいと思います。引き続き、
皆様のご協力をお願いいたします。

ロータリー財団月間
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ロータリー財団月間に寄せて

１．財団への寄付の実績
　　年次基金総額：＄424,451　＄141.2/ 人
　　　　　　　　　（目標：$150/ 人　あと一歩）
　　恒久基金：＄89,089
　　　　　　　（目標：89 名のベネファクター　達成）
　　ポリオプラス他：＄102,883　＄34.2/ 人
　　　　　　　　　　（目標：＄30/ 人　達成）

２．年次基金寄付ベストテン

年次基金寄付総額 １人当たりの寄付額
1 甲府 $27,550.00 1 大月 $689.82 

2 静岡 $17,506.82 2 焼津 $267.85 

3 浜松 $16,115.00 3 掛川 $235.92 

4 焼津 $14,731.48 4 甲府 $235.47 

5 浜松南 $14,413.64 5 富士山吉原 $192.90 

6 富士山吉原 $12,538.50 6 浜松中 $192.86 

7 パワー浜松 $12,450.00 7 富士吉田 $187.13 

8 大月 $10,347.32 8 塩山 $186.61 

9 富士吉田 $9,543.42 9 北杜 $185.71 

10 浜松東 $8,866.40 10 下田 $181.58

 
３．年次基金の推移

４．2015-16 年度、目標が＄120 から＄150 に引き上げら
れましたが、変更初年度には届かなかったものの、堅調
に推移しています。

５．資金の活用
　では、この寄付はどのように使われるのでしょうか。
原則として、半分が世界規模の活動（ＷＦ）に、残りの
半分が地区に還元され（ＤＤＦ）、地区の裁量で運用で
きます。昨年度を例に具体的な運用をご報告いたします。
　ＤＤＦは、３年前の年次寄付の 50％＋前年度の恒久基
金の運用収益の 50％＋前年度繰越金で構成されます。ま
た、地区補助金は前年度繰越金を除いたＤＤＦの約 50％
が当てられます。昨年度のＤＤＦの収支を表で示します。

地区で使用可能なＤＤＦ 使用実績
３ 年 前 の 年 次
寄付の 50％ $159,032 地区補助金 $94,124

恒 久 基 金 の 収
益の 50％ $31,423 人 道 的 プ ロ

ジェクト $10,000

前年度繰越 $43,579 奨学金１件 $25,000

ポ リ オ プ ラ ス
基金へ $25,000

平 和 フ ェ ロ ー
基金へ $25,000

合　計 $234,034 合　計 $179,124

　昨年度はこの他４件のグローバル補助金を申請しまし
たが、認可が年度を越えたため、使用実績は使用可能な
DDF を下回りました。
　昨年度は地区補助金総額を申請総額がオーバーしたた
め、一律カットをいたしましたが、本年度は３年前（2015
－ 16）の年次寄付がグラフの通り大幅に増加しましたの
で、年次寄付によるＤＤＦは 43％アップの $226,881 と
なり、地区補助金もその割合で増加し、各クラブへの補
助金も上乗せすることが出来ました。
　このように、ロータリー財団への寄付は、私たちが奉
仕活動に使用するために一時的に預けているファンドで
す。意義ある奉仕活動のためにロータリー財団への貢献
をこれからも宜しくお願いいたします。

ロータリー財団委員会　2017－2018年度活動実績
ロータリー財団委員会

委員長　曽根 眞人（富士山吉原ＲＣ）

ロータリー財団月間に寄せて
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米山奨学生・カウンセラー研修会報告

米山奨学生・カウンセラー研修会報告
米山記念奨学委員会

委員長　長田 達彦（笛吹ＲＣ）

　米山奨学生・カウンセラー研修会を 10 月 14 日、米山
梅吉記念館で開催致しました。当日は地区役員４名、米
山記念奨学委員 11 名、世話クラブカウンセラー 19 名、
米山奨学生 18 名、大学関係者７名（６校）、学友会３名、
総勢 62 名の皆様に参加していただきました。
　世話クラブカウンセラー研修会の目的は、４月のオリ
エンテーション開催から半年経って実際に奨学生を引き
受けてみた感想や、困ったこと、やって良かったことの
情報を共有し、残りの奨学期間を充実したものにするこ
とです。
　星野喜忠ガバナーの開会点鐘とご挨拶の後、カウンセ
ラーの重要性についてパワーポイントを使って説明し、

山梨大学国際交流センター長のマオ・シャオヤンさんか
ら米山記念奨学委員会への感謝のスピーチをしていただ
きました。続いて、山梨県立大学の安藤勝洋先生および
奨学生マイティ・フォン・ズンさん、そして世話クラブ
の甲府ロータリークラブの会員 10 名ほどで実施された
奨学生ズンさんの母国ベトナムへの里帰りツアーの実施
報告を、スライドを使って出席者の全カウンセラーと奨
学生の皆様にご披露していただきました。
　昼食後は、奨学生・カウンセラーのグループに分かれ、
地区米山記念奨学委員の進行で、米山奨学生グループは、
今迄の奨学生経験を元に意見交換、カウンセラーグルー
プは、半年が過ぎた現状をカウンセラー同士で意見交換
していただき、最後に本日参加していただいた大学関係
者７名からも米山奨学会への謝意および要望を発表して
いただき閉会いたしました。
　世話クラブカウンセラー、米山奨学生、大学関係者の
皆さんに素晴らしいご意見、ご感想をいただき、米山記
念奨学事業の素晴らしさを再認識する事ができた研修会
でした。
　本年 12 月には、次年度米山奨学生の選考が控えてお
ります。将来、日本と世界を結ぶ「架け橋」となって国
際社会で活躍する奨学生を選考し、ロータリアンの皆様
に、米山記念奨学事業の素晴らしさを実感していただき
たいと思います。
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米山梅吉記念館秋季例祭報告

米山梅吉記念館秋季例祭報告
米山梅吉記念館委員会　

委員長　外川 正知恵（河口湖ＲＣ）

　９月 15 日（土）、米山梅吉記念館秋季例祭が開催さ
れました。小雨の中の例祭でしたが、星野ガバナー、
パストガバナー、全国のロータリアンに多数ご出席い
ただき盛大に行われました。館内は、館の委員の案内
で梅吉翁と日本ロータリーの歴史の展示室を見学なさ
る方、墓所を訪れる方など、とてもにぎやかでした。
また、本年は梅吉翁の生誕 150 年にもあたり、記念す
べき例祭であります。
　記念講演は、講師として韮山高等学校の櫻井祥行先
生をお招きし「伊豆と世界史～維新から 150 年、米騒
動から 100 年～」と題したお話をしていただきました。
櫻井先生は、現在、韮山高等学校の校長であられ、静
岡県史編纂調査委員、伊豆市・伊豆の国市など地元文
化財保護審議会委員等、地元の文化の研究をなさって
おられる方です。本年は、明治維新から 150 年、米騒
動から 100 年の年であり、前記のとおり梅吉翁も生誕
150 年にあたります。明治維新は「薩長同盟が成立し
たから成就した」とか「江戸幕府の地位が低下したか
ら」とか言われますが、全ては、ペリー来航が起点で
あり、同じくプチャーチン来航にあると言われ、両名
とも伊豆半島に立ち寄り交渉し、伊豆は幕末維新に大
いに関係した地であると話されました。また、韮山代
官・江川太郎左衛門や、韮山反射炉築造や担庵の伊豆
の国に対する足跡や薩長との関係についても詳しく話

され、一同、伊豆の歴史に聞き入りました。
　アトラクションは、地元アンサンブル FEP（フェッ
プ）をお招きし、楽しいひと時を過ごしました。FEP

（フェップ）は、Flute（フルート）の F、Erhu（二胡）
の E、Piano（ピアノ）の P、それぞれの頭文字をとっ
て名付けたそうです。フェップの皆様は、基本的に
演奏を、遊びを、人生を楽しもうと「Fundamentally 
let’s enjoy playing」といった意味も持たせているよ
うです。フルート担当の篠木喜世様はせせらぎ三島
RC の会員だそうで、このようにロータリアンの皆様
のご協力により、館の行事が行われたことに感謝い
たします。アトラクション後は、ロビーにて奄美 RC

（ＲＩ第 2730 地区）の福永健一会長の乾杯のご発声で
懇親会が開催され、地区やクラブを越えて親睦と情報
交換を図りました。
　来年（平成 31 年 9 月 14 日（土））の秋季例祭は、
米山梅吉記念館創立 50 周年の記念式典が、東レで行
われます。館のスタッフ、また、地区委員、運営委員、
また、近隣ロータリークラブが一丸となって意味のあ
る、また、心に残る記念式典をと頑張っております。
どうぞ 2620 地区のロータリアンの皆様、この館の 50
周年に向けて、また、この記念館を日本ロータリーの
学術拠点とすべくロータリアンの皆様のお力添えを心
よりお願いいたします。
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ＲＩ国際大会ＰＲ

ハンブルグ国際大会のご案内

国際大会推進委員会

委員長　鈴木　寛（甲府ＲＣ）

　2019 年 6 月 1 日（土）～同 5 日（水）、ドイツのハ
ンブルグでバリー・ラシンＲＩ会長年度の国際ロー
タリー国際大会が開催されます。2018 ～ 2019 年度の
ＲＩ会長テーマである「インスピレーションになろう」
を基にした 1 年間の活動を、世界中のロータリアンと
振り返るまたとない機会です。
　国際ロータリー世界大会は、今回のハンブルグ大会
で第 110 回目の開催となります。ヨーロッパの「世界
への玄関口」とも称され、ドイツ初のロータリークラ
ブがあるハンブルグは、110 回目の節目の大会に世界
中のロータリアンが一堂に会する舞台として、まさ
に最適な都市です。国際大会の全ての行事
は、市内中心部にあるハンブルグ・メッセ

（Hamburg Messe）で行われます。古くから
の建造物とモダン建築が融合する歴史豊かな
湾岸都市で、運河が入り組む街の散策もお楽
しみください。本大会のテーマである「ハン
ブルグで一生の思い出をつくろう」を実現し
ましょう。
　今回、ＲＩ第 2620 地区オフィシャルツアー
として、成田空港発着 5 月 31 日（金）～ 6
月 5 日（水）の 4 泊 6 日コースをご用意い
たします。第 110 回ＲＩ国際大会にＲＩ第
2620 地区メンバーとして参加し、世界各国
のロータリアンと交流するとともに、地区内
各クラブ間の親睦を深める機会としていただ
ければ幸甚に存じます。また、国際大会本会
議開催の 6 月 2 日（日）の夜に「地区ナイ
ト」を開催いたします。オフィシャルツアー
以外の方法で大会に参加される方でも、ＲＩ
第 2620 地区メンバーであればどなたでも参
加が可能です。星野喜忠ガバナー年度の地区
メンバーが一堂に会し、今年度の活動を皆で
称え合い、そして楽しみましょう。皆様の参
加をお待ち申し上げております。地区大会で
ブースを設けてご案内いたします。各クラブ
へのご案内は 11 月初旬を予定しています。

　なお、大会登録はすでに始まっております。早期
登録割引もございますので、早目に登録をお願いい
たします。オフィシャルツアー参加の皆様も大会登
録は各自で行ってください。登録方法についての詳
細は、ＲＩ国際大会のホームページ（http://www.
riconvention.org/ja/hamburg）をご参照ください。オ
ンライン登録、ファクスまたは郵便による登録もござ
います。
　＜大会登録料ご案内＞ 2018 年 12 月 15 日まで＄395、
2019 年 3 月 31 日まで＄495、2019 年 4 月 1 日以降＄595。
　では、ハンブルグでお会いしましょう。
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ガバナー公式訪問報告

　甲府城北 RC、甲府北 RC のガバナー公式訪問合同例会を 9 月 12 日、常磐ホテル
で開きました。星野喜忠ガバナー、五味正好ガバナー補佐、小俣理美地区幹事、小
澤勇ガバナー補佐事務局にご出席いただき、ガバナーの点鐘で開会しました。
　会長・幹事会では「ロータリー活動」を世間に浸透させることが必要で、年間行
事予定表等をメディア・公共の場に連絡・通知し、結果を外部に報告することで、
会員増強、強いては奉仕活動に「幅」が広がり「質」が向上する連鎖に繋げること
が大切という事を確認しました。
　ガバナー公式訪問では、最初に新入会員に
バッジの授与をガバナーから直接していただ
き、続いて 2018 ～ 2019 年度ガバナーノミ
ニー・デジグネートに、当クラブから４人目
となる小林聰一郎会員が正式に決定した報告
をいただきました。最後に星野ガバナーの自
己紹介とガバナー就任までの苦労話を聞かせ
ていただき、とても有意義な時間を共に過ご
せたことに感謝し、ここに報告をします。

　９月 13 日、熱海後楽園ホテルで熱海南 RC・網代多賀 RC の星野ガバナー公式訪
問合同例会が開催されました。
　会長・幹事会では 3 つのご提案を細かく説明いただき、ロータリー活動を少人数
クラブで運営する方法も見えました。
　ロータリー 100 年の鐘の音で始まった例会では、星野ガバナーは穏やかな笑顔で
自 己 紹 介、RI 会 長 テ ー マ「Be The 
Inspiration」の解釈説明があり、偶然
メイクアップに見えた川越 RC、茨城
東 RC、神奈川東 RC の方々が「良い
お話が聞けました」と喜んでいました。
　「クラブは、人数ではありません、
中身です」。星野ガバナーのこのお言
葉を、これからの運営に生かしていき
たいと思います。

　9 月 14 日、初秋の少し肌寒い気温の雨の日に、伊東ラヴィエホテル川良で伊東
RC、伊東西 RC、下田 RC が合同でガバナー公式訪問例会を開きました。
　会長幹事会は午前 9 時から、伊東 RC をはじめに 1 時間ずつの予定で行いました。
ガバナーが前日からガバナー公式訪問のため熱海に宿泊されていたため、早朝から
の開始となりました。
　ガバナーからは主に公共イメージ
の向上について、特に地元メディア
に 1 年間の事業計画を提供して、取
材を依頼しクラブの宣伝をお願いす
ることも必要だとお話をいただきま
した。また、米山梅吉記念館への協
力のお願いもされました。これから
会員増強にも全力で取り組み、RLI
を導入し次世代のリーダーを育てて
いきたいと思います。

甲府北ＲＣ会長

熱海南ＲＣ会長

伊東 RC 会長

土橋　幹夫

鈴木　和子

萩原　直義

ガ バ ナ ー 公 式 訪 問 報 告

9月12日 ■甲府北

9月13日 ■熱海南

9月14日 ■伊東
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　9 月 19 日、甲斐シティーＲＣと山梨
中央ＲＣの合同公式訪問例会として、
星野喜忠ガバナー、立川茂ガバナー補
佐、鈴木龍子地区筆頭副幹事、志知貴
義ガバナー補佐事務局をお迎えして、
アピオ甲府で開催しました。
　例会前に行われた会長・幹事会では
当クラブの奉仕活動について、長年継
続して実施していることは非常に大切
であること、またそれが地域に広まっ
て行くための取り組みに対する意見等
もいただき、大変有意義な時間となり
ました。
　続いて行われた合同例会では、ガバナーの自己紹介から始まり今年度の地区目標
14 項目を中心にご指導くださいました。「今年度から組織の編成変えがありましたの
で、新しいクラブとの出会いを大切にしながら、更なる発展を期待しています」と
結ばれました。

　9 月 20 日、甲府市の古名屋ホテルに星野喜忠ガバナー、五味正好ガバナー補佐、
鈴木龍子地区筆頭副幹事、小澤勇ガバナー補佐事務局を迎えて会長・幹事会とガバ
ナー公式訪問例会を開催致しました。
　会長・幹事会では会員増強の問題点、当クラブの活動を広報するための方法・手段、
ＲＬＩの導入および米山梅吉記念館創立 50 周年記念事業等について説明やアドバイ
スをいただきました。
　例会では、星野ガバナーの点鐘で開会し、冒頭に点鐘に用いた金色の鐘（純金製？）
は日本のロータリー創立 100 周
年を記念して製作されたもので
あると披露され、自己紹介に移
り、本年度ＲＩ会長テーマ「Be 
The Inspiration」について「未
来に向けてロータリーに変化を
もたらそう」という、ご自身の
解釈を述べられ、最後に、会長・
幹事会の内容について卓話をし
ていただきました。星野ガバ
ナー、ご指導大変ありがとうご
ざいました。

　9 月 26 日に南アルプス市魚覚にて星野喜忠ガバナー、立川茂ガバナー補佐、勝俣重
信地区副幹事、志知忠義ガバナー補佐事務局をお迎えし、市川大門ＲＣ、身延ＲＣ、
南アルプスＲＣ 3 クラブでの公式訪問合同例会を開催いたしました。
　星野ガバナーの自己紹介から始まり地区の方針、ＲＬＩ導入準備などお話をいただ
き和やかに時間が過ぎました。
　星野ガバナーの「地区目標として 14 項目を掲げたが、１番大事に思っているのは、
7 月 1 日から発足しているグループでの新しい仲間と仲良くし、ロータリーは素晴ら
しところという事を感じてほしい」という言葉がとても印象に残っております。
　時間差で各クラブの会長幹事会も開催され、公共イメージ向上のためのＰＲ、ＲＬ
Ｉ導入準備、米山梅吉記念館 50 周年など、クラブの現状やこれからについてご指導
くださいました。
　ＲＩ会長テーマ “ ＢＥ　ＴＨＥ　ＩＮＳＰＲＡＴＩＯＮ ” のもと皆様や、地域で素
晴らしい “ ヒラメキ ” が起こりますようにとお祈りし、星野ガバナー公式訪問報告と
させていただきます。星野ガバナー、ありがとうございました。

山梨中央ＲＣ会長

甲府西ＲＣ会長

南アルプスＲＣ会長

林　美喜枝

齊藤　鉄也

北村　公一

9月19日

■甲府西9月20日

■山梨中央

9月26日 ■南アル
プス

ガバナー公式訪問報告8
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　9 月 28 日、ハイランドリゾートホテル＆スパで、星野喜忠ガバナー、宮下節夫ガ
バナー補佐、鈴木龍子地区筆頭副幹事をお迎えし、河口湖ＲＣと富士吉田西ＲＣの
ガバナー公式訪問 2 クラブ合同例会が開かれました。
　午前 10 時から富士吉田西ＲＣが、11 時
から河口湖ＲＣが会長幹事会を行う予定
でしたが、星野ガバナーが早く到着され
ましたので、当クラブは早めに会長幹事
会を開きました。早く始まったために雑
談から始まり、現在の問題点等について
一緒に考えていただき、各クラブを訪問
されているガバナーならではの、アイデ
アや提案等をご教示いただきました。気
が付くと余分に時間をかけてしまい、ご
三方にはご迷惑をかけてしまったのでは
ないかと、反省いたしているところです。

　10 月１日、山中湖ＲＣ、富士吉田ＲＣのガバナー公式訪問合同例会を星野喜忠ガ
バナー、宮下節夫ガバナー補佐、小俣地区幹事にご出席いただき、ホテルマウント
富士で開催しました。
　合同例会の前に、クラブごとに会長幹事会が行われ、ガバナーは今年度の方針や、
希望、要望について話されました。今年度の地区の目標はＲＬＩを進めること、そ
してロータリーの活動の知名度を上げるた
めに年間行事を報道機関に流したらどうか
という提案や、富士山清掃等の奉仕活動も
重要と述べられました。
　例会では、2020 年のロータリー 100 周年
を記念して作られた金の鐘の紹介、自己紹
介、小さなクラブでもガバナーを輩出でき
ること、今年度の RI 会長テーマ「BE THE 
INSPIRATION」の解説と、多岐にわたり
お話しいただきました。そして地区内の 79
ＲＣのガバナー公式訪問を 3 カ月でほとん
ど終了したとのことでした。エネルギッシュ
なガバナーに拍手！！

　10 月 4 日、割烹ふるやで星野喜忠ガバナー、宮下節夫ガバナー補佐、小俣理美地
区幹事をお迎えし、ガバナー公式訪問 大月 RC・都留 RC 合同例会を開催いたしまし
た。
　例会に先立ち行われた会長・幹事会では、地区目標でもあります公共イメージの
向上、RLI 導入準備、そして米山梅吉記念館への理解を深めていただきたいといった
お話を聞かせていただき、とても勉強になりました。
　合同例会で行った新会員（大月 RC：2 名、都留 RC：4 名）の入会式では、星野ガ
バナーから一人ひとりにバッジを
贈呈していただきました。ガバナー
挨拶では、自己紹介、RI 会長のテー
マについての解釈、そして地区大
会への思いを語っていただきまし
た。星野ガバナーの地区大会へ懸
ける熱い思いを改めて感じ、都留
RC としても目標達成に向け更に
邁進していく所存です。星野ガバ
ナーありがとうございました。

富士吉田西ＲＣ会長

山中湖ＲＣ会長

都留ＲＣ会長

渡辺　明仁

羽田　茲子

古屋　辰夫

9月28日

10月1日 ■山中湖

■富士
吉田西

10月4日 ■都留
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グローバル補助金／私のレシピ

【手順】
１．米２合を研ぎ炊飯器に入れ２合分の水を入れる。
２．トマトを８つにくし切りし、梅干し５個と共に炊

飯器へ入れ炊飯。
３．炊き上がったらまぜて出来上がり。

【コメント】
　簡単でおいしいレシピです。
　茶碗にもり、大葉の千切りをのせる
とよりおいしいです。

【材料】　米　　　　　2 合
トマト　　中１個
梅干し　　　５個

静岡第 4 グループ
ガバナー補佐

村松英昭さん

トマトと
梅干しご飯

とってお
きの♪

私のレシピ

【本年度新たに地区で承認されたプロジェクト
（財団本部へ申請準備中）】

プロジェクト名：小児睡眠障害治療施設への医療機器提
供および技術指導

実施国：クロアチア
プロジェクトの概要：睡眠障害は 18 歳未満の子供たちの

約 25％が睡眠問題を経験し、10 歳代の 80％が十分な
睡眠がとれていない。日本などの先進国では、医療機
関で専門の治療設備があるが、クロアチアにはわずか
２施設しかなく、それも十分な医療機器や医療スタッ
フが不足している。そのうちの一つ、UNIVERSITY 

HOSPITAL SPLIT に固定式と移動式の脳波検査機を
提供し、検査技術や治療方法を指導する。

総事業費：＄73,500　当地財団区活動資金（ＤＤＦ）を
$10,000 提供が承認

参加クラブ：富士山吉原（クラブ負担：$1,000）他クのラ
ブの参加を募集中

グローバル補助金プロジェクトは随時予算の範囲内で受
け付けます。海外のクラブと共同で実施したいプロジェ
クトがありましたらご相談ください。

グローバル補助金プロジェクト活発に展開
ロータリー財団委員会

委員長　曽根 眞人（富士山吉原ＲＣ）

　未来の夢計画から始まったグローバル補助金のプロジェクトも 6 年目を迎え、各クラブが積極的に参加されるように
なりました。本年度実施されるプロジェクトは５件で、そのうち４件は昨年度申請し本年度認可され、１件は本年度計
画したものをご紹介します。

【既に認可され、本年度スタートするプロジェクト】

ＲＣ名 プロジェクト名 実施国 総事業費 ＤＤＦ クラブ負担金
富士宮 視覚障碍者支援事業 ブラジル ＄30,623 ＄6,622 ＄1,000
浜松南 教育施設への教育機材提供 スリランカ ＄32,026 ＄10,500 ＄4,025
焼　津
焼津南
静岡南

貧困部落へ水道設備の設置 スリランカ ＄72,000 ＄28,750
＄1,500

＄500
＄500

浜　北 山村校へ衛生トイレの設置 ネパール ＄84,025 ＄25,000 ＄20,350
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新会員紹介

［担当ＲＣ］ 河口湖ロータリークラブ

［撮 影 者］　同上

［場　　所］ 河口湖駅前
（山梨県南都留郡富士河口湖町）

［写真説明］ 大型の台風 24 号が過ぎ去った
翌日、富士山には秋がやってき
ました。　

杉山 恵嗣
静岡第 2グループ
沼津西ＲＣ
①2018年9月13日
②司法書士
③特に無し

浅田 岳裕
静岡第４グループ
島田ＲＣ
①2018年10月11日
②乳製品卸売業
③野球・ゴルフ

小林 育也
山梨第３グループ
甲府南ＲＣ
①2018年9月4日
②道路舗装
③灯台巡り

吉川英宏様
（享年 58歳）

伊東 RC
2018年10月4日

ご逝去

訃　　報

高山和也様
（享年 49歳）

富士吉田 RC
2018年9月１9日

ご逝去

横内富雄様
（享年79歳）

南アルプスRC
2018年9月9日

ご逝去

表紙写真説明
今 月 の

新会員紹介
①入会日
②職業分類
③趣味

11 月・12月　予定表
月 日（曜日） 行 事 予 定 場   所 ホスト

11

18（日） 伊東西ＲＣ　創立 40 周年 川奈ホテル 伊東西ＲＣ

18（日） IA 指導者講習会 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

18（日） ロータリー財団地域セミナー 神戸ポートピアホテル ＲＩ

19（月） 第 2 回 ガバナーエレクト研修セミナー (GETS) 神戸ポートピアホテル ＲＩ

19（月） ガバナーノミニー研修セミナー (GNTS) 神戸ポートピアホテル ＲＩ

19（月） メジャードナー午餐会 神戸ポートピアホテル ＲＩ

20・21（火）・（水） 第 47 回ロータリー研究会 神戸ポートピアホテル ＲＩ

25（日） 米山奨学生選考委員会 面接官対象オリエンテーション 米山梅吉記念館 米山記念奨学委員会

26（月） 山中湖ＲＣ　創立 25 周年 ホテルマウント富士 山中湖ＲＣ

28（水） 浜松ハーモニーＲＣ　創立 20 周年 グランドホテル浜松 浜松ハーモニーＲＣ

12

8（土） 第 3 回戦略計画委員会・第 3 回地区諮問委員会、GE 壮行会 グランドホテル浜松 ガバナー事務所

9（日） 次期地区委員長会議 グランドホテル浜松 ガバナーエレクト事務所

9（日） 全国青少年交換委員長会議 東京 ･ 品川 ＲＩＪＹＥＣ

13～16（木）～（日） 受入学生 関西研修旅行 関西方面（京都 ･ 奈良 ･ 大阪）
D2600 長野地区と合同 青少年交換小委員会

16（日） 米山奨学生面接選考試験 静岡 : 米山梅吉記念館
山梨：県立図書館交流ルーム 米山記念奨学委員会
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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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