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ガバナー挨拶

地区大会へのご参加に感謝！

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）

　去る10月27日、28日の両日、ＲＩ会長代理に国
際ロータリー第 2500 地区から足立功一パストガ
バナーご夫妻をお迎えし、甲府富士屋ホテルで開
催した地区大会には、多くのロータリアンの皆様
に出席していただきました。誠にありがとうござ
いました。
　1 日目の地区委員長・副委員長、クラブ会長・
幹事会では、各グループから代表で 1 クラブに活
動事例の報告に続き、10 委員会から活動の進捗
状況や報告をしていただきました。また、前年度
の表彰を含む各種表彰を行いました。地区指導者
育成セミナーでは、国際ロータリー第 2770 地区
の井原實パストガバナーを講師にお迎えし「ロー
タリーを語ろう！ＲＬＩ（ロータリーリーダー
シップ研究会）」と題した講演をしていただきま
した。井原パストガバナーの講演内容は４ページ
に掲載させていただきますので、ご一読ください。
ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会へは 243 名の皆様
にご出席いただきました。山梨県産の食材とワイ
ンをご用意させていただきました。お楽しみいた
だけましたでしょうか。
　2 日目の本会議では、米山学友ホームカミング
や経済評論家の勝間和代氏による記念講演、青少
年交換学生・米山奨学生紹介や分科会を行いまし
た。また、各グループがその地域のスイーツを紹
介する「スイーツ・ブース」も出展し、人気を集
めました。
　ホストクラブ、コ・ホストクラブの皆様をはじ
め、ご協力をいただいたすべての皆様に心から感
謝を申し上げます。

☆疾病予防と治療月間によせて
　さて、12 月は「疾病予防と治療月間」です。
基本治療を受けられない人は「世界で 4 億人」い
ると言われています。健康であることは、誰にと
りましても重要で大切なことです。この重点分野

においてロータリー財団は、ロータリアンが以下
のような形で疾病を予防し、健康を促進すること
を支援します。

１．地元の医療従事者の能力向上
２．伝染病の伝播を食い止め、非伝染病の

発生とそれによる合併症を減らすため
の、疾病予防プログラムの推進

３．地域社会の医療インフラの改善
４．主な疾病の蔓延を防止するための、地

域社会の人々の教育と動員
５．疾病またはけがによって引き起こされ

る身体障害の予防
６．疾病予防と治療に関連した仕事で活躍

していくことを目指す専門職業人のた
めの奨学金支援

　このように、疾病の原因と影響を減らすための
活動と研修を支援しています。ポリオ撲滅活動も
この中に入ります。国際ロータリーが 1985 年に
ポリオ撲滅活動を立ち上げて以来の発症数の減少
率は 99.9％です。引き続き、ポリオのない世界を
実現するための行動を展開しましょう。私たちは、
この「疾病予防と治療月間」に力を合わせ、自分
たちにできることを共に考え、行動いたしましょ
う。

疾病予防と治療月間
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地区大会報告／地区大会御礼

地区大会御礼
地区大会ホストクラブ会長

古屋 辰夫（都留ＲＣ）

　国際ロータリー第 2620 地区2018～2019年度の
地区大会を10月27日、28日の両日、甲府富士屋
ホテルで開催しました。
　ＲＩ会長代理にＲＩ第 2500 地区パストガバ
ナーの足立功一様をお迎えしてご指導をいただ
くとともに、今年度のＲＩ会長テーマ「BE THE 
INSPIRATION」を皆様と共有できる有意義な 2
日間となりました。
　今大会へは地区内外から 1,277 名のロータリア
ンの皆様にご参加いただき、誠にありがとうご
ざいました。ホストクラブを都留ＲＣ、大月Ｒ

Ｃが務め、コ・ホストクラブとして甲府ＲＣの
皆様にご協力をいただき、無事地区大会を開催
することができました。大会プログラム、分科会、
大懇親会まで大盛況のうちに終えることができ
ました。都留ＲＣ、大月ＲＣ会員一同、心より
感謝申し上げます。
　これからも、ＲＩ第 2620 地区の皆様とともに
ロータリー活動を実践していきたく存じます。
　最後に、各ロータリークラブの益々の発展と、
皆様のご多幸を祈念いたしまして、御礼のご挨
拶とさせていただきます。

地区大会報告
地区大会実行委員会

委員長　坂口 充史（都留ＲＣ）

　国際ロータリー第 2620 地区 2018 ～ 2019 年度地区
大会は、10 月 27 日 ( 土 )、28 日 ( 日 ) の両日、ＲＩ会
長代理に国際ロータリー第 2500 地区パストガバナー
の足立功一様、柳理様ご夫妻をお迎えし、甲府富士屋
ホテルで盛大に執り行われました。地区内外から多く
のガバナー、パストガバナーの皆様、多くのロータリ
アンの皆様にご出席を賜り、ありがとうございました。
　1 日目は地区大会四委員会、地区委員長・副委員長、
クラブ会長・幹事会を開催し、有意義なクラブ活動事
例の報告や、地区委員会活動の報告・予告を行いまし
た。そして、地区指導者育成セミナーは国際ロータリー
第 2770 地区の井原實パストガバナーを講師にお迎え
し、「ロータリーを語ろう！ＲＬＩ（ロータリーリー
ダーシップ研究会）」と題した講演をしていただきま
した。講演とセッションのデモンストレーションは大
変刺激になりました。また、ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎
晩餐会では、大月吹奏楽団のアトラクションを満喫し
ていただきました。晩餐会へご出席の皆様に山梨県産
食材と山梨県産ワインをお楽しみいただくため、ソム

リエ・ドヌールの野口英一パストガバナーへもワイン
の選定にご協力をいただき、当日はソムリエ・新田正
明氏のワイン卓話も設けました。
　大会 2 日目は約 1,300 名のロータリアンにご参加を
賜り、盛大に式典が開催されました。公務ご多用のと
ころ、後藤斎山梨県知事、石井由己雄大月市長、金丸
康信甲府商工会議所会頭からご丁重なご祝辞を頂戴い
たしました。ＲＩ会長代理アドレスや各種表彰も行わ
れ、記念講演では経済評論家の勝間和代様から「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～」と題
したお話を賜りました。最後に大懇親会が開催され、
参加者全員で友情を深め、最後に「手に手つないで」
を大きな輪をつくり全員で合唱して閉会となりまし
た。
　ご参加いただきました会員の皆様、ご協力を賜りま
したホストクラブの都留ＲＣと大月ＲＣ、そしてコ・
ホストクラブの甲府ＲＣの皆様方には大変お世話にな
りました。心から深く深く感謝を申し上げます。
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地区指導者育成セミナー報告

地区指導者育成セミナー開催報告
地区幹事

小俣 理美（大月ＲＣ）

　地区大会１日目の地区委員長・副委員長、会長・幹
事会で開催した「地区指導者育成セミナー」には、講
師に RLI 先進地区の国際ロータリー第 2770 地区から
井原實パストガバナーをお迎えし、「ロータリーを語
ろう！　Rotary Leadership Institute（ロータリーリー
ダーシップ研究会）」と題した講演をしていただきま
した。当地区では前年度の松村友吉ガバナー年度に
RLI の導入が決まり、今年度では地区組織に RLI 準
備室が設けられ、導入へ向けた準備が進められる中、
10 月の地区大会という絶妙なタイミングで各クラブ
の代表の皆様と共に RLI について学ぶことができま
した。
　井原パストガバナーは「『ロータリーは成人教育の
最も優れた実験場である』と言いますが、ロータリー
の第一の目的は親睦と奉仕を通して人を育てること。
クラブの価値はいかなる信頼を得るかということで
すが、クラブの価値はそのクラブがいかなる人材を
育てたかによって図られる」と述べられ、RLI につい
て詳しくご説明をされました。RLI が設立された目的
はロータリアンの自主性と卓越した指導性を養成し、
ロータリアンの自主性、クラブの刷新性と柔軟性を育
て、ロータリーを活性化することで、会員のモチベー
ションを活性化させるため、元 RI 理事のデビット・
リンネット氏が始めたもので、質の高いリーダーシッ
プの研修を通じて、クラブの活性化を願う「草の根運
動」とのこと。テキストに基づき「皆で語ろう」と
いうもので、「ディスカッションリーダーによるファ
シリテーション」という手法で勉強していくそうで
す。また、RLI のセッションについてのご説明では各
セッションは 1 回 50 分で、1 日に 6 セッション行う
こと、これを年に 3 回、PART １～ 3 までを行うこと、
その後卒後コースがあるとのお話がありました。人
は読むことにより 10％、聴くことで 20％、見ること
で 30％、見ること聴くことで 50％、自分が話すこと
によって 80％、行動しながら話すことで 90％理解す
るとのことでした。RLI は 1992 年に始まり、全世界
534 地区中の 410 地区で導入されているので、77％が
採用しており、日本国内では全 34 地区中 21 地区が
採用しているので国内では 62％が導入しているとの

ことでした。
　RLI についての詳細な説明がなされた後、デモンス
トレーションに移りました。井原パストガバナーが
ディスカッションリーダー役を務め、静岡第 2 グルー
プの山口和一ガバナー補佐、同第 4 グループの村松英
昭ガバナー補佐、山梨第 3 グループの立川茂ガバナー
補佐、会員増強・維持委員会の勝俣重信委員長、中
村皇積次期地区幹事の 5 人に受講者役を務めていた
だきました。ディスカッションリーダーの「問い掛け」
と「話しを回す技術」により、参加者が活発な意見交
換をすることと、それぞれの回答を見聞きする中で、
知識が身についていくことを実感いたしました。
　11 月に入り、各ロータリークラブへディスカッショ
ンリーダー推薦依頼を送らせていただきました。皆様
とともに RLI 導入に向け、準備を進めていきたく存
じます。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

地 区 大 会

生き生きとしたデモンストレーションが展開されました

RLI について講演するRID2770 井原 PDG

4

BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう



地区大会を写真で振り返る

地区大会を写真で振り返る

RI会長代理挨拶

2018-19年度ガバナー奨励賞受賞クラブ

RI会長代理ご夫妻入場

青少年交換学生・米山奨学生と記念撮影

Natiaミニコンサート

ＩＡＣ・ＲＡＣ

大勢の会員でにぎわった大懇親会

足立ＲＩ会長代理による新会員研修

青少年交換学生・学友

フィナーレの「手に手つないで」

「笹子追分人形」浄瑠璃公演

米山奨学生・学友

宇咏さんを紹介する米山記念奨学委員会の長田委員長

地区委員長・副委員長、クラブ会長・幹事会

RLIデモンストレーションで盛り上がる会場

2017-18年度RI会長賞受賞クラブ

乾杯をする皆様▶

▲記念講演をする
　勝間和代氏

▲RI会長代理ご夫妻
　歓迎晩餐会で演奏する
　大月吹奏楽団

地
区
大
会　
１
日
目

地
区
大
会　
２
日
目

分科会

大懇親会

ご参加いただいた
皆様、ありがとう
ございました。
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世界ポリオデープロジェクト中間報告

『世界ポリオデープロジェクト』中間報告
公共イメージ向上委員会

委員長　奥脇 芳弘（富士吉田西ＲＣ）

　地区公共イメージ向上委員会は、昨年度に引き続き10月24日
の世界ポリオデーに合わせて『世界ポリオデープロジェクト』
と題し、ポリオ撲滅キャンペーンの実施を地区内の各クラブ
へお願いしてまいりました。その結果、日程の都合上、これか
ら実施するクラブもありますが、地区内の79クラブすべてにエ
ンドポリオの啓蒙活動や募金活動にご協力をいただいておりま
す。この場をお借りして、改めて感謝申し上げます。
　長い間ロータリーが取り組んで来たポリオ撲滅活動を地区内
各クラブが行ったり、世界ポリオデーに合わせて新聞広告を出
すこと等により、ロータリークラブの存在をより多くの方々に
知っていただき、ロータリーの公共イメージを向上させる一助
となっているのではないかと思います。
　ポリオの発生状況は、2018 年 11 月 12 日現在、27 症例（ア
フガニスタン 19、パキスタン 8、ナイジェリア 0）となり、残
念ながら昨年一年間の 22 症例（アフガニスタン 14、パキスタ
ン 8、ナイジェリア 0）を上回ってしまいました。しかしながら、
1988 年には世界 125 カ国で 35 万件以上の症例数があったこと
を考えれば、本当に「あと少し」のところまで来ています。
　ロータリアンの悲願であるポリオ撲滅のため、そしてポリオ
撲滅に取り組むロータリーの公共イメージの向上のためにも、
次年度以降もこの活動を継続していただければと思います。

世界ポリオデー新聞広告を
10月24日付静岡新聞・山梨日日新聞に掲載

①９月８日　富士吉田ＲＣ
②９月９日　藤枝南ＲＣ
③９月９日　掛川ＲＣ
④９月16日　静岡北ＲＣ
⑤９月22日　沼津・沼津北・沼津柿田川・沼津西4ＲＣ合同
⑥10月13日　伊東西ＲＣ
⑦10月20日　静岡中央ＲＣ
⑧10月20日　大月ＲＣ
⑨10月20日　南アルプスＲＣ
⑩10月24日　静岡ＲＣ

①

⑩

② ③ ④

⑥ ⑦ ⑧⑤

⑨

6

BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう



第１回長期派遣候補学生オリエンテーション報告

第 1回長期派遣候補学生オリエンテーション報告
青少年交換小委員会

委員長　原田 安之（浜松南ＲＣ）

　2019-2020年度長期派遣候補学生のオリエンテー
ションを10月20日、米山梅吉記念館で開催いたしまし
た。次年度は候補学生 3 名のエントリーがあり、8 月
のオリエンテーションで試験 ･ 面接を終えた 2 名に加
え、新たに 3 人目の候補生の試験 ･ 面接を行いました。
面接には星野喜忠ガバナー、安間みち子ガバナーエレ
クトにも加わっていただき、志望動機や今後の目標な
どを確認しました。
　面接終了後のオリエンテーション研修①では、アプ
リケーションフォームの作成指導、成績表、診断書等
の提出についての説明、予防接種の解説、年間スケ
ジュール、派遣前レポートの説明を行いました。
　休憩をはさんで研修②では、ROTEX による帰国学
生報告書を基にしたディスカッションを行いました。
昨年度派遣された学生の生の体験談をもとに、派遣学
生としての心得、危機に対する対処等を学びました。
　研修③では派遣学生マニュアルの読み込みを行い、
ロータリークラブの目的、歴史、仕組、青少年交換プ
ログラムの概要説明を行いました。また、この時間を
利用して派遣候補生は「『実行宣言』―常に自分に問
いかけるヒント―」として ROTEX と共にブレインス
トーミングを行い、①年間の取り組みと目標設定②行
動宣言より『この 1 年で取り組むことを 5 つ設定』の
二つの項目を取りまとめ、最後に全員の前で派遣まで
の 1 年間をどう取り組むか発表しました。検定試験に
合格するという目標から、毎週必ず 1 回家族の食事の
支度をするなど、3 名ともしっかりとした取り組み方
針を発表し、今後の精進を期待したいところです。

　閉会式では星野喜忠ガバナーから講評をいただきま
した。そして委員長の私から 3 名とも正式な派遣候補
生として承認されたことを発表し、候補生は安堵の表
情を浮かべるとともに、今後のオリエンテーションで
の精進を胸に誓っているようでした。閉会後は全員で
記念撮影をし、解散しました。10月27、28日の地区大
会での再会を楽しみにしている様子でした。

【追伸】当日はインバウンド学生のアーロン君の 17
歳の誕生日でした。研修の間の休憩時間を利用し
て、アーロン君への「サプライズ誕生祝い」を全
員で行いました。来日 2 カ月の日本語では、感謝
を伝え切れない場面もありましたが、きっと、アー
ロン君にとってはよい思い出になったでしょう。
他のインバウンド学生も各クラブで誕生祝いをし
ていただけるよう望んでおります！　次回のオリ
エンテーションは 1 月の宿泊研修です。みんな頑
張ってね。
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第１回次期ガバナー補佐会議報告

第１回次期ガバナー補佐会議報告
次期地区幹事

中村 皇積（浜松ハーモニーＲＣ）

　秋晴れの10月21日、ホテルアソシア静岡で第１回
次期ガバナー補佐会議を開催致しました。
　星野喜忠ガバナー、安間みち子ガバナーエレクト、
生子哲男パストガバナー・次期地区研修委員会委員
長、荻原英生ガバナーノミニー、地区内 8 グループ
の次期ガバナー補佐、同事務局の皆様に次期ガバナー
事務所スタッフを加えた総勢 29 名にご出席いただき
ました。
　星野ガバナーと安間エレクトの挨拶、次期ガバナー
補佐の自己紹介に続き、生子次期地区研修委員長か
ら「ガバナー補佐の役割」についてご指導を賜わり
ました。ここでは包括的なガバナー補佐の役割に加
えてＣＬＰ（クラブリーダーシッププラン）の実行策、
元気なクラブとなるためのステップ、クラブ研修リー
ダーの任務および責務、さらにはＲＬＩ（ロータリー・
リーダシップ研究会）についても詳細な資料のもと、
分かりやすいご指導がなされ、次期ガバナー補佐の
皆様が熱心に耳を傾けておりました。
　続いて、安間エレクトより地区運営方針、地区目
標（案）と地区組織（案）の説明がありました。地
区運営方針はさながら安間エレクトの所信表明であ
り、ロータリー活動の母体（主人公）は各ロータリー
クラブであることの確認がなされました。地区目標

（案）では、とりわけクラブ戦略計画策定と実行の重
要性についての説明がなされました。グループ内ク
ラブの強みや特性を良く知るガバナー補佐の皆様に
は担当クラブへの適切なアドバイスが期待されます。
地区戦略計画委員会での検討、地区諮問委員会のご

助言を踏まえた地区組織（案）は、地区内クラブの
支援体制であることを確認。公式訪問日程（案）の
説明では、全てのクラブを一つずつ訪問し、多くの
ロータリアンとコミュニケーションを図りたい安間
エレクトの意向が表明されました。
　質疑応答では、ガバナー補佐の皆様に加えて同事
務局の皆様からもご発言をいただき、充実した時間
となりました。
　例年、3 月の第 2 回次期ガバナー補佐会議に併せて
開催されることの多かった懇親会は、少しでも早い
時期にコミュニケーションを図りたいという安間エ
レクトの希望により、今回の会議で開催致しました。
荻原ノミニーの元気あるご発声で締めくくられた懇
親会は 8 人のナイト（騎士）を含む安間年度出陣式
となりました。

懇親会で親睦を深めました次期ガバナー補佐会議＝ホテルアソシア静岡

あいさつをする安間ガバナーエレクト
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新会員紹介

勝部　葵
山梨第１グループ
富士吉田ＲＣ
①2018年7月6日
②飲食
③ゴルフ・旅行

山崎 恒夫
静岡第１グループ
網代多賀ＲＣ
①2018年9月18日
②アパート経営
③ヨット・狩猟
　スキー

竹下 昌臣
静岡第５グループ
浜松南ＲＣ
①2018年10月18日
②建築設計
③旅行

羽田 早一郎
山梨第１グループ
富士吉田ＲＣ
①2018年7月6日
②印刷業
③読書

遠山 喜一郎
山梨第１グループ
富士吉田ＲＣ
①2018年7月6日
②貸別荘
③ゴルフ・写真

小林 佐季子
山梨第１グループ
富士吉田ＲＣ
①2018年7月6日
②飲食
③読書

永田 真也
静岡第５グループ
浜松南ＲＣ
①2018年10月18日
②油脂加工卸
③囲碁

小日向　真
静岡第３グループ
静岡東ＲＣ
①	2018年11月15日
②酒類販売
③ゴルフ・音楽・旅行

稲木 孝彦
静岡第１グループ
伊東西ＲＣ
①2018年9月7日
②水道設備工事
③読書

宮下 清太郎
山梨第１グループ
富士吉田ＲＣ
①2018年7月6日
②保険業
③読書

藤田　豊
山梨第１グループ
富士吉田ＲＣ
①2018年7月6日
②地方銀行
③マラソン・ゴルフ

尾白 悦規
静岡第４グループ
榛南ＲＣ
①2018年7月3日
②弁当配布
③映画鑑賞

渡辺 訓勝
山梨第１グループ
富士吉田ＲＣ
①2018年7月6日
②金物配布
③ゴルフ

佐藤　裕
静岡第４グループ
榛南ＲＣ
①2018年7月3日
②自動車小売
③ジュビロ磐田応援

新会員紹介 ①入会日
②職業分類
③趣味

新会員紹介／私のレシピ

【手順】
１．ペンネ 80g を沸騰したお湯で10～11分茹でる。
２．フライパンにオリーブオイル大さじ 1、バター 10g を溶かし、み

じん切りにしたタマネギ 30g を炒める。
３．２に白ワイン 30cc を入れアルコールをとばし、生クリーム 40cc

と牛乳 40cc を入れ沸騰しかけたら、焦がさないように気を付けゴ
ルゴンゾーラチーズ 60g をゴムベラで潰しながら溶かしていく。

４．ゴルゴンゾーラチーズが溶けてから、塩 3g、ブラックペッパー
1g、ホワイトペッパー 1g を入れ味をととのえる。

５．４を火にかけ、沸騰し始めたら茹で上がったペンネを入れよく混ぜ
合わせる。  ※チーズ類は沸かさない。　

６．皿に盛り付ける。（イタリアンパセリやセルフィーユなど青みをの
せてもよい）

【コメント】　ワインともよく合うパスタで、ブルーチーズ系が苦手な方でもおいしく召し上がって頂ける
一皿だと思います。

【材料】（１人分）
ペンネ

（パスタの一種）　　　80ｇ
バター　　　　　　10ｇ
オリーブオイル　　大さじ１杯
牛乳　　　　　　　40cc
生クリーム　　　　40cc
タマネギ　　　　　30ｇ
ゴルゴンゾーラチーズ  60ｇ
白ワイン　　　　　30cc
塩　　　　　　　　３ｇ
ブラックペッパー　１ｇ
ホワイトペッパー　１ｇ

浜松東ＲＣ

高林裕孝さん

ペンネゴルゴンゾーラ

とってお
きの♪

私のレシピ
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お知らせ

　科学の面白さを伝える第13回サ
イエンスプロジェクト in FUJI（新
富士 RC、実行委員会主催）を11
月４日、富士駅南まちづくりセン
ターで開きました。
　幼稚園、高校、大学の教員や高
校生、大学生などが 14 のブース
を出展。家族連れなど多くの来場
者が実験や遊びで科学への関心を
高めました。JGT 理化学研究班の

芸術ろうそく作りでは、ろうを鍋
で溶かして紙コップへ移し、氷で
急速冷却。氷が溶けると空洞がで
き、世界に一つだけの作品に仕上
げました。吉原工高は、電子工作
と透明キャンドル作りを用意。電
子工作ではマイコン、スピーカー、
抵抗、LED ランプなどで回路を
組み、ランプを点滅させたり、高
さが変化する電子音を鳴らしたり
しました。原田幼稚園のストロー
ロケットでは、太さの異なるスト
ローを組み合わせ、事務用品のイ
ンデックスを翼に代用。勢いよく
息を吹き込んで的当てを満喫しま
した。吉原高のブースでは吸水性
ポリマーを使った芳香剤と植物標
本を制作しました。
　このほか、サイエンスショーで

は風船やペットボトルなど、身近
な品で実験を披露して人気を集め
ました。同クラブの仲澤千尋会長
は「富士市は工業都市。子供たち
が科学技術に興味を持ち、市の未
来を担う存在に成長することを願
う」と話しました。

サイエンス実行委員会委員長　本多 脩身（新富士ＲＣ）

第13回サイエンスプロジェクト in FUJI を開催

風船の輪をブロワーで回転▲

▲ストローロケットを勢いよく発射

　自然災害により財産である家畜を失い、仕事を求
め都市へ流入する遊牧民たち。もともと一般教育を
受けていない遊牧民たちにとって、就職が難しく、
貧困層に陥ってしまいます。親の収入が少ないため、
子どもたちは十分な教育を受けられず、親と同じく
貧困の連鎖を繰り返すことになってしまうことが現
状です。子どもたちに教育を受ける機会を作ること
はこの貧困連鎖を断ち切る大切なことであり、RI第

2620地区米山学友会は、郊外の学校へ本の寄贈を通
して、子どもたちに教育支援をしたい所存です。

【お問い合せ先】RI第2620地区（静岡・山梨）米山学友会
会長・ラシタ　理事・ボロル
E-mail  yoneyama2620@gmail.com

第2620地区（静岡・山梨）米山学友会からのお知らせ

モンゴルの子どもたちに
夢の本を贈ろう！

◇古本の寄贈　言語を問いません。絵本や10歳以
下の子ども向けのものをお願いします。

◇古本の送付先　
　〒411-0941　静岡県駿東郡長泉町上土狩 346-1　
　米山梅吉記念館気付　RID2620米山学友会　宛
◇古本の受付期間　2019年４月１日（月）まで
◇寄付金の受付期間　2019年５月31日（金）まで　
※寄付金についてのお問い合わせは、米山学友会へメール

でお願いします。
なお、寄贈いただいた本やご厚志は 2019 年 7 月 27 日（土）
に開かれる「世界米山大会㏌モンゴル」へ RID2620 米山
学友会がお届けいたします。皆様のご協力をお願いします。
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お知らせ

「梅吉祭り」を開催しました！
梅吉祭り実行委員　渡邉 富夫（長泉ＲＣ）

　長泉ＲＣでは米山梅吉を郷土の誇りとしてより多くの長泉町
民に知ってもらうことを目的に、11 月 17 日に米山梅吉記念館
にて『梅吉祭り』を開催いたしました。小さな子供たちにも米
山梅吉がどんな人なのかを理解してもらうため、記念館学芸員
が梅吉案内係となり、館内を探索して梅吉を知ってもらうクイ
ズラリーを中心に、米山記念奨学生学友会による国当てクイズ、
歌やゲームなどの催しを行いました。当日は 600 名近くの来館
者があり、米山梅吉記念館は１日中子供たちの歓声でにぎわい
ました。

［担当ＲＣ］ 富士吉田西ＲＣ

［写真提供］　同上

［場　　所］ 新倉山浅間公園
　　　　　　（富士吉田市新倉）

［写真説明］ 今や日本を代表する景色となっ
ている新倉山浅間公園からの富
士山です。　

表紙写真説明
今 月 の

12 月・１月　予定表
月 日（曜日） 行 事 予 定 場   所 ホスト

12

2（日） 全国青少年交換委員長会議 東京 ･TKP 品川港南口会議室 ＲＩＪＹＥ M

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） 次期ガバナー補佐・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

13（木）～16（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

1

12（土）～19（土） 国際協議会 アメリカ・サンディエゴ ＲＩ

26（土） 地区職業奉仕セミナー 都留：山梨県立男女共同参画推
進センター　ぴゅあ富士 職業奉仕委員会

26（土）・27（日）

第２回長期受入学生オリエンテーション
第２回長期派遣候補学生オリエンテーション
短期派遣候補学生選考面接
第１回短期派遣候補学生オリエンテーション
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（日） 甲府南ＲＣ創立 60 周年 古名屋ホテル 甲府南ＲＣ

11

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER No.6
2018.12



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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12月のロータリーレート
$1 ＝￥104My	Rotary もしくは

地区ホームページでご確認ください。


