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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

職業奉仕月間

新年のお慶びを申し上げます
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）
地区内ロータリアンの皆様、あけましておめで
とうございます。今年も何とぞよろしくお願いい
たします。2019 年は己亥（つちのとい）で、来
るべき時に向けて準備を整えていく年と言われま
す。下期ではロータリー・リーダーシップ研究会
（ＲＬＩ）についても、準備を進めてまいります。
☆ 1 月 26 日に職業奉仕セミナーを開催
1 月は職業奉仕月間です。
「ロータリーの目的」
は、ロータリーの存在目的とロータリアンの責務
について記した哲学的な声明です。職業奉仕は、
「目的」の第 2 項を土台としており、
この項で、
ロー
タリアンは次のことを奨励し、育むことが求めら
れています。
• 職業上の高い倫理基準
• 役立つ仕事はすべて価値あるものという認識
• 社会に奉仕する機会としてロータリアン各自
の職業を高潔なものとすること
職業奉仕が実践できるいくつかの方法を下記に
ご紹介します。
• 例会で、各会員が自分の職業について話し、
互いの職業について学び合う
• 地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキル
を生かす
• 高潔さを重んじて仕事に取り組み、言動を通
じて模範を示すことで倫理的な行動を周囲に
促す
• 若者のキャリア目標を支援する
• 専門能力の開発を奨励し、指導する
職業奉仕はロータリーの核心であり、世界中の
地域社会で奉仕を行う土台となるものです。
地区職業奉仕セミナーを 1 月 26 日 ( 土 ) に都留
市の「ぴゅあ富士」で開きます。講師に元ＲＩ理
事の黒田正弘氏を招き、職業奉仕について再考で
きる有意義な時間にいたしたく存じます。
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ガバナー挨拶

☆地区目標を再確認し達成に向け邁進しましょう！
4 月には 3 年に 1 度開かれるＲＩ規定審議会が
アメリカのシカゴ市で開かれます。当地区からは
髙野孫左ヱ門パストガバナーが代表議員としてご
出席されます。ＲＩ規定審議会では、ロータリー
の組織規定に変更を加える制定案と、ＲＩ理事会
の見解を表明する見解表明案について審議と投票
が行われます。国際ロータリーの世界でも、新し
い変化が出ることと思います。私たちもこの規定
審議会の決定に注視いたしましょう。
なお、本年、米山梅吉記念館は創立 50 周とい
う記念すべき年を迎え、9 月に式典が開催されま
す。日本中のロータリアンに愛され、心のより所
となる「米山梅吉記念館」となれるよう、記念館
が所在する地区として、一丸となり支援いたしま
しょう。
今年度も半年が過ぎました。昨年 2 月の地区
チーム研修セミナー、3 月の会長エレクト研修セ
ミナー、4 月の地区研修・協議会、ガバナー公式
訪問等で地区目標をお伝えしてまいりました。各
クラブとも、進捗状況を確認してください。地
区目標の達成に向け、猪突猛進で！？ 頑張りま
しょう！
引き続き、皆様のご協力をお願いいたします。
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インターアクト指導者講習会報告
インターアクト小委員会
委員

鈴木 健一（浜松ＲＣ）

インターアクト指導者講習会が11月18日午前10時

いる。

から午後 3 時まで、甲府商業高等学校がホストを務

講演の後、元インターアクターで青少年交換学生

め同校のコミュニティーホール（通称：商友館）で

としてスイス留学（ルツェルン市）を経験した塙さ

開催されました。スポンサークラブは甲府南ＲＣで、

ん（スポンサー：甲府南ＲＣ）がパワー溢れる報告

地区からは山梨第 3 グループ立川茂ガバナー補佐、

会を行いました。また、冨永里紗ローターアクト地

渡辺衛青少年奉仕委員長以下 3 名の小委員、中村皇

区幹事（静岡ＲＡＣ）のパワーポイントによる活動

積次期地区幹事が出席しました。当日は総勢116名

報告が行われました。インターアクトクラブの皆さ

が参加しました。出席者内訳は下記の通りです。

んにとっても、大変良い刺激になったことと思いま

地区関係者 2 名、地区ＩＡ小委員 3 名、ロータリ

す。なお、午後からは本日のテーマに沿い、小人数

アン 19 名（14 ＲＣ）
、インターアクター 68 名（14

に分かれ自分達ができる貧困に対する身近な取り組

校）
、ローターアクター 2 名、学校関係者 19 名（顧

みについて熱のこもった討論が行われました。その

問 18 名）

間、ロータリアンと顧問の先生は各テーブルを回り

甲府商業高校 3 年生の山本玲奈ＩＡ会長の点鐘に

学生たちにアドバイスを行い、有意義な時間を共有

続き、スポンサークラブの甲府南ＲＣ依田道徳会長

しました。最後にインターアクト小委員会小柳守弘

とホスト校の由比壮介校長から挨拶を、立川茂山梨

副委員長から総評があり終了しました。今回の開催

第 3 グループガバナー補佐から祝辞をいただき開会

にあたり甲府商業高等学校の油井壮介校長はじめ顧

式を終了した後、本日のテーマ「発展途上国の貧困

問の先生、生徒の皆さんに設営や施設の提供も含め

問題」に関して 2 名の講師が各 30 分の基調講演を

多大なご協力をいただき、指導者講習会が大変有意

行いました。各講演の要旨は下記の通りです。

義なものになったことに感謝申し上げます。

講演 1：ラシタ・エリヤーワ氏（地区米山学友会会
長・甲府南ＲＣ会員） スリランカの貧困問題の原
因は高校２年までは義務教育でしかも無料にも拘ら
ず人種問題・インフラ不足（道路、上下水道他）高
い失業率・貧困などにより子供達が水汲みや児童労
働者として働き手となり教育を受ける機会を失って
いる。さらに国を率いる有能なリーダー達を育成
する高度教育提供機関が少ないことによって教育制
度が機能していない、いびつな社会構造に起因する
等々の状況が報告された。
講演 2：木村麻衣子氏

▲ 総 勢 116 人 が 参
加したインターア
クト指導者講習会
＝甲府商業高「商
友館」

私達とあまり馴染みのない

ギニア共和国の文化や生活の紹介があり、近年エボ
ラ出血熱で 3 万人以上が病死した生々しい話をされ
た。上下水道の未整備により伝染病が蔓延する中、
子供達が毎日水汲みの仕事に追われ教育を受ける機
会を失っている現状が報告され、貧困の根本は教育
問題であるがやはりこの国でも 6・4・3 制の義務教
育を敷いてはいるが現実は異なる。木村氏は感染症
予防のため、手を洗う大切さを教える活動の一環と
しておにぎりを作ることでその重要性を啓蒙してい
授業や ｢ストップ・フードロス｣「ＳＤＧ s」を掲げ、
未来に向けて今私達ができる事を広げる活動をして

左から甲府南 RC 依
田道徳会長、講師の
木村麻衣子氏、ラシ
タ・エリヤーワ氏

▼

る。さらに日本国内ではギニアの活動を伝える出前

インターアクト指導者講習会報告
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ロータリー財団地域セミナー報告
ロータリー財団委員会
委員長

曽根 眞人（富士山吉原ＲＣ）

日本全国のロータリー財団委員長と、財団指導者

ていますので、この点は問題ありません。

117 名が一堂に会してロータリー財団について学び

ロータリー国際平和フェローに関しては、2030

合うセミナーが 11 月 18 日、神戸のポートピアホテ

年までにこれまで 6 校しかない平和センターを 4 校

ルで開催されました。当地区からは講師として野口

増やし 10 校にすることが決まりました。

英一ＰＤＧ、受講者として松村友吉ＰＤＧ・次期ロー

当地区のＰＤＧで、第 2 ゾーンの野口英一Ｅ／Ｍ

タリー財団委員長と私が出席しました。ここで新し

ＧＡ（恒久基金／大口寄付コーディネーター）か

く得られた情報をお伝えいたします。

ら「メジャードナーを増やすために、これまで 7,000

開会の挨拶に引き続き、公益財団法人日本財団の

～ 8,000 ドル台の寄付をされているロータリアンに

渡辺好政副理事長から「ロータリー日本財団の最新

一声かけて欲しい。寄付という言葉には堅いイメー

情報」のお話がありました。昨年度寄付は 2,000 億

ジがある。『資金提供』とか『支援・援助』と読み

円を超え、寄付ゼロクラブがなかったこと。また、

替えてみませんか」と呼び掛けがありました。

税制上の優遇措置に関しての説明がありました。
引き続き、北清治ロータリー財団管理委員から
「ロータリー財団の最新情報」としてお話があり、

6 時間に亘るセミナーでしたが、大変参考になる
ことが多く、今後の地区内のロータリー財団活動に
反映していきたいと思います。

その中でグローバル補助金プロジェクトの支援国
は、実施国側が最終報告書を出さなくても、支給停
止のペナルティーがなくなったとの報告があり、安
心してプロジェクトを組むことが出来るようになり
ました。また、2018 年 7 月 1 日のＤＤＦの残高の
20％を 2019 － 20、2020 － 21 年度の 2 年間 50％ず
つ地区補助金として利用できるようになるとの報告
がありました。
全国的にグローバル補助金の使用率が低く、多額
の繰越金がある現状を打破するため「なぜグローバ
ル補助金が使われないのか」と題してパネルディス
カッションが行われ、いろいろな提案がありました
が、当地区は毎年ほぼグローバル補助金を使い切っ

ロータリー財団の最新情報を伝える日本財団の
渡辺好政副理事長
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ロータリー財団地域セミナー報告

セミナーに参加した次期ロータリー財団委員長
の松村友吉ＰＤＧ

大口寄付の現状について話された
野口英一Ｅ／ＭＧＡ
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面接官オリエンテーションと面接選考試験開催報告
米山記念奨学委員会
委員長

長田 達彦（笛吹ＲＣ）

面接官オリエンテーションを 11 月 25 日、米山梅
吉記念館で開催いたしました。

トのおさらい）を実施し、その後、次年度から実施
の検討を進めてきたクラブ米山委員長研修会議につ

ロータリー米山記念奨学会は、2012 年 1 月 4 日

いての正式名称を「米山記念奨学セミナー」と決定

に公益財団法人へ移行しました。これまでは、奨学

し、開催時期は 8 月後半の日曜日とし、各クラブの

生選考は各地区の主体性が尊重されてきましたが、

米山委員長を対象に米山梅吉記念館で執り行うこと

現在では、公益認定を取得したことにより、公平性・

と決定いたしました。

透明性を担保するため、全 34 地区共通の「選考基

次年度の地区計画が着々と進む中、地区米山記念

準（評価項目）」と各地区の裁量を合わせた選考を

奨学委員会も更なる米山記念奨学事業の活性を目指

いたしております。

して活動を進めて参ります。各クラブの皆さんのご

地区内 14 の指定校から推薦していただいた奨学
生の面接選考をするため、面接官の手引きを参考に、

理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいた
します。

全地区共通の選考基準、面接官の心得を確認いたし
ました。終了後、オリエンテーショ
ン参加者の 21 名へ、星野喜忠ガバ
ナーから面接官委嘱状が手渡されま
した。
19 年度の面接選考試験は 12 月 16
日、山梨地区（山梨県立図書館）、
静岡地区（米山梅吉記念館）の 2 会
場に分かれて、申し込みのあった
32 名の面接選考を行い、書類選考
では分からないロータリーへの関心
度、人間性・人柄、コミュニケーショ
ン能力等を確認して、選考評価会議
で地区寄付金額によって割り振られ
た 19 名の奨学生を選考いたしまし
た。継続の 4 名を含め、19 年度は、
23 名の奨学生を受け入れます。
ことし１月末までに世話クラブ受
け入れアンケート（受け入れの依頼）
を各クラブにお送りし、受け入れの
お願いをいたします。
世話クラブカウンセラーとして米
山記念奨学事業に積極的に参加して
いただけますよう、お願い申し上げ
ます。
面接官オリエンテーション終了
後、今年度活動方針に則り 30 分程
度、地区委員会出席者全員が参加し
ての勉強会（今回は梅吉翁の歩みに
ついて卓話をする上での強調ポイン

面接官オリエンテーションと
面接選考試験開催報告
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インスピレーションになろう

第 3 回地区戦略計画委員会・第 3 回地区諮問委員会報告
地区幹事

小俣 理美（大月ＲＣ）
第 3 回地区戦略計画委員会と第 3 回地区諮問委員会を
12 月 8 日、浜松市のグランドホテル浜松で開きました。
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、小林聰一郎ＤＧＮ
デジグネート、地区スタッフの 16 名の皆さんにご出席
いただきました。2019 ～ 2020 年度にかかわる地区組織
図案、地区目標案、地区予算案、地区関係行事予定案、
地区運営規定案などについての詳細にわたる説明がされ
たほか、ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）
の進捗状況の報告などが行われ、松村議長による進行の
もと、活発な意見交換の場となりました。
午後に開催した地区諮問委員会には上記メンバーに加
え、中野哲男・渡邉修助・井上雅雄・牧田静二・中山正邦・
積惟貞ＰＤＧにご出席いただきました。また、今回は岩
澤秀治・影山忠弘両次期地区筆頭副幹事もオブザーバー
出席され、合計 24 名が出席しました。冒頭で星野ＤＧ
は 10 月末に開かれた地区大会へのご協力に対する感謝
の意を述べ、「ＲＩも大きく変わろうとしている中で、
地区もこれにどのように対応していくか、大事な局面を
迎えている」と挨拶しました。その後、野口議長による
リードで会議が進行されました。まずは、第 2 回地区諮
問委員会議事録が承認されました。続いて、星野ＤＧか

午前に開かれた地区戦略計画委員会
＝グランドホテル浜松

安間ＤＧＥ、野口Ｅ／ＭＧＡ壮行会＝聴涛館
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第３回地区戦略計画委員会・
第３回地区諮問委員会報告

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。諮問事項に移り、安間ＤＧＥおよび中村皇積
次期地区幹事から 2019 ～ 2020 年度にかかわる資料の説
明と、星野ＤＧからＲＬＩについての進捗状況が報告さ
れました。報告事項では、始めに井上ＰＤＧから米山梅
吉記念館 50 周年に関する現況報告があり、その他 17 項
目については、星野ＤＧを中心に説明がなされました。
地区諮問委員会終了後、1 月にサンディエゴで開かれ
る国際協議会へ出席される安間ＤＧＥと、Ｅ／ＭＧＡ研
修のためシカゴへ行かれる野口ＰＤＧの壮行会をグラン
ドホテル浜松別館の「聴涛館」で開きました。今回はご
欠席でしたが、ＲＩ研修リーダーの髙野孫左ヱ門ＰＤＧ
もサンディエゴ入りされますので、当地区の活性化を感
じました。星野ＤＧ、安間ＤＧＥ、野口ＰＤＧからのご
あいさつの後、中野ＰＤＧから乾杯のお言葉を頂戴いた
しました。また、ご出席のパストガバナーの皆様からさ
まざまなエピソードやアドバイスが伝えられ、大変有意
義なひと時を過ごしました。最後に生子ＰＤＧから閉会
の辞をいただきました。
第 4 回地区戦略計画委員会、第 4 回地区諮問委員会は
2 月 2 日 ( 土 ) に甲府市の古名屋ホテルで開催する予定
です。

次年度計画案などを審議した地区諮問委員会

星野 DG から安間 DGE へ花束を贈呈
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次期ガバナー補佐・次期地区委員長会議報告
次期地区幹事

中村 皇積（浜松ハーモニーＲＣ）
12 月 9 日、グランドホテル浜松で星野喜忠ガバナー
の点鐘により、次期ガバナー補佐・次期地区委員長会議
を開催いたしました。
星野ガバナーと安間みち子ガバナーエレクトの挨拶、
次期ガバナー補佐、次期地区委員長の自己紹介に続き、
生子哲男次期地区研修委員長から「地区委員長の役割」
についてご指導を賜りました。
さて、本会議の目的は、次期ガバナー補佐と次期委員
長が一同に会し、次年度の地区運営方針と地区委員会事
業計画概要を共有することにより地区内クラブの支援体
制を築くことにあります。
まず、安間ガバナーエレクトから次期地区運営方針
（案）、次期地区目標（案）についての説明がありました。
「次期ガバナー補佐、次期地区委員長の皆さまには、ど
うしたら地区内クラブを効果的に支援できるかを考えて
いただきたい」という安間ガバナーエレクトの言葉に、
出席者の皆さまが大きくうなずいておられたのが印象的
でした。
地区組織図（案）の説明では、これまでの地区の職業
奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会が「地区
奉仕委員会」として統合され、所属委員が一丸となって
各クラブを支援する体制となること、また、従来のロー
ターアクト小委員会、インターアクト小委員会、青少年
交換小委員会も統合され「ロータリープログラム委員会」

次期ガバナー補佐・次期地区委員長会議の様子
＝グランドホテル浜松

となることの説明がなされました。各クラブにおかれま
しても、クラブリーダーシッププランを見直す上での参
考になればと存じております。
続いて、古川雅康次期地区財務委員長から地区予算
（案）、竹内恵子次期地区会計から予算執行についての説
明がありました。
会議前半の質疑応答では、RLI（ロータリー・リーダー
シップ研究会）について、今後の工程、地区指導者育成
セミナーやクラブ研修リーダーの今後の役割についての
質問があり、星野ガバナーからご説明を賜りました。
会議後半では、安間ガバナーエレクトと各次期地区委
員会委員長が今後の事業計画の参考とするよう、各次期
ガバナー補佐からグループおよびグループ内クラブの現
況について報告していただきました。
続いて、各委員会から事業計画の概要発表がなされま
した。安間年度では、公共イメージ向上セミナー、米山
記念奨学セミナーが新規に開催されます。また、地区運
営方針（「地区内クラブの支援」
「クラブ主体の地域振興」）
を受けて「奉仕委員会」において「複数クラブによる合
同奉仕活動支援金」が創設されます。安間年度の地区運
営方針は今後、次期ガバナー補佐の皆様から各クラブへ
ご案内があろうかと存じます。星野ガバナーのご指導の
もと、安間年度が走り出した１日となりました。

初の顔合わせで順番に自己紹介

星野 DG と安間 DGE を中心に会議出席者集合写真

次期ガバナー補佐・次期地区委員長会議報告
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インスピレーションになろう

第47回ロータリー研究会報告
ガバナー

星野 喜忠（大月ＲＣ）

11月18日～21日に国際ロータリー第 1 ～ 3 ゾーンを対
象に、第 47 回ロータリー研究会が神戸ポートピアホテ
ルで開催されました。今年のＲＩ会長テーマ「インスピ
レーションになろう」のもと、日本全国の約 500 名のロー
タリアンが参加され、3 日間の熱心な研修会となりまし
た。第１日目は「ロータリー財団セミナー」が開催され、
財団のロータリークラブや会員に対する幅広い奉仕支援
施策が紹介され、特にグローバル補助金の活用について
今後の活用がアピールされました。この日、当地区の野
口英一ＰＤＧが恒久基金／大口寄付アドバイザーとして
講演されました。2 日目はメジャードナー午餐会とＡＫ
Ｓ入会式や現役ガバナー会議、ガバナーエレクト研修会、
ガバナーノミニー研修会なども同時併行で開催され、夕
刻からバリー・ラシンＲＩ会長ご夫妻、マリオ・セザー
ル・デ・カマルゴＴＲＦ管理委員ご夫妻歓迎晩餐会が開
催されました。3 日目はバリー・ラシンＲＩ会長とマリオ・
セザールＴＲＦ管理委員の基調講演があり、各種の報告
やＴＲＦ管理委員長ロン・バートン氏の講演もありまし
た。4 日目には早朝、ＲＬＩ日本支部の会議が開催され
当地区のＲＬＩ導入の進捗状況を報告しました。午前中

のセッションでは当地区のＰＤＧ、髙野孫左ヱ門ＲＩ研
修リーダー・規定審議会委員が「規定審議会に向けて」
のパネルディス
カッションにパ
ネラーとして参
加登壇されまし
た。

あいさつをするバリー・ラシン RI 会長

4 日目の早朝開催されたＲＬＩ日本支部会議

伊東西ＲＣ創立 40 周年記念式典報告
伊東西ＲＣ会長

沼田 竹広

11 月 18 日、伊東市の川奈ホテルで伊東ＲＣとの合同例会、創
立 40 周年記念式典および懇親会を開催いたしました。当クラブ
は 1978 年 6 月、伊東ＲＣをスポンサーとして創立いたしました。
当日は伊東市長の小野達也様をはじめ、外部諸団体の代表様、
当地区の星野喜忠ガバナーをはじめ、静岡第 1 グループの西原孝
次ガバナー補佐、各クラブの会長、幹事、役員の皆様、また、姉
妹クラブの台北大安ＲＣの呂紹業会長以下 37 名の会員とご家族
の皆様、パラリンピック・ボッチャ競技日本代表の杉村英孝様に
ご臨席賜りました。記念式典では小野市長、杉本正人伊東商工会
議所会頭、星野ガバナーからご祝辞を賜り、実行委員会が記念事
業の報告を行い、教育長へ「伊東市内全小学校への英語教材助成」、
星野ガバナーヘ「米山記念館運営建設への寄付」、杉村選手へ「活
動支援」としてそれぞれ目録を贈呈しました。記念講演を地元出
身の落語家入船亭扇遊師匠にお願いし、特設の高座から笑いの絶
えないひと時を提供していただきました。
祝宴では「クラブの歴史スライドショー」の上映や地元の「伊
東大田楽」の賑やかな公演を楽しみながら懇親を深め、翌日は川
奈ホテルゴルフコースにて記念コンペを開催いたしました。
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伊東西 RC40 周年報告
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山中湖ＲＣ創立 25 周年記念例会報告
山中湖ＲＣ会長

羽田 茲子

山中湖ＲＣは 11 月 8 日、創立 25 周年記念例会を開催いたし
ました。今回の記念例会は、内輪だけのバスで東京方面へ行く
親睦を兼ねた日帰り旅行といたしました。都合により出席でき
なかった会員もいましたが、当日は会員と家族の 13 名が参加い
たしました。新宿ピカデリーでメトロポリタン歌劇団のオペラ
公演「アイーダ」をスクリーンで鑑賞した後、東京スカイツリー
を見学し、最後にアサヒビール本社内のレストランでディナー
を楽しみました。帰りの車中では、カラオケ大会さながらの楽
しいひと時となりました。なお、周年記念としての特別寄付を、
ロータリー日本財団とロータリー米山記念奨学会へ贈らせてい
ただきました。
当クラブは少人数のクラブではありますが、結束を固め、5
年後の 30 周年へ向けて会員一丸となり邁進していこうと、決意
を新たにいたしました。

東京スカイツリー館内

アサヒビール本社ビル内の
レストランでのディナー

浜松ハーモニーＲＣ創立 20 周年記念例会報告
実行委員長

望月 隆明

（浜松ハーモニーＲＣ）

11 月 28 日、グランドホテル浜松と聴涛館において、浜松ハーモニー
ロータリークラブ創立 20 周年記念例会を開催し、星野喜忠ガバナー、
小俣理美地区幹事、中山正邦パストガバナー、岡本一八パストガバ
ナー、神谷竹彦静岡第 5 グループガバナー補佐、第 5 グループ内 10
クラブの会長・幹事の皆様、鈴木康友浜松市長をはじめとする多くの
ご来賓をお招きし、式典と祝宴を行いました。
式典では星野ガバナー、創立時の藤野匡司拡大委員（代読）、鈴木
浜松市長にご挨拶を賜り、記念事業として、ロータリー財団、米山記
念奨学会、米山梅吉記念館、ムンド・デ・アレグリア学校、浜松市中
央地区防犯協会連合会へ寄付金を贈
呈いたしました。
祝宴では、大須賀正孝浜松商工会
議所会頭よりご祝辞をいただいた
後、歌手 ERIKO さんの歌唱、ムンド・
デ・アレグリア学校の生徒達による
和太鼓演奏を楽しみながら、ご来賓
の皆様と交流親睦を深め、大いに盛
り上がりました。

「手に手つないで」でフィナーレを迎える懇親会

式典

寄付贈呈

山中湖ＲＣ25周年報告／
新会員紹介
浜松ハーモニーＲＣ20周年報告
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新

会

員

紹

①入会日
②職業分類
③趣味

介

松下ひとみ

平野 茂樹

田村 康晃

渡邉 孝雅

静岡第 5 グループ
浜北ＲＣ

静岡第 5 グループ
浜北ＲＣ

静岡第１グループ
せせらぎ三島ＲＣ

静岡第 3 グループ
静岡ＲＣ

①2018年10月1日
②フラワーデザイ
ナー
③旅行

①2018年10月1日
②インテリア
③野球

①2018年10月26日
②不動産業
③ゴルフ

①2018年10月29日
②産業廃棄物処理
③ゴルフ

小宮山

鈴木 俊也

田中

田内 尉晴

山梨第３グループ
甲府南ＲＣ

静岡第１グループ
せせらぎ三島ＲＣ

静岡第 3 グループ
静岡ＲＣ

静岡第５グループ
浜北伎倍ＲＣ

①2018年11月6日
②印刷業
③ゴルフ

①2018年11月9日
②自動車販売
③ゴルフ

①2018年11月12日
②百貨店
③野球観戦
（横浜ベイ
スターズ）

①2018年11月16日
②測量・設計
③バイク、手筒花火

仲亀 秀樹

石塚 直美

北島

荒

静岡第 3 グループ
富士宮西ＲＣ

静岡第 3 グループ
静岡ＲＣ

静岡第 4 グループ
藤枝ＲＣ

静岡第３グループ
静岡日本平ＲＣ

①2018年11月16日
②介護＆老人福祉
③マラソン、
読書

①2018年11月19日
②小売業
③読書、
旅行

①2018年12月5日
②不動産業
③釣り

①2018年12月7日
②日用品雑貨配布
③キャンプ

優

清

毅

憲聖

きの♪
お
て
とっ

私のレシピ

鮭のホイル焼き

【材料】
（２人分）
鮭 2 切れ
玉ねぎ
しめじ
ミニトマト
有塩バター

水（蒸す用）

山梨第 1 グループ
ガバナー補佐令夫人

50g
20g
4個
20g
適量

【コメント】
鮭、きのこ、野菜の旨みがぎゅっと詰まっ
た料理です。寒い時に身体を暖かくして
くれる一品です。風邪予防にどうぞ。
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新会員紹介／私のレシピ

宮下美千代さん

200g

【手順】
１． 玉ねぎは皮をむき薄切りにし、しめじは石づき

を落としてほぐす。ミニトマトはヘタを取る。
２．アルミホイルに玉ねぎ、鮭、しめじ、ミニトマト、
バターの順に乗せ、しっかり包む。
3.

4.

フライパンに 1 センチ程の深さの水を注ぎ、2. を
入れて中火にかけ、蓋をして 15 分ほど蒸す。
蒸し終えたら器に盛り、お好みでポン酢をかけ
て出来上がり。
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お 知 ら せ
○熱海南ＲＣ

訃

メールアドレス変更

報

office@atamisrc.org

地区大会 1 日目／地区指導者育成セミナー

「ロータリーを語ろう！ＲＬＩ」ＤＶＤを制作
地区大会 1 日目（10 月 27 日）の地区指導者育成セミナー
では、国際ロータリー第 2770 地区から井原實パストガバ
ナーを講師に迎え「ロータリーを語ろう！ＲＬＩ」と題した
講演を行っていただきました。当地区はＲＬＩの導入に向け
た準備をすすめております。多くの会員の皆様へＲＬＩにつ
いての理解を深めていただければとの思いからＤＶＤを作成し、各ロータリークラブへ送
付させていただきました。ぜひご高覧ください。

１月・２月
月

日（曜日）

1

2

（享年 94 歳）

浜松南 RC

2018年12月6日
ご逝去

予定表

行事予定

場 所

12
（土）
～19（土） 国際協議会
26
（土）

伊熊牧治様

アメリカ・サンディエゴ

ホスト
ＲＩ

都 留： 山 梨 県 立 男 女 共 同 参 画
職業奉仕委員会
推進センター ぴゅあ富士

地区職業奉仕セミナー

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
御殿場東山荘
26・27（土）
・
（日） 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

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 周年記念例会、式典、祝賀会 古名屋ホテル

甲府南ＲＣ

2
（土）

第 4 回戦略計画委員会・第 4 回地区諮問委員会 古名屋ホテル

ガバナー事務所

3（日）

第１回ＲＬＩミーティング

米山梅吉記念館

ＲＬＩ準備室

3（日）

ローターアクト第２ゾーン会議

神奈川西部

6（水）

静岡第 1 グループＩＭ

三島プラザホテル

三島ＲＣ

7（木）

静岡東ＲＣ創立 60 周年記念祝賀会

ホテルアソシア静岡

静岡東ＲＣ

16
（土）

地区チーム研修セミナー

グランドホテル浜松

ガバナーエレクト事務所

17
（日）

静岡第 3 グループＩＭ

グランディエールブケトーカイ 静岡ＲＣ

23
（土）

静岡 RAC 創立 45 周年記念式典

浮月楼

静岡ＲＡＣ

24
（日）

静岡第 2 グループＩＭ

沼津リバーサイドホテル

沼津ＲＣ

今 月 の

表紙写真説明
［担当ＲＣ］ 山中湖ＲＣ
［写真提供］ 同上
［場

所］ 山中湖歩こう会（南都留郡山中湖村）

［写真説明］ 今年も紅葉真っ只中、毎年恒例の「山
中湖歩こう会」を開催しました。参
加者全員笑顔で元気に最後まで歩い
ていただきました。

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

１月のロータリーレート

