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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

平和と紛争予防／紛争解決月間

ROTARY CONNECTS THE WORLD
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。寒い日が続いておりますが、 と紛争予防／紛争解決に目を向けてください。ク
いかがお過ごしでしょうか。
ラブでも、さまざまな角度から世界平和のために
２月は「平和と紛争予防／紛争解決」月間です。 私たちロータリアンが「どのような貢献ができる
これも、ロータリー財団の 6 つの重点事項のうち
のか」についても、再考してください。
のひとつです。この重点分野の目的と目標は次の
通りです。ロータリーは平和と紛争予防／紛争解
★国際協議会を経て、次年度の「チーム安間」が
決のための研修、教育、実践を支援します。ロー
始動します！
タリー財団は、ロータリアンが以下のような形で、
さて、1 月 12 日から 19 日までアメリカのサン
戦争と紛争予防／紛争解決を助長するのを支援し
ディエゴで開かれた国際協議会で、安間みち子ガ
ます。
バナーエレクトが研修を受けられ、帰国されまし
１．紛争予防と仲裁に関する、リーダー（リー
た。その報告は 3㌻に掲載されておりますので、
ダーとして属望される若者を含む）の研修。 ぜひご一読ください。地区のホームページでも周
２．紛争地域における平和構築の支援。
知させていただきましたが、次年度のマーク・ダ
３．平和と紛争予防／紛争解決に関連した仕事
ニエル・マローニーＲＩ会長（米国アラバマ州・
で活躍していくことを目指す専門職業人の
ジ ケ ー タ ー Ｒ Ｃ ） は、“ROTARY CONNECTS
ための奨学金支援。
THE WORLD”（ロータリーは世界をつなぐ）と
国際ロータリーによりますと、昨年、紛争と暴
いうテーマを掲げられました。
力によって 6,800 万人以上が家を失い、故郷を追
今月 16 日に開催される地区チーム研修セミナー
われたそうです。その半数が子ども。ロータリーは、 を皮切りに、
3 月 24 日の会長エレクト研修セミナー
異文化交流を通じて相互理解の心を育て、紛争解 （ＰＥＴＳ）
、4 月 7 日の地区研修・協議会で、安
決のスキルを備えた人材の育成を通じて平和な世
間ガバナーエレクトからＲＩ会長テーマや方針に
界づくりを推進しています。国際ロータリーは奉
ついての詳細な説明が行われます。この 3 つのセ
仕プロジェクト、平和フェローシップ、奨学金な
ミナーは、次年度の地区運営にかかわる大変重要
どさまざまな形で、紛争の根底にある諸問題であ
なものです。皆でしっかりと情報を共有いたしま
る貧困、不平等、民族間の緊張、教育機会の欠如、 しょう。
資源の不均等などに取り組んでいます。下記に数
字で表します。
★ＲＩ国際大会への登録はお済みですか？
◇世界各地のロータリー平和センターで学ぶた
皆様、6 月 1 日から 5 日までドイツのハンブル
めに毎年授与されている平和フェローシップ
グで開かれるＲＩ国際大会へのご登録はされてい
の数：100 口
らっしゃいますか？ 大会登録料は、3 月 31 日ま
◇武力紛争または迫害によって現在故郷を追わ
では＄495 ですが、4 月 1 日以降は＄595 となりま
れた人：6,500 万人
すので、割引のあるうちにお早めにご登録くださ
◇平和推進の支援のためにロータリーが集めた
い。国際ロータリーの醍醐味を感じることができ
寄付：＄1.42 億
るＲＩ国際大会へ、ぜひご参加ください。なお、
◇ロータリー平和センタープログラムのこれま
開会本会議が開かれる 6 月 2 日の夜には「地区ナ
での卒業生数：1,000 人
イト」を開きます。ハンブルグでお会いしましょ
これらのことに思いを寄せ、今月はぜひ、平和
う！
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国際協議会報告
国際ロータリー第2620地区
ガバナーエレクト

安間 みち子（浜松ハーモニーＲＣ）

＊ 2019 年 1 月 13 日～ 1 月 19 日
＊サンディエゴ（米国カリフォルニア州）
＊ 2019 － 2020 年度ＲＩ会長
マーク・ダニエル・マローニー
（ジケーターＲＣ・米国アラバマ州）
2019 － 2020 年度ＲＩテーマ

ROTARY CONNECTS THE WORLD
「ロータリーは世界をつなぐ」
真中の丸は地球を表しています。
その周りは世界 東西南北各国の
人々を表し、色の違いはそれぞれの人
種や文化等の違いを表しています。
その人たちがロータリー（黄色の丸）
を通して世界とつながっていることを
表現しています。

＜ＲＩ会長エレクトのメッセージ＞
人々が手を取り合い、行動を起こすためのつながり
を築いていきましょう。
・ロータリーを成長させる
より多くのことを達成するため会員を増やしま
しょう。
・家族（ロータリーファミリー）の重要性を強調
プログラム・奉仕活動の参加者も皆ロータリーファ
ミリーです。
・内部組織の変革
クラブのあり方をより柔軟的にし、会員の積極的な
参加を促しましょう。
・国連との連携
ロータリーと国連との国際会議が、今後各地で開催
されます。

＜国際組織としてのロータリー＞
1,000 名以上が出席して開催された最初の本会議で、
彼らと共に世界で最初に次年度のテーマを、会長エレ
クトから直接お聞きできたことが最も感激したことで
した。
今回初めてローターアクター 60 名がこの協議会に
招待されました。甲府南ＲＡＣの中尾宏行さんが分科
会で積極的に発言していました。
本会議では 8 カ国の同時通訳が行われます。席は指
定席で、私の隣は 41 歳の若いアメリカ人ガバナーエ
レクトでした。
分科会ではＲＩ研修リーダーのもとＲＬＩ方式にて
研修が進められます。アメリカ人、イギリス人のロー
タリアンと共に研修を受けられたのは良い経験でし
た。
アジアのロータリアンの数は 31％を超え、韓国、
台湾、インド等多くのアジアのロータリアンが参加し
ていたのが印象的でした。
５日間を通して、世界中の多くのロータリアンと交
流が図られた国際協議会でした。

マローニー会長エレクトの言葉
「船は港にいれば安全です。しかしそれでは船の機
能は果たされません。
」

国際協議会報告
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ＲＡ地区代表・国際協議会報告
ローターアクト
地区代表

中尾 宏行（甲府南ＲＡＣ）

いつも、温かいご支援をいただきありがとうござ
います。1 月 16 日～ 19 日に国際協議会に出席して
まいりましたので、ご報告させていただきます。
1 月 15 日に前日入りをしたのですが、サンディエ
ゴの都市の風景に圧倒されました。やはり苦労した
のは英語です。会場に着いてからは日本語がわかる
スタッフにお会いすることができ、なんとか自分の
部屋にたどり着くことができました。
１月 16 日から日本から参加のメンバーと合流し、
ローターアクターとして登録を行い、歓迎レセプ
ション、交流会で全世界のローターアクターと交流
することができました。どこの国の人も英語が達者
で、また、非常にノリが良く、私のつたない英語も
理解してくれました。彼らのおかげで話すことに少
し自信が持て、最終日までには相当英語が上達した
と思います。
１月 17 日～ 18 日、いよいよローターアクターを
交えたメインプログラムが始まりました。私たちが
参加したプログラムは、本会議「積極
的な参加を促す」「参加者の基盤を広
げる」
「未来に適応する」、分科会「ロー
タリーの推進」「会員基盤のサポート
と強化」「変化を導く」でした。どれ
も魅力的な内容で、非常に密度の濃い
二日間となりました。本会議では、素
晴らしいスピーカー達が、私たちにイ
ンスピレーションを与えてくれまし
た。分科会では、ガバナーエレクトの
皆さんと机を共にしながら意見を述べ
合いました。特に、「変化を導く」で
は英語と日本語での合同分科会になっ
ており、同時通訳を用いた会議とな

4

ＲＡ地区代表・国際協議会報告

りましてローターアクターも積極的に参加できまし
た。本会議でも、分科会でも「柔軟性」という言葉
が多く見受けられました。そして、プログラムの構
成もそこに重点を置いているかと思いました。そし
て、その柔軟性を発揮するためには、ローターアク
トの力というものが必要不可欠なものであると感じ
ました。
今回の国際協議会では、一言では言い表せない程
膨大な経験をして参りました。国際的な繋がりを作
ることもできました。これらをしっかり整理して、
これからの活動に臨みたいです。そして、最も忘れ
てはいけないことは、今回のこのビッグイベントは
申請すれば誰でも参加できるものではなく、選考に
よってメンバーが決定されていることです。一人の
選ばれたローターアクターとして、しっかり今回の
ことを他のローターアクターに波及して参ります。
この素晴らしい機会を与えてくださったロータリー
の皆様には、深く感謝申し上げます。
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2019-2020 年度 地区補助金プロジェクト募集のご案内
ロータリー財団委員会
委員長

曽根 眞人（富士山吉原ＲＣ）

2019 - 2020年度の地区補助金プロジェクトを下記
の通り募集します。多くのクラブが参加されますよ
うご案内いたします。

出席すること。
※事務局の参加も歓迎しますが、事務局のみの
参加は認められません。
①静岡西部地区 3 月 2 日（土）

１．補助金の配分基準：次年度は通常の補助金額

アクトシテイ浜松

約 1,450 万円に加え次年度および次々年度の特

研修交流センター

別措置の約 60 万円加算され、補助金総額が約

②静岡中部地区 3 月 9 日（土）

1,500 万円となります。次の基準で配分いたし
ます。

静岡市産学交流センター
③静岡東部地区 3 月 16 日（土）

①総事業費の 50％を上限とします。
②クラブの会員数により、上限額を次の通りと

三島市民文化会館
④山梨地区

します。
・20名以下のクラブ ………………… 10万円
・21名以上50名以下のクラブ ……… 20万円

3 月 23 日（土）
山梨県ＪＡ会館

※いずれの地区も午前 10 時～同 11 時 30 分ま
で開催予定

・51名以上70名以下のクラブ ……… 30万円
・71名以上90名以下のクラブ ……… 40万円
・91名以上のクラブ ………………… 50万円
③申請は 1 クラブ 1 件。複数のクラブが共同で

６．その他：ご不明な点や質問がありましたら、い
つでもお問い合わせください。
お問合わせ先：ロータリー財団事務所

申請する場合の上限額は各クラブの上限額

E-mail drfc@ri2620.gr.jp

の合計となります。

TEL 054-274-2622

※予算が不足した場合は、一律カットし、余っ
た場合は、ロータリー財団委員会でプロジェ
クトの内容を検討し、再配分します。
２．提出期限：2019 年 4 月 26 日（金）午後 5 時
※期限後に受領したものは採用されません。
３．申請書類：地区のホームページから様式①「地
区補助金申請書」および様式②「地区補助金事
業計画書」をダウンロードし、ご使用ください。
※地区ＨＰ≫資料ダウンロード≫ロータリー財
団関係 からダウンロードできます。
４．提出方法：オンライン提出を原則とします。
※オンラインの環境が整っていないクラブはご
相談ください。
５．申請するための条件：下記の地区補助金管理セ
ミナーのいずれかに、クラブ会長およびプロ

地区補助金はどこから出るの？
次年度の地区補助金は約1,500万円を見込ん
でいます。このお金はどこから出るのでしょ
うか。これは、全て会員皆様のロータリー財
団への寄付で賄われています。詳しくご説明
いたします。
毎年皆様に＄150の年次基金への寄付をお願
いしております。この基金は３年間資金運用
され、その収益は財団の運営費に使われます
が、３年後にその全額の25％が地区補助金に
充てられます。この他に、恒久基金があります。
恒久基金への寄付は将来にわたって資金運用
され、本年度の収益の25％が次年度の地区補
助金に充てられます。地区補助金の他にグロー
バル補助金もあります。詳しい説明は省きま
すが、これも活用すれば、私たちからの寄付
金の75％は、私たちで使うことができます。
財団の寄付は決して誰かに差し上げるもの
ではありません。

ジェクト担当予定者または、それに代わる方が

2019-2020年度 地区補助金
プロジェクト募集のご案内
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青 少年交 換 小 委 員会

関西研修旅行D2620、D2600（長野）合同事業報告
青少年交換小委員会
副委員長

増田 孝枝（焼津南ＲＣ）

12 月 13 日～ 16 日にインバウンド 9 名、引率 5 名の
計 14 名で、京都・大阪・奈良へ行ってまいりました。
ＲＩ第 2600 地区は長野県から高速バスで京都へ。当地
区は山梨・静岡両県のため送迎計画を立て、行きは青少
年交換学友小委員会の藤巻委員長が甲府からイニャツィ
オ（イタリア）を乗せ、御殿場でリリー（アメリカ）を
拾い静岡駅まで送っていただきました。浜松駅でレンゾ
（フランス）、アーロン（ドイツ）、カロリーネ（デンマー
ク）が合流。久しぶりに全員が揃い学生たちは楽しそう
でした。今回の旅行で彼らがどのように成長するか楽し
みになりました。浜松駅に見送りに来ていただいた原田
委員長をはじめ関係各位に感謝いたします。
京都駅に到着し、宿泊する京町屋（一玖庵）にチェッ
クイン。ここは一軒家の一棟貸で、4 つの部屋に大人、
子供、男女が分かれて雑魚寝するというスタイルです。
長野から引率 1 名、インバウンドのポール（フランス）、
トリスタン（アメリカ）、リディア（ドイツ）、アゴス（ア
ルゼンチン短期）が合流。最初は緊張の面持ちでしたが、
同じ国からの派遣がドイツ、フランス、アメリカと 3 カ
国あり、すぐに打ち解けていました。初日は銀閣寺、八
坂神社、清水寺をめぐり祇園で夕食、そして翌日の朝食
の買い物をして宿へ戻り、銭湯へ行きました。2 万歩以
上歩いたので、学生も疲れて眠るのかと思いきや夜遅く
まで交流をしていました。一方で、引率は疲れ果ててす
ぐに眠りにつきました。
2 日目は、ＵＳＪで 5 時間 30 分の自由時間。ＬＩＮ
Ｅグループを組んでいたので、時々はぐれながらも迷う
ことなく楽しく過ごせた様でした。その後は大阪の新世
界を散策し、串カツバイキングで好きな物を自分で揚げ
て食べた後、道頓堀へ移動。グリコ、食い倒れ人形の前
で写真を撮り、たこ焼きなどを食べて、まるでお祭りの
ような道頓堀を散策しました。さすがに疲れた様子でし
たが、それでもみんなで銭湯へ行き疲れを癒しました。
3 日目は、リディアが朝食にパンケーキを焼いてみん
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なに振る舞いました。とにかく材料が卵 14 個、牛乳 5
ℓ、小麦粉 2kg と多く、全部焼くことができず最終日に
も焼くことに…。その後、西陣織会館でまずは着物試着
体験。女の子はみんな綺麗でしたが、男の子は売れない
落語家の様でした。着物ショーを見て、色んなポーズで
記念撮影をしました。昼食は電車内で駅弁を食べ奈良へ。
駅に到着し少し歩くと鹿がお出迎え！ 東大寺に向かう
途中、鹿せんべいを買い餌やりにチャレンジ。鹿に追い
かけられて泣き出すカロリーネ、鹿の角で突かれてもや
り返すトリスタン、餌を自分で食べていたリリー、楽し
かったです。東大寺では、大仏様の前でお祈り。大仏様
の鼻の穴と同じ大きさの柱の穴を通り抜け、今後の幸せ
を確信しました。そして京都に戻りお好み焼きの夕食。
全員が打ち解けて楽しそうでした。
4 日目の最終日の朝食もリディアのパンケーキ。同じ
ドイツ出身のアーロンも張り切って手伝いました。金閣
寺の拝観後、京都駅ビル内でいくつかの店に分かれて昼
食を食べました。イタリア出身のイニャツィオが選んだ
のは当然パスタでしたが、「ここのパスタは違う」とこ
だわった事を言っていましたが、日本のごく一般的なパ
スタです。最後に伏見稲荷へ。カロリーネの狐の被り物
がかわいくて、同世代の日本の女の子たちに写真撮影を
お願いされていました。千本鳥居をくぐり、狐の絵馬に
願い事を日本語と英語で書き、伏見稲荷を後にしました。
京都駅でＲＩ第 2600 地区のみんなと白馬での再会を
誓い別れました。この旅行を通じ、インバウンドの子た
ちは日本の文化に触れ、普段離れ離れの仲間と交流を深
め、さらに他地区のインバウンドとも知り合う事ができ、
これからの人生においても大変有意義な時間を過ごせた
と確信しています。私もこの事業を通じ自分がロータリ
アンである事を実感し、ロータリーの価値を再確認でき
ました。青少年交換はインバウンドの将来に何が役立つ
のかを考え、さまざまな事業を行っています。また、ア
ウトバウンドも派遣された国のロータリークラブで大変
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お世話になっていると思います。日本の未来、世界の未
来に大変貢献できる事業です。今後もこの事業を継続し
ていただきたいと思います。また皆様も地区青少年交換
小委員会に名乗りを上げて、是非この事業を体験してい
ただきたいと思います。青少年交換小委員会では帰国報

告会等、この事業を行っていないクラブの皆様も参加で
きる機会があります。是非一度参加してみてください。
最後にこの事業に協力していただいた皆様に感謝申し上
げ、報告とさせていただきます。

受入学生の感想
けいかくし、そしきしてくれた、２６２０ちくに、
かんしゃします。たいへんたのしかったです。

Aaron HENNING
アーロン

（ドイツ・浜松ＲＣ）

Renzo FAVARO
レンゾ

（フランス・磐田ＲＣ）

私はりょこうをとても楽しみにしていた。だか
らとてもたのしかった！
私 が し た こ と と、 お と ず れ た ば し ょ の な か
で、何がいちばんすきかえらべない。なぜなら
Wonderful な USJ と Funny なならは、えらぶの
がとてもむずかしい。。。
もうひとつのディストリクトとあって、たのし
いじかんをすごしました。
このよっかかんは、まほうのようでした。そし
て、いっしょにいったみなさん、ありがとうござ
いました！ サル君

Karoline ATTERMANN
カロリーネ

（デンマーク・浜松南ＲＣ）

かんさいりょこうは、ほんとうに楽しかった。
いっぱいやった。D2600 のりゅうがくせいみん
なは、やさしいかった。いちばんのおもいではた
ぶん USJ。ローラーコースターにのった。そして、
だいすきな Elmo にあった。ほんとによかった。
京都は、めちゃ綺麗だった。もういっかい行きた
い。そして、大阪も楽しかった。イケメンを見た。
つぎのりょこう楽しみ。

Lillian BERRY
リリー

（アメリカ・御殿場ＲＣ）

わたしは、りょこうにいって、ほんとうにたの
しかったです。わたしのすきなばしょは、ならで、
しかに、えさをあげたことです。このりょこうを、

関西旅行は面白かったです。
滞在した町家は狭かったですけど十分でした。
リディアと私はドイツのパンケーキを作りまし
た、しかし時間は短ったですから少しだけ作りま
した。
それより大半は、不健康な食べ物を食べました。
色々な所に行って、たくさんの寺を見ました。
とても面白かったです。
一番楽しかった事がユニバーサル・スタジオ・
ジャパンです。
商品は高過ぎるですけど、ローラーコースター
がとても良かったです！
インバウンドには、よく会えませんから、徹夜
して、たくさん話しました。とても楽しかったで
す！
ロータリーがすべてのインバウンドとより多く
の会を手配してくれたら幸いです。

Ignazio SCIASCIA
イニャツィオ

（イタリア・甲斐ＲＣ）

「関西旅行」は本当に面白かったです。
私は留学生と過ごすのが楽しかったです。
私は多くの美しい場所を見ました（京都、大阪、
奈良）。私のお気に入りは奈良でした。
ユニバーサルスタジオパークのバーチャルリア
リティを持つジェットコースターとエヴァンゲリ
オンのジェットコースターも楽しみました。
京都で「スパゲッティチーム」と一緒にスパゲ
ティ（シチリア人にとって最も重要なもの）を食
べました。ひどい（悲しい）味でした．．．
もちろん、各旅行の最高の部分は友人です。
素晴らしいロータリークラブに感謝したいと思
います。
Ｐ . Ｓ .「スパゲッティチーム」 = 私、フラン
スの男の子、アルゼンチン、ドイツの女の子。

関西研修旅行合同事業報告
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インスピレーションになろう

瀧本編集長の

Q&

A

「ＲＬＩ」

テーマは

ＲＬＩの進捗状況を、ＲＬＩ準備室の野口英一委員長に聞
くインタビュー第 2 弾です。

瀧本編集長

昨年 8 月のガバナー月信第 2 号で、Ｒ

ＬＩについてお話を伺いました。今回は、ＲＬＩ準
備室の野口委員長へ再びインタビューをして、進捗
状況を皆さんへお伝えしたいと思います。よろしく
お願いします。
野口委員長

前回の対談から半年が過ぎましたね。こ

私の知る限りでは、星野ガバナーだけです。
瀧本

当地区では一歩ずつ、着々とＲＬＩの導入に

向けた準備が進んでいますね。2 月の研修はどのよ
うなものになるのでしょうか。
野口

今回はＲＩ第 2770 地区から中村靖治パストガ

の間、10 月末に開かれた地区大会 1 日目の地区指導

バナーを講師に招き、ＲＬＩについての解説やＤＬの

者育成セミナーでは、ＲＩ第 2770 地区から井原實パ

役割など、より踏み込んだ内容の勉強会を計画してい

ストガバナーを講師に招き、ＲＬＩ研修のデモンス

ます。

トレーションを含めた勉強会を開きました。
瀧本

1 日目なので、地区委員長、副委員長をはじめ

クラブの会長、幹事、クラブ研修リーダーなどが参

瀧本

ＤＬの育成が進めば、次年度に当地区でもＲ

ＬＩを開催することが可能になりますね。
野口

そのような流れに持っていけるように、今年

加されていましたね。講話とデモンストレーション

度は星野ガバナーを中心に、地区戦略計画委員会や

を実際に拝見しましたが、ＲＬＩは個々参加型なの

地区諮問委員会でパストガバナーの皆さんのご意見

で、躍動感もあり、知識を深めるのにもよい方法だ

を伺いながら、準備を進めています。

と感じました。

瀧本

この地区でＲＬＩが開かれれば参加してみた

その通りですね。参加者のさまざまな意見も

いと思います。ぜひＲＬＩを体験してみたい。地区

聞けますし、ロータリアンとしての視野を広げられ

で開かれることになると、ＲＬＩは登録料とかはど

野口

る可能性もあります。いろいろな意味で参考になる
と思います。今回のセミナーを通して、ディスカッ

うなのでしょう。会費制なのですか。
野口

そうなります。ＲＬＩへの登録料は 1 人 4,000

ションリーダー（以下、ＤＬ）のイメージを膨らま

円位になると思います。これには会場費、昼食代、

せることもできたかと思います。

飲物代、テキスト代などが含まれます。ＲＬＩはロー

瀧本

クラブにこのセミナーのＤＶＤが届きました。

野口

1 日目には限られた会員しか出席していないの

で、地区内全会員の皆さんにもＲＬＩについての情
報共有をしていただきたいという星野ガバナーの願
いからＤＶＤを制作して地区内全クラブへお送りさ
れたそうです。
瀧本

例会などでうまく活用されればよいですね。

タリアンによる「手弁当」での運営になりますからね。
運営体制の確立も大切です。
瀧本

なるほど。開催地は現時点では、どのように

検討されていますか。
野口

当地区は静岡、山梨両県で構成されています

ので、それぞれの県で開くことができれば交通の便
はそれぞれにとって都合がよいとは思いますが、ス

地区大会後には、ＤＬの推薦依頼を各クラブへ出さ

タート時は 1 カ所での開催になると思います。そう

れましたね。

ですね、静岡のアクセスがよい地域での開催を検討

野口

はい。クラブからＤＬにご推薦いただいた皆

さんと、地区戦略計画委員会のパストガバナーやガ
バナーエレクト、ガバナーノミニー、ガバナーノミ
ニー・デジグネートとともにＤＬの研修を受けるこ
とになります。2 月 3 日（日）の第 1 回ＲＬＩミーティ
ングを皮切りに、3 月 8 日（金）にはＲＩ第 2770 地
区で開かれるＲＬＩに参加していただき、見聞を広
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この地区でＲＬＩの研修を受けたことがある会員は、

しています。
瀧本

三島あたりでの開催になるのでしょうか。ガ

バナー月信で、ＤＬの皆さんを紹介できるのはいつ
頃ですか。
野口

これからＤＬの研修が始まりますので、5 月号

か 6 月号くらいになるとは思いますが。
瀧本

では、またその頃にはインタビュー第 3 弾を

げたいと思います。ただし、3 月 8 日は平日なので

企画したいと思いますので、よろしくお願いします。

ご都合がつかない方もいらっしゃるかもしれません。

本日はありがとうございました。

RLI・Q&A
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ハンブルグ国際大会に参加しましょう！
国際大会推進委員会
委員長

鈴木

寛（甲府ＲＣ）

ＲＩ国際大会は 6 月 1 日（土）から同 5 日（水）

能です。大会登録料は、3 月 31 日までは＄495 で

の 5 日間、ドイツのハンブルグで開かれます。バ

すが、4 月 1 日以降は＄595 です。早めの登録をお

リー・ラシンＲＩ会長のテーマ “ ＢＥ

すすめします。

ＴＨＥ

Ｉ

ＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ ” を、世界各国から参加する

なお、「地区ナイト」を 6 月 2 日（日）の夜にハ

ロータリアンと共有できるまたとないチャンスであ

ンブルグ市内のレストランＰＡＲＬＡＭＥＮＴで

り、ロータリーを動かしている理念などを知ること

開催いたします。オフィシャルツアー以外の方法

ができる国際大会は、ロータリーの核心に触れる貴

で国際大会へ参加される方も地区ナイトへ参加でき

重な機会でもあります。

ます。ドイツで地区内ロータリアンの交流を深めま

当地区オフィシャルツアーは成田空港発着の 4 泊

しょう。

6 日コース（5 月 31 日～ 6 月 5 日）をご用意しました。
「国際大会へ一人で参加するのは不安だ」という方
もご心配はいりません。成田空港に集合して、ハン
ブルグ入りします。到着翌日はハンブルグメッセで
事前に国際大会の受け付けを済ませ、本会議にはス
ムーズに会場入りできるよう、お手伝いいたします。
また、国際大会本会議の翌日は、ブレーメンの観光
をお楽しみいただきます。ブレーメンと聞くと「ブ
レーメンの音楽隊」を思い出される方もいらっしゃ
るかと思いますが、「童話の国」そのものの、中世
の町並みがとても美しい場所です。
国際大会への登録自体はオフィシャルツアー
参加者の方も各自で別途行っていただく必要が
ご ざ い ま す。 Ｒ Ｉ 国 際 大 会 の Ｈ Ｐ（http://www.

オフィシャルツアーの第 2 次募集申し込み締め切
りは、2 月 28 日（木）です。また、地区ナイトの

riconvention.org/ja/hamberg）をご参照ください。

申し込み締め切りは 3 月 29 日（金）です。ぜひご

ＭｙＲｏｔａｒｙからのオンライン登録（クレジッ

検討ください。

トカード決済）、または申込書をＲＩの日本事務局
へ送り、登録料を振り込む形で手続きすることも可

【オフィシャルツアーおよび地区ナイトに関する問い合わせ先】
㈱ＪＴＢ甲府支店「ロータリー国際大会ハンブルグ大会」 担当：大津または上田
ＴＥＬ 055-224-4770 ＦＡＸ 055-224-3510 営業時間：平日／午前 9 時半～午後 5 時半

ハンブルグ国際大会ＰＲ
新会員紹介
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インスピレーションになろう

新

会

員

紹

①入会日
②職業分類
③趣味

介

河村 立哉

岡谷 典子

杉山 祥代

植松 秀行

静岡第 4 グループ
焼津南ＲＣ

静岡第 3 グループ
清水中央ＲＣ

静岡第 4 グループ
袋井ＲＣ

静岡第２グループ
富士山吉原ＲＣ

①2018年12月4日
②自動車販売
③音楽、
ゴルフ

①2018年12月6日
②社会保険労務士
③読書

①2018年12月18日
②美容業
③ピアノ

①2019年1月10日
②司法書士
③ボールペンの収集

村瀬 貴彦

石津 真実

大石 莉帆

加藤 力弥

静岡第２グループ
富士山吉原ＲＣ

静岡第５グループ
パワー浜松ＲＣ

静岡第５グループ
パワー浜松ＲＣ

静岡第３グループ
静岡東ＲＣ

①2019年１月10日
②音楽・映画鑑賞
③ダンス

①2018年1月8日
②塗装工事業

①2018年1月8日
②音楽家
③ゴルフ・旅行

① 2019年１月１7日
②ガス供給
③ゴルフ

きの♪
お
て
とっ

私のレシピ

甲州ころ柿いちご大福

【材料】（２個分）
切りもち
砂糖
水
ころ柿
いちご
片栗粉

ゆずの皮

２切れ（100 ｇ）
大さじ２
少々
1個
2個
適量
適量

【コメント】
料理研究家の金子美佐子先生から教えて頂いた、
「甲州ころ柿いちご大福」をご紹介します。山梨
では、この時期、ころ柿はどこのご家庭でも手軽
に手に入ります。ころ柿を使った大福は、ころ柿
の自然な甘みと、いちごの爽やかな酸味、ゆずの
香りが口のなかに拡がり、爽やかな味わいです。
作り方も簡単ですので、お試しください。
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新会員紹介／私のレシピ

山梨第２グループ
ガバナー補佐令夫人

五味小夜子さん

【手順】

１．ころ柿を縦半分に切ってひろげ、いちご
を包む。

２．鍋に餅と浸るくらいの水を入れ、沸騰さ
せた後、弱火で柔らかくなるまでゆでる。
３. ２の湯を切り、砂糖と水少々加え、水で
ぬらした木しゃもじでなめらかになるま
で練る。
４．バッドに広げた片栗粉の上に餅を取り出

し、片栗粉をまぶして二等分にちぎり、
直径５ｃｍの円形に伸ばして、薄くそい
だゆずの皮（へぎゆず）を乗せ、１を手
早く包む。
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訃

お 知 ら せ

報

会員増強・維持に総力を！
2018 ～ 19 年度期首の会員数は 2979 名。127 名が入会、80 名が
退会し、12 月末の会員数は 3026 名となりました。12 月の退会者
数が 34 名と多いことがわかります。年度始めに掲げた増強目標に

齊藤

俊広様
（享年 49 歳）

添えるよう、総力を挙げて増強・維持に努めましょう！
会員増強・維持委員会
委員長 勝俣重信（富士吉田ＲＣ）

２月・３月
月

2

3

日（曜日）
2
（土）
3（日）
3（日）
6（水）
7（木）
16
（土）
17
（日）
23
（土）
24
（日）
2
（土）
3（日）
3（日）
3（日）
9（土）
9（土）

掛川グリーンＲＣ
2018年12月28日
ご逝去

吉川

龍一様
（享年 93 歳）
伊東 RC

2018年12月31日
ご逝去

予定表

行事予定
第 4 回戦略計画委員会・第 4 回地区諮問委員会
第 1 回ＲＬＩミーティング
ローターアクト第２ゾーン会議
静岡第 1 グループＩＭ
静岡東ＲＣ創立 60 周年
地区チーム研修セミナー
静岡第 3 グループＩＭ
静岡 RAC45 周年記念式典
静岡第 2 グループＩＭ
地区補助金管理セミナー
静岡第 4 グループＩＭ
米山奨学生期間終了式
米山学友会設立 10 周年記念式典
山梨第 3 グループＩＭ
地区補助金管理セミナー
第３回長期派遣候補学生オリエンテーション
16
（土）
第２回短期派遣候補学生オリエンテーション
16
（土）
地区補助金管理セミナー
17
（日）
第 45 回ローターアクト年次大会
23
（土）
静岡第 5 グループＩＭ
23
（土）
地区補助金管理セミナー
第２回次期ガバナー補佐会議
24
（日）
ＰＥＴＳ・会長エレクト研修セミナー
白馬スキーの集い 多地区合同派遣学生オ
26
（火）
～28（木）
リエンテーション Ｄ 2600（長野）他合同

場 所

ホスト

古名屋ホテル

ガバナー事務所

米山梅吉記念館

ガバナー事務所

神奈川西部
三島プラザホテル

三島ＲＣ

ホテルアソシア静岡

静岡東ＲＣ

グランドホテル浜松

ガバナーエレクト事務所

グランディエールブケトーカイ

静岡ＲＣ

浮月楼

静岡ＲＣ

沼津リバーサイドホテル

沼津ＲＣ

三島市民文化会館

ロータリー財団委員会

大会議室

ホテルオーレ藤枝

藤枝ＲＣ

米山梅吉記念館

米山記念奨学委員会

米山梅吉記念館

米山学友会

アピオ甲府

甲府南ＲＣ

静岡市産学交流センター

大会議室 ロータリー財団委員会
青少年交換小委員会
青少年交換学友小委員会

米山梅吉記念館

浜松アクトシティ研修交流センター 52 研修交流室 ロータリー財団委員会
古名屋ホテル

ローターアクト小委員会

オークラアクトシティホテル浜松

浜松東 RC

山梨県 JA 会館

ロータリー財団委員会

大会議室

グランドホテル浜松

ガバナーエレクト事務所

白馬岩岳スキー場 白馬東急ホテル 青少年交換小委員会
ホスト：白馬 RC（D2600）
青少年交換学友小委員会

今 月 の

表紙写真説明
［担当ＲＣ・撮影提供］ 大月ＲＣ
［場
所］ 大月市大月町花咲
（国指定重要文化財 星野家住宅）
［写真説明］ 山梨のひな祭りは旧暦の４月。国指定重
要文化財 星野家住宅の広間の奥には、ひと
足早く歴史を語る享保雛が飾られます。表
紙の写真は、大月さくら祭り（今年は３月
30日に開催）のひとこまです。60体余りの
古式ゆかしい人形が、今もなお訪れる人々
を楽しませてくれています。
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

２月のロータリーレート

