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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

水と衛生月間

ロータリー賞へのチャレンジ
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。庭先の花々に春の訪れを感
通えず、つらい境遇を強いられています」とロー
じる美しい季節となりましたと同時に、花粉の飛
タリー財団は訴えます。また、3 月 22 日は国際連
散も多くなりまして、花粉症の皆様にとりまして
合により定められた「世界水の日」でもあります。
は一番厳しい時期に入りましたが、いかがお過ご
国際ロータリーでは「水と衛生」に重点を置いて
しでしょうか。
おり、きれいな水と衛生設備をもたらす活動に懸
下期に入り、周年事業やＩＭで皆様にお目にか
命に取り組んでいます。
かる機会がございます。今年度からグループが再
これらのことに思いを寄せ、私たちロータリア
編成されましたので、年度前に「グループの定着
ンは「何ができるか」共に考え、手を取り合って
を」と呼びかけました。ＩＭにお邪魔して感じて
協力いたしましょう。
いるところですが、
新しい編成で迎える「第 1 回目」
★ロータリー賞の獲得を目指しましょう
のＩＭの成功に向け、ガバナー補佐と実行委員長
を中心にプログラムを工夫されており、それぞれ
さて、
2018 ～ 2019 年度のロータリー賞には
「ロー
の新しいグループの活性化された新たなパワーを
タリークラブ対象」
「ローターアクトクラブ対象」
感じることができ、安堵とともに大変うれしく存 「インターアクトクラブ対象」の 3 種類あります。
じます。
そして、さらにそれぞれに対し「ロータリー会長
特別賞」が設けられています。昨年 2 月の地区チー
★「水と衛生」月間によせて
ム 研 修 セ ミ ナ ー、3 月 の 会 長 エ レ ク ト 研 修 セ ミ
3 月は「水と衛星」月間です。これも、
ロータリー
ナー、4 月の地区研修・協議会を通してロータリー
財団の 6 つの重点事項のうちのひとつです。ロー
賞についてご説明させていただきました。6 月末
タリー財団は地元や海外でのプロジェクトや活動
まで、残り 4 カ月となりました。それぞれのクラ
のための補助金を提供することで、世界に変化を
ブ会長・幹事の皆様を中心に、ロータリー賞の項
もたらしています。
目に再度目を通して、クラブの進捗状況を確認し
てください。ロータリー賞を獲得できるクラブが
◇一日に安全な水を提供するのに必要なコス
ひとつでも多くありますよう、願っております。
ト―24 ドル
◇ロータリーとＵＳＡＩＤパートナーシップ
により、質の高い衛生設備が利用できるよ
うになったガーナの学校―110 校
ロータリー賞について
◇安全な水と衛生設備をすべての人が利用
My Rotary のロータリー賞のページ
できるよう、ロータリーが掲げる目標年―
2030 年
をご参照ください。
「安全な水と衛生設備の利用は、すべての人がも
つべき権利。なのに、汚染水で病気になる人や命
を落とす人が後をたちません。未来を担うはずの
子どもたちは、水汲みなどの労働によって学校に
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http://my.rotary.org/ja/newsmedia/office-president/rotarycitation
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地区職業奉仕セミナー報告
職業奉仕委員会
委員長

相川 義美（都留ＲＣ）

地区職業奉仕委員会は今年度の事業として、１月の
職業奉仕月間に合わせて職業奉仕についての理解を深
める機会にしたいと考え、「地区職業奉仕セミナー」を
１月 26 日に都留市の山梨県男女共同参画推進センター
「ぴゅあ富士」で開催いたしました。
当日は、大変寒い中、星野喜忠ガバナー、当委員会
アドバイザーの髙野孫左ヱ門パストガバナーをはじめ
地区役員の皆様、クラブ会長および職業奉仕委員長等
の約 170 名にご参加いただきました。心より感謝申し
上げます。
セミナーの講師には、元ＲＩ理事・元ＲＩ職業奉仕
委員長を務められた国際ロータリー第 2830 地区の黒田
正宏パストガバナー（八戸南ＲＣ）を講師に迎えるこ
とができ、大変光栄に存じます。講師の黒田様を紹介
してくださいました国際ロータリー第 2580 地区の多
田宏パストガバナー（東京神田ＲＣ）もご出席くださ
り、深く感謝申し上げます。講演のテーマは「職業奉
仕の過去・現在・将来」で、平成最後の職業奉仕セミ
ナーに相応しいものでした。黒田パストガバナーは元
ＲＩ理事・元職業奉仕委員長としてご活躍され、今で
もＲＩの役職を務められており、まさに職業奉仕の第
一人者です。今回のセミナーが、職業奉仕を理解して、
さらなる職業奉仕を進めていくために、少しでも今後
のロータリー活動のお役に立つことを願っております。
黒田パストガバナーは、講演のまとめとして、次の 13
項目を挙げられました。
１．職業奉仕は、ロータリーの核心。
２．職業奉仕は、地域で奉仕を行う土台。
３．ＲＩと日本で、基本的には、職業奉仕の歩みや
原則にズレはない。
４．しかし現在、ＲＩの戦略計画にＤＬＰやＣＬＰ
の規定審議会の結果が加わり、ＲＩは職業奉仕
関連も少しずつ変化させている。
「四つのテスト」
の実行だけで十分としている印象。
５．経費節減のため、ＲＩ職業奉仕委員会がグロー
バル・ネットワーキング・グループ委員会（地
区では社会奉仕委員会）の中に統合された。し
かし、クラブと地区は自由でありその裁量によ
り任される。（2019 年 7 月から実施）
６．「職業分類」という言葉の廃止がＲＩ理事会で検
討されたこともある。一業種一会員制への疑問
も出ている。
７．ＲＩで「カウボーイ精神のシンプルさ」が強調
されたが、日本人ロータリアンの心に合致しな
いのでは？
８．各クラブはロータリークラブ定款に反しない限
り、自主的に、柔軟性をもって戦略計画を作成
する。その内容の可能性を他クラブ、他の地区

やＲＩは尊重しなければならない。
９．2019 年 4 月の規定審議会で「ロータリーの目的」
の前文や第 2 項も検討される。要注意。
10．例会でロータリー情報の提供を行う。
11．ＲＩの欧米的な考え方に、日本の文化や伝統、
クラブの個性を加味して「温故創新」という前
向きの心で挑戦して、実践する。
12．その活動例を My Rotary やＳＮＳなどで日本の
会員、クラブや地区から世界に発信する。
13．規定審議会に日本の各地から案件を提出する。
110 数年前にシカゴロータリークラブは、会員の親睦
と相互扶助を出発点としましたが、すぐに社会的、理
論的責任を自覚しました。職業奉仕はこの社会的・理
論的責任感を育成しながら、自分の職業に誇りを持ち、
お客様へ真心を込めて仕事を実践することだと話され
ました。また、講演の中で話されていた「職業奉仕の
手引き：実践しよう」と講演で使われたパワーポイン
トのデータが必要なクラブは、ガバナー事務所へ連絡
してください。

地区職業奉仕セミナー報告
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第 2 回受入学生・派遣候補生オリエンテーション報告
青少年交換小委員会

川上 明彦（甲府ＲＣ）
第２回受入学生・派遣候補生オリエンテーションを１
月 26、27 の両日、御殿場の東山荘で開きました。1 日
目は両学生のスピーチが中心のプログラムで、派遣候補
生の 3 名は自己紹介を英語で行いました。日本や当地区、
自分の住む街、家族や学校、趣味や特技、日本の文化な
どの発表を 8 分の持ち時間で行います。 自己紹介スピー
チは、派遣先クラブの例会やオリエンテーションで行う
ことを想定しており、学生の人柄を印象付ける重要なも
のなので、委員会メンバーも真剣そのもの。良い点や悪
い点を具体的に伝えます。当日は ROTEX も数名参加
してくれました。先輩からのアドバイスは、大変参考に
なったと思います。続いて、日本語で持ち時間 2 分での
「両親の職業について」のスピーチも実施。子ども達の
視点から見る親の職業は、大人には無い感覚で、とても
新鮮でした。
受入学生の 5 名は、「日本の生活で
思うこと」というテーマで、日本語で
スピーチを行いました。日本に住んで
みて驚いたことや、家庭や学校での生
活、好きな食べ物、嫌いな食べ物、残
りの時間をどう過ごしていくつもりな
のかなどを発表。それぞれが日本での
生活を楽しんでいる様子が伝わってき
ました。

２日目は危機管理研修を実施。なぜ危機管理が必要な
のか、また、問題が起こった時の対応の仕方などについ
て学びました。その後は受入学生、派遣候補生、次期
受入クラブに分かれて、それぞれの研修を実施。受入学
生は、前日に日本語レベルチェックとして日本語で書い
てもらった「残りの期間でやってみたいこと」の資料を
チェックしつつ、日本での生活状況の聞き取りなどを行
いました。派遣候補生は派遣マニュアルによる研修を、
次期受入クラブはマニュアルの確認と今後の手続きにつ
いての研修を行いました。
２日間のオリエンテーションは、参加者全員にとり大
変充実したものになったと思います。残りの期間、派遣
候補生は準備を万全に、受入学生は日本語の取得や文化
への理解を深めてもらうべく、委員会が一丸となって頑
張ってまいります。

第 4 回日台韓 3 カ国ローターアクト親善会議報告
静岡ローターアクトクラブ

冨永 里紗
第 4 回日台韓 3 カ国ローターアクト親善会議が 1 月
11 ～ 13 日、韓国ソウル市内で開かれ、日本から 13 名
が出席しました。当地区からは甲府南ＲＡＣ 1 名、静岡
ＲＡＣ 2 名が参加。日本、台湾、韓国のロータリアン会
員数はアジアＴＯＰ 5 で文化が似ていて、地理的にも近
い位置にあります。そんな 3 カ国のローターアクターの
交流と国際奉仕活動を目的に 2016 年 5 月 27 日に韓国ソ
ウル市内で初開催。その後、日本（沖縄）、台湾（桃園）
を経て、今回を迎えました。ウェルカムパーティー、各
国代表による国やクラブの紹介、グループワーク、観光
などのプログラムを通し、クラブ間の交流拡大と姉妹ク
ラブの締結、国際奉仕活動の企画と運営、会員間の親睦
と文化交流等、多くの成果を得られる機会となっていま
す。
この会議が終了した翌日、次年度のＲＩ会長テーマ
“ROTARY CONNECTS THE WORLD” が 発 表 さ れ ま
した。日本は島国なので、世界とつながりたければ積極
的に進み出ないといけません。それぞれの国は外交に関
して問題を抱えているかもしれませんが、私たちロー
ターアクターは自国の “ ソフトパワー ” として、世界と
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受入学生・派遣候補生オリエンテーション報告
／日台韓 3 カ国ローターアクト親善会議報告

つながる役割を担っていると思います。
今後も定期的な開催を通して互いの文化を理解し、親
睦を深め心がつながる事により、アジアから平和促進に
寄与していきたいと考えています。次年度は日本で開催
されるため、多くのローターアクターに参加していただ
きたいです。
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第 1 回ＲＬＩミーティング報告
ＲＬＩ準備室
委員長

野口 英一（甲府ＲＣ）

ディスカッションリーダー（以下、ＤＬ）候補者を対
象に 2 月 3 日、第 1 回ＲＬＩミーティングを米山梅吉記
念館で開きました。星野喜忠ＤＧをはじめ、地区戦略計
画委員会のメンバー、ガバナー補佐、ＤＬ候補者の合計
42 人が参加しました。
冒頭で星野ＤＧは「かつてＲＬＩの導入を試みたが実
らなかった。私たちなりのＲＬＩを完成させていき、次
の世代につなげたい」と挨拶。その後、髙野孫左ヱ門
ＲＩ研修リーダーが「ＲＩ研修リーダーは国際協議会で
ファシリテーターを務めるが、主観を控え、ＲＩから提
供される情報を全参加者へ同じように伝えることが最大
の役割。ＤＬも、それぞれのロータリー経験を伝えるの
ではなく、トレーニングを受けて日本のロータリアン
の質を高めることが役割だと思う。『行け』と言われて
嫌々来たという
人も、帰る時に
は『よし！やろ
うじゃないか』
と前向きになっ
ていることを望
む」と述べられ
ました。続いて
私から「松村Ｄ

Ｇ年度に導入が決まり、当時の星野ＤＧＥ、安間ＤＧＮ
と三世代のＤＧの皆さんが導入の方向で一致した。Ｒ財
団管理委員の北清治さんに相談し、去年ＲＩＤ 2770 へ
話を伺いに行った。地区大会で井原ＰＤＧに講演とデモ
ンストレーションをしていただいた。各クラブにそのＤ
ＶＤが届いているので見てほしい」と伝え、講師の元Ｒ
Ｉ研修リーダーでＲＩＤ 2770 ＰＤＧの中村靖治氏を紹
介させていただき、「ロータリーを語ろう～ＲＬＩに参
加しましょう～」と題した講演に移りました。
中村ＰＤＧは①ＲＬＩが誕生した経緯②アクティブ
ラーニング方式で自ら発信する力を着けること③ロータ
リアンは語るのは上手だが語らせるのは下手なのでＤＬ
の合言葉は「語るな、語らせよ」で、語らせるのが重要
だということ④ロータリーは成人教育の最も優れた実験
場であり、クラブの価値は「そのクラブがいかなる人材
を育てたか」ということによって量られること⑤ＲＬＩ
は特定のエリートを育てるわけではなく沸き立つ思い
を伝え合うこと⑥見たり聞いたりすることで習得率は
80％に上がること―などと話されました。昼食を挟み午
後の講演では、ＤＬとしての心構え、大切なポイント「偏
見を持たないこと、気転がきくこと、分析できること」
についてや質問の仕方とさばき方、応答の仕方などにつ
いて説明されました。

第 1 回アジア第 2 ゾーン代表者会議報告
ローターアクト地区代表

中尾 宏行（甲府南ＲＣ）
2018 ～ 19 年度第 1 回アジア第 2 ゾーン代表者会議が
2 月 3 日、神奈川県小田原市内で開かれました。今回の
会議では、全国研修会の進捗状況や、2022 ～ 23 年度の
全国研修会ホストのコンペ、新しい運営規則案について
協議されました。全国研修会のコンペの結果、
ＲＩ第 2600 地区（長野）が開催することと
なりました。ローターアクトとオリンピック
を繋げた「アクリンピック」がメインプログ
ラムとなっています。
「全国ローターアクター
が集まるからできること」「2600 地区は日本
のど真ん中」を掲げ、長野の力強さ・チーム
ワークを大きく感じることができました。
7 月 1 日に改定・執行される新しい規則に
より、全国研修会のホストは輪番制になりま
した。当地区は 2032 年に担当となります。
つまり 2027 年には開催準備を行なわなけれ
ばならず、全国研修会開催に対応できるよう、
今から会員増強等を行なわなければならない
と強く感じました。
今年度、次年度開催される〔2700 地区（福

岡）→ 2760 地区（愛知）〕全国研修会の準備報告につ
いては非常に順調だと感じました。今年度の全国研修会
へは、当地区から 14 名と大勢向かうので、実りある研
修会となるよう期待いたしております。

第１回ＲＬＩミーティング報告
／ＲＡ第２ゾーン会議報告
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第４回地区戦略計画委員会、第４回地区諮問委員会報告
地区幹事

小俣 理美（大月ＲＣ）
第４回地区戦略計画委員会と第４回地区諮問委員会
を２月２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・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 19 名の皆さんにご出
席いただきました。次年度に関わる資料の説明のほか、
ＲＬＩの進捗状況と今後の予定確認などが行われ、松
村議長によるリードのもと、議事をすすめました。
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、渡邉脩助・井上雅雄・牧田静二・中山正邦ＰＤ
Ｇにご出席いただきました。また、今回は 2021 ～ 2022
年度の中尾均地区幹事および小澤勇・鈴木信行・中川
則昭地区副幹事もオブザーバー出席され、合計 24 名
が出席。冒頭で星野ＤＧが挨拶をし、その後、野口議
長が会議を進行されました。第３回地区諮問委員会議
事録承認後、星野ＤＧから午前に開かれた地区戦略計
画委員会の報告をしました。続いて、安間ＤＧＥが国
際協議会の報告をされました。諮問事項に移り、安間
ＤＧＥから 2019 ～ 2020 年度にかかわる資料の説明と、

井上ＰＤＧから米山梅吉記念館 50 周年に関する現況報
告がありました。地区大会会計報告は渡辺康一郎地区
会計が行いました。報告事項で 18 項目については、安
間ＤＧＥと星野ＤＧが説明されました。
第５回地区戦略計画委員会、第５回地区諮問委員会
は６月 15 日（土）に同所で開催する予定です。

2019 - 20 年度地区組織と合同奉仕事業支援について
ガバナーエレクト

安間 みち子（浜松ハーモニーＲＣ）
＜次年度の地区組織変更について＞
地区委員会は、地区内各クラブの支援体制に他なり
ません。次年度はこれまでの各奉仕委員会をまとめ
て「奉仕委員会」に統合します。また、国際ロータリー
がクラブのために提供するプログラムを「ロータリー
プログラム委員会」に以下の通りまとめました。

奉仕委員会
職業奉仕
国際奉仕

社会奉仕
青少年奉仕

合同奉仕事業支援金

今回、地区組織を簡素化することで地区内のさま
ざまな規模、活動体制のクラブに効果的に対応でき
るようにしたいと考えました。これによりクラブの
支援をより強化したいと計画しています。
各クラブはそれぞれの実情にあった委員会構成にて
対応していただき、より良いクラブ運営につなげて
いただくことを期待します。

＜地区奉仕委員会の新しい支援体制について＞
「奉仕委員会」では、次年度２クラブ以上での「合

１事業 50,000 円 ― 100,000 円
先着・上限 25 事業

同奉仕事業」に地区として支援金を提供します。それ

ロータリープログラム委員会

単一クラブでは応えきれない＜少し大きなニーズ＞

インターアクト
ローターアクト
青少年交換
ロータリー友情交換等
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良いことを 地域でも！

地区戦略計画委員会・地区諮問委員会報告／
地区組織と合同奉仕活動支援について

は地域の＜新たなニーズ＞に対応してほしい、また
にも取り組んでほしい、そしてまた継続が難しくなっ
ている奉仕活動を合同でやることで＜継続可能とな
るニーズ＞に近隣クラブが手を携えて取り組んでほ
しいとの思いからです。ご活用ください。
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甲府南ＲＣ創立60周年記念例会・式典・祝賀会開催報告
甲府南ＲＣ会長

依田 道徳
１月 27 日、甲府南ＲＣ創立 60 周年記念式典を開催し、樋口雄一甲
府市長、星野喜忠ガバナーをはじめパストガバナーの皆様、親クラブ
の甲府ＲＣ梅本実会長をはじめ、県内ＲＣの会長、幹事と大勢のロー
タリアンの皆様、そして遠路はるばるお越しくださいました姉妹クラ
ブ、ＲＩ第 2690 地区児島ＲＣ渡辺好政元国際ロータリー理事はじめ
横田会長、会員の皆様など、多くのご来賓をお招きし、式典と祝賀会
を行いました。
創立60周年の記念事業として、スリランカの小学校内への舞踏場建
設を掲げ、建設助成金を送金いたしました。先日、無事に竣工式を迎
えました。今回の式典にはダミンカ・ガンガーナート・ディサーナー
ヤカ駐日スリランカ大使をお迎えし、記念講演を賜りました。
会員皆様のご協力により無事に記念式典・祝賀会を終えることがで
きました。
今年度のクラブのテーマは「60 周年～新たなステージへ～」です。甲府南ＲＣの 60 年の歩みは、世界に誇るべ
き歴史と伝統に支えられて今日へ受け継がれてきた素晴らしい財産といえます。そして今日からまた新たなステー
ジの始まりです｡ 甲府南ＲＣ会員一同、70 周年に向かってより力強い奉仕活動を展開していく覚悟でまいります。

静岡東ＲＣ創立60周年祝賀会報告
静岡東ＲＣ会長

杉田 至弘
静岡東ＲＣは昭和 34 年（1959 年）今上天皇のご成婚の年、静岡ＲＣを親クラブとして誕生しました。チャー
ターメンバーは 23 名、例会場は「松坂屋静岡店」。爾来 60 年、志を同じくして在籍された会員は現在の 50 名
を含め 364 名です。60 年は復興と目覚ましい発展を遂げた昭和の 30 年、自然災害、国際化、科学技術が進む
平成の 30 年でした。
私たちは国際レベルで行う活動から静岡東の独自事業まで多くの奉仕活動を手掛けてまいりました。
60 周年を迎えるにあたり、私たちが心掛けたのは 2 つ。一つは「ロータリーという団体とその活動をもっと知っ
てもらうこと」、もう一つは「60 周年という記念すべき誕生日を仲間
と祝い、これからの活動の糧を見出すこと」。一つ目は 1 月 9 ～ 15 日
に松坂屋静岡店で「ダウン症の天才書家 金澤翔子 共に生きる展」
を開催。「静岡東ロータリー 60 年の歩み展」を併催し、予想を超える
多くの方々の共感を得ました。二つ目は 2 月 7 日の祝賀会。ガバナー、
静岡市長、県教育長、静岡第 3 グループ会長・幹事、友好クラブ、卒
業生など出席者全員がロータリアンという楽しい有意義な会になり、
仲間たちと新しい時代の役割と意義を再確認いたしました。

甲府南ＲＣ創立60周年記念／
静岡東ＲＣ創立60周年
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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

静岡第 1 グループＩＭ報告
静岡第 1 グループ
ガバナー補佐

西原 孝次（三島ＲＣ）

静岡第 1 グループＩＭを 2 月 6 日、三島プラザホテルで
開催いたしました。当グループは、伊豆半島の旧第 1 分区
と第 2 分区の 9 ＲＣ、合計会員数は 274 名となりました。
伊豆半島は、ジオパークとして世界遺産となりました。伊
豆半島は何万年も前に出来た半島で、山々や天城連峰がそ
びえ立ち、下田や伊東に行くには、山を越えていかなけれ
ば交流ができません。ＩＭでは「伊豆半島のロータリーク
ラブは一つ」というテーマのもと、9 クラブが初めて一つ
になり交流を図る事ができました。
今回は三島ＲＣがホストとなり、静岡県立三島北高等学
校の郷土研究部の協力により、「三島の歴史と三島の歴史
散歩」をテーマに、世界遺産になった三島の水と生活との
関わりを発表していただきました。さらに、俗曲師のうめ
吉さんに音曲で華を添えていただき、参加者を楽しませて
くれました。
ロータリーの第 1 の目的は、親睦と友愛です。懇親会に
おいては、9 クラブのロータリアンが交流を図り、好意と
友情を深め大いに「エンジョイ・ロータリー」していただ
きました。

新 会 員 紹 介
河野

晶

学

鈴木 一吉

山梨第 2 グループ
甲府シティＲＣ

静岡第 5 グループ
浜松南ＲＣ

①2018年12月5日
②紳士服販売
③麻雀、
ゴルフ

①2018年12月13日
②電気工事
③合気道

斉藤 貴之

鈴木 隆司

加藤美代子

市川 秀之

静岡第 5 グループ
浜松南ＲＣ

山梨第２グループ
甲府東ＲＣ

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５グループ
浜北ＲＣ

①2018年12月13日
②証券
③ゴルフ、読書

①2018年12月14日
②総合建設請負業
③ゴルフ、
釣り

①2019年1月7日
②自動車販売修理
③ゴルフ

①2019年1月7日
②ペットトリマー
③カラオケ

①2019年1月7日
②縫製加工業
③ゴルフ、
写真

鈴木

森末 直樹

村松 博之

鮫田 光一

山梨第１グループ
甲府ＲＣ

淳

山梨第１グループ
甲府ＲＣ

静岡第４グループ
袋井ＲＣ

山梨第２グループ
甲府東ＲＣ

①2019年1月7日
②情報機器販売
③家族旅行、
犬の散歩

①2019年1月7日
②生命保険
③ゴルフ、
ランニング

①2019年1月８日
②建築設計
③スポーツ観戦

①2019年1月18日
②事務機器販売
③サイクリング

波多野浩太郎

鈴木 基義

藤田 将徳

恒吉 忠雄

静岡第５グループ
浜松南ＲＣ

静岡第５グループ
浜松南ＲＣ

静岡第５グループ
浜松南ＲＣ

静岡第２グループ
沼津ＲＣ

①2019年1月31日
②広告業
③絵画鑑賞

①2019年1月31日
②損害保険
③テニス

①2019年1月31日
②飲食業
③ゴルフ、
スキュー
バダイビング

①2019年2月1日
②ベアリング
③ゴルフ、
機械設計、
プログラミング

訃

水口

報

（享年

正宏様

83 歳）

御殿場ＲＣ

2019年1月26日ご逝去
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中込

①入会日
②職業分類
③趣味

静岡第1グループＩＭ報告／新会員紹介

安藤

（享年

幸史様

78 歳）

パワー浜松ＲＣ

2019年1月28日ご逝去

上原

勇七様
パストガバナー

RID2620 1991-1992年度ガバナー

（享年

85 歳）

甲府ＲＣ

2019年1月31日ご逝去
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の♪
おき
て
っ
と

私のレシピ

おなかに優しい
たまご雑炊
【材料】 水菜
卵
ご飯
本だしなど
しょうゆ
塩
水

山梨第 3 グループ
甲府南ＲＣ幹事

１／２束
１個
１杯
小さじ１杯
小さじ１杯
少々
300ml

細川 雅通さん

【手順】
１．水菜を 3 〜 4cm 幅に切り、卵をほぐしておきます。
２．鍋に水を入れて沸騰したら、本だしなど小さじ１杯、しょうゆ小
さじ１杯、塩、ご飯、水菜を入れ、弱火で 5 分ほど煮込みます。
３．卵を溶いて、全体に回しかけ、10 秒ほど置いてから混ぜて卵が
ふわふわになれば完成。

【コメント】
卵を入れた後すぐにかき混ぜず、少し置いてからかき混ぜることで、卵がだらけずフワフワになります。今回は水菜
を使用しておりますが、ほうれん草や小松菜、レタスなど、冷蔵庫にある葉野菜でアレンジが可能です。
ご飯は出来れば硬めの方が美味しくできあがります。

３月・４月
月

3

予定表

日

行事予定

場

所

地区補助金管理セミナー

アクトシティ浜松研修交流センター 52 研修交流室

ロータリー財団委員会

3
（日）

静岡第 4 グループＩＭ

ホテルオーレ藤枝

藤枝ＲＣ

3
（日）

米山奨学生期間終了式

米山梅吉記念館

米山記念奨学委員会

3
（日）

米山学友会設立10周年記念式典

米山梅吉記念館

学友委員会

9
（土）

山梨第 3 グループＩＭ

アピオ甲府

甲府南ＲＣ

9
（土）

地区補助金管理セミナー

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

16
（土）

第３回長期派遣候補学生オリエンテーション
第２回短期派遣候補学生オリエンテーション

米山梅吉記念館

青少年交換小委員会
青少年交換学友小委員会

16
（土）

地区補助金管理セミナー

三島市民文化会館

17
（日）

第 45 回ローターアクト年次大会

古名屋ホテル

23
（土）

静岡第 5 グループＩＭ

オークラアクトシティホテル浜松

浜松東 RC

23
（土）

地区補助金管理セミナー

山梨県 JA 会館

ロータリー財団委員会

24
（日）

第２回次期ガバナー補佐会議ＰＥＴＳ・会長エレクト研修セミナー

グランドホテル浜松

大会議室

7
（日）

ロータリー財団委員会
ローターアクト小委員会

大会議室

白馬スキーの集い 多地区合同派遣学生オリエンテーション 白馬岩岳スキー場 白馬東急ホテル
25
（月）
～27
（水）
ホスト：白馬 RC（D2600）
Ｄ 2600（長野）他合同

ガバナーエレクト事務所
青少年交換小委員会
青少年交換学友小委員会

地区研修・協議会

アクトシティ浜松

RI 第 1,2,3 ゾーン会員基盤向上セミナー 2019

ホテルオークラ東京別館

14
（日）

甲府西ＲＣ創立 45 周年記念式典

古名屋ホテル

甲府西ＲＣ

14
（日）

新米山奨学生カウンセラー研修会

米山梅吉記念館

米山記念奨学委員会

20
（土）

米山梅吉記念館春季例祭

米山梅吉記念館

米山梅吉記念館委員会

21
（日）

笛吹ＲＣ創立 55 周年記念式典

ホテル春日居

笛吹ＲＣ

21
（日）

榛南ＲＣ創立 40 周年記念式典

静波リゾートホテルスウィングビーチ

榛南ＲＣ

28
（日）

第 7 回全国インターアクト研究会

福岡国際会議場

インターアクト研究会

福岡国際会議場

ローターアクト研修会

8
（月）
・9
（火）

4

ホスト

2
（土）

28
（日）
・29
（土） 第 31 回全国ローターアクト研修会

今月の写真の説明
【担当ＲＣ】 富士吉田ＲＣ
【撮 影 者】 遠山喜一郎会員
（富士吉田ＲＣ）
【場
所】 山中湖湖畔
【写真説明】 2014 年３月 11 日撮影
マイナス７℃の山中湖
東日本大震災から３年「祈りの朝」

ガバナーエレクト事務所

訂正
ガバナー月信 2 月号に誤りがございました。訂正して深くお詫び申し上げます。
Ｐ .10

新会員紹介

村瀬 貴彦（富士山吉原ＲＣ）
【誤】 ②音楽・映画鑑賞 ③ダンス
【正】 ②生花販売 ③音楽・映画鑑賞、ダンス

Ｐ .11

地区補助金セミナー開催場所
３月２日（土）
【誤】三島市民文化会館大会議室
【正】アクトシティ浜松研修交流センター 52 研修交流室
３月16日（土）
【誤】アクトシティ浜松研修交流センター 52 研修交流室
【正】三島市民文化会館大会議室
白馬スキーの集い 【誤】３月 26 日（火）～ 28 日（木）
【正】３月 25 日（月）～ 27 日（水）

私のレシピ
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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

３月のロータリーレート

