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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

母子の健康月間

寄付ゼロクラブ ― ゼロを達成しよう！
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）
桜の花が咲き誇る、美しい季節がやってまい
りました。日本において 4 月は新しい年度の始

１．5 歳未満の幼児の死亡率と罹患率の削
減

まりでもあり、入学式や入社式でさわやかな期

２．妊婦の死亡率と罹患率の軽減

待にあふれた、また、変化の月でもあります。

３．より多くの母子に対する基本的な医療

皆さんがこのガバナー月信を手に取られる頃に

サービスの提供、地域社会の医療／保

は、新年号も発表されていることでしょう。

健関係のリーダーと医療提供者を対象
とした母子の健康に関する研修

★「母子の健康」月間によせて
４月は「母子の健康」月間です。これも、ロー
タリー財団の 6 つの重点事項のうちのひとつで

４．母子の健康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
奨学金の支援
私たちは、ロータリー財団への寄付を通して

す。
毎年、５歳未満で命を落とす子どもは、世界

6 つの重点事項に寄与しています。今年度も残

で推定 590 万人。その原因は、栄養失調、適切

すところ 3 カ月となりました。2 月末日時点で

な医療や衛生設備の欠如など、どれも予防が可

年次寄付ゼロクラブは 20 クラブございます。今

能なものばかりです。

年度まだ手続きをされていないクラブは、送金

「予防可能な原因で母と子どもが命を落とすよ

日からデータが反映されるまでにも時間がかか

うなことがあってはならない」という考えから、

ることから、なるべく早めのご対応をお願いい

国際ロータリーは、すべての母子が質の高い医

たします。

療を受けられるよう、そして、出産で命を落と
す母親がいなくなり、子どもがすくすくと成長
できるよう、支援活動を行っています。具体的
な活動は下記の通りです。

★次年度へ「つなごう」！
さて、次年度へ向けた 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を
経て、今月 7 日にはその集大成の地区研修・協

◇教育、予防接種、出産キット、移動クリニッ

議会が開かれます。各クラブは地区研修・協議

クなど、ありとあらゆる方法で母子の健康

会を受け、7 月 1 日からの新年度へ向けた準備

を推進

を万全に整えてください。

◇女性を対象に、ＨＩＶ母子感染の予防、母
乳による授乳、病気の予防に関する教育

先にも述べましたが、今年度は残すところあ
と 3 カ月。地区目標の進捗状況を確認してくだ
さい。また、会員増強・維持に努めてください。

なお、グローバル補助金はロータリーの 6 つ

また、クラブの活動がバリー・ラシンＲＩ会長

の重点分野に該当し、持続可能かつ測定可能な

の指針に添えたかどうかを計ることにもつなが

成果をもたらす大規模な国際的活動を支援する

りますので、ぜひロータリー賞にチャレンジし

ものです。その中で「母子の健康」分野は、次

てください。よろしくお願いします。

の４項目を目標としています。
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地区チーム研修セミナー報告
次期地区幹事

中村 皇積（浜松ハーモニーＲＣ）
快晴の 2 月 16 日、グランドホテル浜松で次期地区
研修委員会、地区チーム研修セミナーを開催いたし
ました。大月をはじめ山梨県からお越しくださる皆
様も多く、天候を心配しておりましたが、無事に当
日を迎えることができました。
地区研修委員会は、ガバナー、ガバナーエレクト
がクラブと地区のリーダーに研修を行い、地区の研
修計画全般を監督する上で支援する役割を担います。
次年度関連では地区チーム研修セミナー、会長エレ
クト研修セミナー、地区研修・協議会にてご指導を
賜ります。
午前中に開催した次期地区研修委員会には、星野ガ
バナー、生子次期地区研修委員長をはじめ、次年度
のＲＩテーマバッジを着用された 16 名の皆様にご出
席いただきました。「今日から安間年度の第１歩が始
まる」とのガバナーのご挨拶に始まり、地区目標（案）
と委員会別事業概要および各研修委員の役割分担の
確認がなされました。
午後の地区チーム研修セミナーには、次期地区研
修委員会の皆さんに加え、次期ガバナー補佐、次期
地区委員会メンバーの皆さんにご出席をいただきま
した。開会にあたり古川雅康次期財務委員会委員長
が「マーク・ダニエル・マローニー次期ＲＩ会長のテー

マ『ロータリーは世界をつなぐ』のもと、次期地区チー
ムのメンバーが心構えを学ぶ機会としたい」と挨拶。
資料説明では、冊子内容のほか当日お配りした次年
度地区バッジの説明を私からさせていただきました。
音符と五線譜は「音楽の街」浜松市とハーモニーＲ
Ｃにちなんでお作りしたこと、表面がキラキラ光る
よう工夫したのはロータリーと地区チームの皆様に
輝いていだだきたいとのガバナーエレクトの願いが
込められていることを説明いたしました。
安間エレクトのＲＩ会長テーマの解説と次年度方
針説明では、冒頭でマローニーＲＩ会長エレクトが
テーマを発表された時の動画を放映した後、7 月から
新しくなるＲＩ戦略計画を説明し、次年度地区目標
（案）をお示しいたしました。
続いて、委員会別に次年度事業計画・予算の検討
がなされました。会員増強・維持委員会では、委員
を兼任する次期ガバナー補佐 8 名が参加され、グルー
プを挙げての増強計画の検討と活動方針が共有され
ました。
委員長発表では、７名の委員長から詳細な事業計
画と意気込みをお示しいただき、安間ガバナーエレ
クトの総評の後、閉会点鐘となりましたが、その鐘は、
「始まり」を告げる音に聞こえました。

2020 年ロータリー平和フェローシップ候補者募集中！
毎年、世界中から選ばれる最高 100 人のフェローがロータリー平和センター提携大学で学んでいます。
フェローシップには授業料・入学金の全額、滞在費（宿舎・食費）、往復航空券、インターンシップと実
地体験の費用が含まれます。ロータリー平和センターは、これまで平和構築の分野のキャリアを志す 1,000
人以上の人材を輩出してきました。その多くは国連や世界銀行といった国際機関や草の根のＮＧＯでリー
ダーシップを発揮し、より平和な世界を築くために活躍しています。
すでに各クラブへレターを送らせていただいた通り、2020 年のフェローシップの募集を 5 月 31 日（金）
までウェブサイト（www.rotary.org/ja/peace-fellowships）で受け付けています。問い合わせは地区ロー
タリー財団事務所（E-mail drfc@ri2620.gr.jp TEL054-274-2622）へ。
ロータリー財団委員長

曽根 眞人（富士山吉原ＲＣ）
地区チーム研修セミナー
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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

静岡第 3 グループＩＭ報告
静岡第 3 グループ
ガバナー補佐

淺原 諒蔵（静岡 RC）

分区からグループに変わって初めてのＩＭを、静岡Ｒ
Ｃをホストに 2 月 17 日、グランディエールブケトーカ
イで開催いたしました。
当日は静岡市長、静岡商工会議所会頭、並びに星野喜
忠ガバナーを来賓としてお迎えし、300 名を超すロータ
リアンが参加して盛大な会となりました。
「インスピレーションになろう」のＩＭテーマのもと、
日本銀行静岡支店長の竹内淳様に「変貌する静岡：現状
と課題」と題した記念講演を賜りました。
私達が暮らす静岡をより良くするためには、いかなる
行動を起こしてインスピレーションとなるべきか、指針
を与えていただきました。
静岡第 3 グループの 12 ＲＣは同じ市内にありながら、
異なる分区に所属していたため、これまで一堂に会する
機会がありませんでしたが、今回初めて 12 ＲＣが結集
したＩＭとなりました。
その結果、これまで同じ市内にありながらあまり交流

の無かったクラブ同士が、静岡第 3 グループという新し
い絆で一つになり、友情を育み親睦を大いに深めること
ができました。
開催にあたり、大勢の皆様にご協力を賜りましたこと
に感謝申し上げます。

静岡第 2 グループＩＭ報告
静岡第 2 グループ
ガバナー補佐

山口 和一（沼津 RC）

静岡第 2 グループは、静岡県側の富士山半周を取り巻
く 5 市 2 町 12 クラブ 442 名で構成され、当日は約 350
名のご参加をいただき盛大に開催することができまし
た。本年度から新しいグループ構成となったことから、
私自身、新しいグループの中で新たにロータリーの友情
を深めたいとの思いがありました。そして、新しいグルー
プ内には、日本のロータリーの祖である米山梅吉翁の記
念館がある長泉町があり本年度からは第 2 グループが大
きく関わっていかなければならないと考えました。そし
て、まずは米山梅吉翁を知ることが不可欠であると考え、
ＩＭのテーマを「絆・新しい出会い」とし、サブテーマ
を「～米山梅吉翁を知る～」とさせていただきました。
講師には沼津から初めて真打となられた三遊亭朝橘師
匠をお招きし、米山梅吉翁の生い立ちやエピソードを存
分に語っていただきました。なお、記念品として「新隠
居論」の小冊子を制作しました。監修は米山梅吉記念館

の市川学芸員にしていただき、背広の内ポケットに入る
サイズとし、我々ロータリアンのバイブルになれば幸い
です。難しい理屈は抜きにして、楽しみながら研修をし、
各クラブからの自己紹介で情報交換を行い、懇親会では
新しい出会いと絆を築いていただける有意義な一日で
あったと思います。

静岡第 4 グループＩＭ報告
静岡第４グループ
ガバナー補佐

村松 英昭（藤枝 RC）

静岡第 4 グループ IM を 3 月 3 日、藤枝市のホテルオー
レで開催いたしました。会員 225 名が出席し、盛大に挙
行いたしました。当グループは旧第 5 分区の 6 クラブと
旧第 6 分区の 4 クラブの計 10 クラブで構成されています。
大井川を境に今までほとんど交流のなかったクラブ同士
です。今回のＩＭテーマ「新たなる出発、新しい仲間と
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共に」のもと、親睦と交流を図りました。
静岡第 4 グループの新しい仲間と絆を強め、各クラブ
の繁栄を祈念して開運ダルマの目入れ式を行いました。
このダルマをＩＭ担当クラブが順次受け継ぎ、10 年後に
すべてのクラブが担当を終えた時、満願成就となり両目
に目が入る予定です。安部寛次期ガバナー補佐へ開運ダ
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ルマを引き継ぎました。また、記念講演は「ビジネ
スでも人生でも活かせるドラッカー」と題し、中溝
一仁氏に講演していただきました。懇親会ウエルカ
ムコンサートでは藤枝順心高校アルプホルン部、コー
ラス部に出演していただき、女子高校生の歌声に出
席者全員が心洗われ、感動しました。終始なごやか
な懇親会となり、静岡第 4 グループの会員が一つに
なった記念すべき一日でした。

山梨第 3 グループＩＭ報告
山梨第 3 グループ
ガバナー補佐

立川

茂（甲府南ＲＣ）

山梨第 3 グループのＩＭを 3 月 9 日セレス甲府にて、
星野ガバナーのメッセージ「新しいグループ編成のス
ムーズな定着」を受け、「お互いを知る」をキーワード
に出席者数 176 名で開催いたしました。
個々のクラブはたとえ少人数でも高い意識を持ち、各
種団体と共に長きに渡り地域に密着した活動を行い高い
評価を得ています。クラブの中核をなすそれらの事業に
ついて、映像を用いてお互いに発表し大いに自慢し合い
ました。新しく山梨第 3 グループ 10 クラブの会員名簿
を作成し、プログラムや食事は甲府南 RC の通常の例会
スタイルで、全会員が自クラブの名札とタスキを掛け、
テーブルの席はクラブ毎にまとまらないよう工夫して、
「グループは一つ」を体感しながら充分に交流が図れる
よう配慮しました。記念事業では、「子供の貧困」に取
り組んでいる認定 NPO 法人フードバンク山梨と一般社
団法人・育みの会に目録を贈呈しました。子供の貧困問
題は、近年メディアでも大きく取り上げられています。
今回のＩＭでは懇親会を無くす等、経費をできるだけ節
約することを全クラブが賛同し、ここに至りました。

今回の試みが新た
な奉仕活動の試金石
となり、これからの
グループの結束とク
ラブ間の交流に繋が
ることを確認して閉
会致しました。

静岡ローターアクトクラブ創立45周年記念式典報告
静岡ローターアクトクラブ
会長

豊泉 慶亮

静岡ローターアクトクラブ創立 45 周年式典を 2
月 23 日、浮月楼別館「薫風の間」で開催いたしま
した。総勢 47 名の皆様にご登録いただき、盛大な
式典の開催を成功することができました。提唱クラ
ブの静岡ＲＣの皆様の多大なるご支援と、ローター
アクターの仲間の協力あってのことと感じておりま
す。また、諸先輩方が長年クラブの発展に尽力なさっ
たことで成り立っているものであり、そこには感謝
と敬意の念を抱きます。メインプログラムでは、当
地区内で最も歴史のある島田ローターアクトクラブ
ＯＢの岡平浩登様をお招きし、ローターアクトの魅
力についての卓話をいただきました。岡平様はロー
ターアクトの歴史を振り返りながら、今後のロー
ターアクトへ抱かれている期待について話されまし
た。現在、会員の約半数が新会員で構成されている

静岡ローターアクトクラブにとって、卒業生による
卓話は非常によい勉強となりました。
今後もクラブの発展のために会員一同力を合わせ
ていくことを誓い、ご報告とさせていただきます。

静岡第３グループＩＭ／静岡第２グループＩＭ／静岡第４グループＩＭ
山梨第３グループＩＭ／静岡 RAC 創立 45 周年記念式典
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インスピレーションになろう

米山記念奨学生「期間終了式」および地区米山学友会創立10周年記念式典報告

米山記念奨学委員会
委員長

長田 達彦（笛吹ＲＣ）

2018 学年度米山記念奨学生「期間終了式」および
ＲＩ第 2620 地区米山学友会創立 10 周年式典を 3 月 3
日、米山梅吉記念館で開催いたしました。
当日の午前中は米山記念奨学生 19 名、カウンセラー
19 名、大学関係者 7 名、地区役員・委員 16 名、米山
学友会 4 名の計 65 名が参加。星野喜忠ガバナー、井
上雅雄アドバイザーから挨拶をいただき、米山記念
奨学生には修了証と記念品が、1 年間奨学生を温かく
見守っていただいたカウンセラーには感謝状と記念
品が贈呈されました。カウンセラーを代表して甲府
ＲＣの堤明伸カウンセラーから 2 年間の思い出や贈
る言葉を、米山記念奨学生を代表してマイティ・ホン・
ズンさん（世話クラブ・甲府ＲＣ）から感謝の言葉
を述べていただきました。お二人の言葉をお聞きし、
米山記念奨学事業の目的である日本と母国を結ぶ懸
け橋となって国際親善の役割を担ってもらえること
を、心から実感いたしました。
引き続き、公益財団法人米山奨学会の齋藤直美理事
長をはじめ安間みち子ガバナーエレクト、小林聰一
郎ガバナーノミニー・デジグネート、パストガバナー
等、大勢の地区内外の役員、歴代の米山委員会委員長、
学友にご参集いただき、期間終了式を終えたばかりの
奨学生および世話クラブカウンセラーとともに当地
区米山学友会創立 10 周年記念式典が賑やかに開催さ
れました。「誕生 :『歩み』」で創立以来の 10 年間を振
り返り、「現在に感謝 :『友情』」と題して現状の活動
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米山記念奨学生
「期間終了式」および
地区米山学友会創立10周年記念式典報告

を紹介し、「未来に向けて :『展望』」では影山忠弘次
期米山委員長と第三代米山親善大使のボロルトヤさ
んにより次の 10 年への展望が示されました。約 110
名の参加者により、ささやかな懇親記念パーティー
を記念館のロビーで行い心に残る創立記念式典とな
りました。
一年間お世話をしていただきました世話クラブ・カ
ウンセラーの皆様、また、ご支援・ご協力いただい
た当地区ロータリーアンの皆様、また遠隔の地より
学友会の記念式典に御参席を賜りました大勢の米山
記念奨学事業関係者の皆様に心より感謝を申し上げ、
米山記念奨学生「期間終了式」および「ＲＩ第 2620
地区学友会創立記念式典」の開催報告とさせていた
だきます。
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①入会日
③趣味

お 知 ら せ

②職業分類

鈴木 義一

山梨第３グループ
甲府南ＲＣ

静岡第２グループ
裾野ＲＣ

①2019年1月15日
②装身具卸
③旅行

①2019年1月23日
②自動車教習業
③ジャズ音楽鑑賞・家庭
菜園・クラシックカー

大谷 裕也

柳原 一貴

静岡第２グループ
富士宮西ＲＣ

静岡第 5 グループ
浜松ＲＣ

①2019年２月１日
②測量・土木・
建設コンサルト
③音楽・ゲーム

①2019年2月5日
②新聞配布
③ゴルフ・音楽鑑賞

深井 建博

森田 克彦

静岡第 5 グループ
浜松ＲＣ

静岡第２グループ
富士山吉原ＲＣ

①2019年2月5日
②経営コンサルタント
③読書・サッカー

①2019年２月14日
②日本料理 寿司
③旅行

◎清水RC

６月例会より例会場を変更いたします。例会曜日・
時間は変更ございません。
例会場：シーグランデ清水ステーションホテル
〒424-0816 静岡市清水区真砂町 3-11
TEL：054-367-5300

大野木幸司様

報

日
（曜日）
7
（日）

予定表

行事予定

場

所

ホスト

アクトシティ浜松

第１・第 2・第 3 ゾーン
国際ロータリー会員基盤向上セミナー

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

28
（日）
・29
（月） 第 31 回全国ローターアクト研修会

5

浜松 RC

地区研修・協議会

8
（月）
・9
（火）

4

（享年 66 歳）
2019年2月10日
ご逝去

４月・５月
月

例会場変更

訃

遠藤 一也

ガバナーエレクト事務所

福岡国際会議場

ローターアクト研修会

11
（土）

せせらぎ三島ＲＣ創立 30 周年記念式典

三島プラザホテル

せせらぎ三島ＲＣ

11
（土）

清水中央ＲＣ創立 30 周年記念式典

マナーハウスエリザベート

18
（土）

地区公共イメージ向上セミナー

静岡産学交流センター

19
（日）

山梨第 1 グループＩＭ

ホテル鐘山苑

富士吉田ＲＣ

ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢

Ｄ 2610（石川・富山）
甲府東ＲＣ
ガバナーエレクト事務所

25
（土）
・26
（日） 第 24 回全国青少年交換研究会
25
（土）

甲府東ＲＣ創立 30 周年記念式典

岡島ローヤル会館

25
（土）

地区公共イメージ向上セミナー

米山梅吉記念館ホール

今 月 の

清水中央ＲＣ

7F 小会議室 ガバナーエレクト事務所

表紙写真説明

［担当ＲＣ］ 都留ロータリークラブ
［撮 影 者］ 渡辺信彦会員（都留ＲＣ）
［写真説明］ ３月９日、第 22 回都留ＲＣ杯ジュニアサッ
カーフェスティバルが市内玉川グラウン
ドで開催されました。各チームにとって
今年度最後の大会です。普段出場できな
い選手も元気にプレーしました。
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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

４月のロータリーレート

