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ガバナー挨拶

地区目標を達成しよう！

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）

　皆さん、こんにちは。4 月 1 日に新元号「令和」
が公表されました。万葉集にある歌の序文「初春
の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披
き、蘭は珮後の香を薫らす」からの 2 文字で、「人々
が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ。
梅の花のように、日本人が明日への希望を咲かせ
る国でありますように」との意味があります。わ
れわれも、希望を持って前へ進んでまいりましょ
う。
　次年度へ向けた研修の集大成の「地区研修・
協議会」は 4 月 7 日、アクトシティ浜松で開
催されました。次年度クラブ指導者の皆様が、
安間みち子ＤＧＥからマーク・ダニエル・マ
ローニー次期ＲＩ会長のテーマ “ ＲＯＴＡＲＹ　
ＣＯＮＮＥＣＴＳ　ＴＨＥ　ＷＯＲＬＤ ” の解説
やＲＩの方針および、地区目標と地区運営方針に
ついての説明を共有されました。各クラブにおか
れましては、会長・幹事エレクトを中心に、7 月
に迎える新年度に向けた万全な準備をすすめてく
ださい。

★ロータリー賞の獲得を目指そう！
　今年度は残すところ 2 カ月となりました。地区
目標達成の進捗情況を再確認してください。バ
リー・ラシンＲＩ会長が設定した「ロータリー賞」
につきましても、年度の活動を振り返る意味も含
め、再度確認してください。そして、ロータリー
賞の獲得を目指しましょう！

★ 5 月は青少年奉仕月間
　さて、今月は青少年奉仕月間です。インターア
クト、ローターアクト、青少年交換などはＲＩが
実践しているプログラムで、次世代を担う若者を
支援するプログラムです。インターアクトクラブ
は世界 159 カ国に 20,372 クラブあり、インター
アクターは 468,556 人います。当地区は今年度新

しい仲間を迎えました。静岡ＲＣを提唱クラブと
して静岡英和女学院中学校・高等学校インター
アクトクラブが仲間に加わりました。これによ
り、地区内のインターアクトクラブ数は 19 クラ
ブになりました。ローターアクトクラブは世界
184 カ国に 10,904 クラブあり、ローターアクター
は 250,792 人います。当地区には 5 クラブありま
す。そして、ロータリー青少年交換は世界 100 カ
国以上で実施されており、当地区は今年度 5 人の
学生の派遣と受け入れを行っています。未来を担
う若者が、ロータリーの奉仕の精神を学びながら
行動力とリーダーシップを養う素晴らしい機会と
なりますよう、期待しています。なお、インター
アクトクラブ、ローターアクトクラブ対象のロー
タリー賞もございます。提唱クラブはＩＡＣ、Ｒ
ＡＣと連携し、ロータリー賞獲得へ向け行動して
ください。

★ハンブルグで会いましょう！
　ハンブルグ国際大会は 6 月 1 ～ 5 日に開催され
ます。世界各国のロータリアンが集う年に一度の
国際大会は、奉仕活動へのインスピレーションを
得る機会にもなると思います。ハンブルグでお会
いできることを楽しみにいたしております。

青少年奉仕月間
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第２回次期ガバナー補佐会議および会長エレクト研修セミナー報告

第２回次期ガバナー補佐会議および会長エレクト研修セミナー報告
次期地区幹事

中村 皇積（浜松ハーモニーＲＣ）

　早咲きの桜が舞う 3 月 24 日、グランドホテル浜松
で会長エレクト研修セミナー（PETS）を開催いたし
ました。PETS は、会長エレクトが次年度の役割に備
え、次年度のガバナーとその補佐と会い、意欲を高
め協力関係を築くことにあります。星野喜忠ガバナー
のご挨拶に続き、生子哲男次期地区研修委員長から

「会員一人ひとりがクラブにとって大切な存在である
ことを自覚し、結束感に満ちたクラブとするために、
会長は、会員のモチベーションを高めながら、クラ
ブを成功に導いて欲しい」とのご指導をいただきま
した。
　今年は、マーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長
エレクトのメッセージ動画を放映いたしました。こ
の中でマローニー会長エレクトは、「皆さんの仕事は、
可能な限り最大限を達成することではなく、周りの
人が可能な最大限を達成できるように意欲を引き出
すことです。次年度に会員がベストを尽くしベスト
なクラブを作れるよう『つながり』に焦点を当てて
いただきたい」とのメッセージを送られました。
　続く、安間みち子ガバナーエレクトの RI テー
マの解説では、８カ国語に翻訳された “ROTARY  
CONECTS  THE  WORLD” が示され、併せて「ロー
タリーの奉仕を通じて、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」と
のテーマに込められた意味を解説されました。
　次年度地区運営方針と地区組織の説明では、「地区
の役割は地区内クラブを励まし、支援すること」、「地
区の委員会は、地区内クラブが地区を利用するため」
のものであることが強調されました。午前の結びに
は、古川雅康次期財務委員会委員長から次期地区予
算案の説明をさせていただきました。

　午後、次期ガバナー補佐は、第２回次期ガバナー
補佐会議に望み、会員増強、クラブ戦略計画策定の
必要性、合同奉仕時事業支援制度について、安間エ
レクトからの問いかけを受けました。
　各クラブ会長エレクトは、6 会場（各 13 名）にて
次期地区研修委員が進行役となり、「ＲＩ戦略計画と
クラブ戦略計画」についてディスカッション形式の
研修を受けました。「話を聞き、メモをとる」従来型
の研修ではなく、双方向、多方向のディスカッショ
ンは大いに刺激になったものと存じます。次期クラ
ブ幹事の皆さまには、クラブ幹事の役割とクラブ運
営について情報提供をさせていただきました。他地
区では幹事エレクト研修セミナー（SETS）を開催し
ているところもあるようです。
　この日は、ロータリーリーダシップ研究会につい
て野口英一 RLI 地区代表委員から、また、規定審議会・
決議審議会については髙野孫左ヱ門地区代表議員か
ら講義があり、充実した１日となりました。

第２回次期ガバナー補佐会議 RI テーマの解説をする安間ガバナーエレクト

星野ガバナーのあいさつ＝グランドホテル浜松
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ロータリー友情交換報告／
第 32 回「国際ロータリー交換学生スキーの集い」報告

ロータリー友情交換報告　～友情交換 and 絆の旅～

第 32 回「国際ロータリー交換学生スキーの集い」報告
青少年交換小委員会

佐藤 啓子（河口湖ＲＣ）

副委員長　増田 孝枝（焼津南ＲＣ）

　ＲＩ第 5280 地区とのロータリー友情交換で、3 月 6
日－ 11 日までアメリカのロサンゼルスへ行ってまいり
ました。今回の旅のきっかけは、私が 2008 年にＲＩ第
6110 地区へＧＳＥリーダーとして派遣されたことにあ
ります。その後、私が 2012 年にＧＳＥ委員長を務めた
際の、ＧＳＥ派遣先のＲＩ第 5280 地区のＧＳＥ委員長
を中曽根牧子さん、ＧＳＥリーダーをジュエル・プラ
イスさんが務められ、当地区から派遣のＧＳＥリーダー
を大月ＲＣの小俣理美会員が務められるという出会い
がありました。今回のロータリー友情交換には、地区
幹事としてご多忙の小俣理美地区幹事にも合流いただ
き、かつてのＧＳＥ絡みの 4 人の仲間が再集結しまし
た。

　宿泊先はジュエルさんの豪華なお屋敷へご招待いた
だき、到着翌日に催された歓迎レセプションへは、約
20 人ものロータリアンの皆さんが集まってくださいま
した。気合いを入れてグレンデール・サンライズＲＣ
の早朝例会にも出席し、最後の晩には甲府市出身の中
曽根牧子さん宅でご家族と夕食。あっという間の 3 日
間で、国を超えた友情をより強く感じられる素晴らし
い旅となり、6 年という歳月を超越した感謝の気持ち
で一杯のロータリー友情交換となりした。これぞ、ロー
タリーが推奨する国際交流ですね！　連夜 4 人の女子
会の会話は弾み、再会を約束し、「さよなら」は言わず

「また会いましょう」と言ってお別れしました。機内で
の小俣地区幹事の暖かいアテンドにも感謝の旅でした。　

　3 月 25 ～ 27 日に 2 泊 3 日で、白馬ＲＣ主催の「交
換学生スキーの集い」に、星野ガバナー、原田委員長、
藤巻委員長他ロータリアン 5 名、受入学生 5 名、派遣
候補生 3 名、ROTEX2 名、事務局の 19 名で参加いたし
ました。この集いは 1987 年に遡り、それまで愛知・長
野両県が同一地区の時代に岐阜県中津川市で行ってい
たものを白馬でのスキーキャンプに変更したことに始
まりました。その翌年、長野県は 2600 地区、愛知県は
2760 地区に分割されましたが、両地区の絆を継続して
深めていこうとの趣旨から今年度で 32 回と回数を重ね、
会員数 10 名ほどの白馬ＲＣが白馬高校と共に育ててき
たプログラムだそうです。当地区は第 25 回から参加し
ていますが、年々参加地区が増え、今回は 9 地区が参
加し、RIJYEM の後援も受けての開催となりました。
　初日は国宝松本城を見学し、白馬へ向かいました。
夕食後、派遣候補学生対象の「薬物使用に関する実例
報告オリエンテーション」が行われ、合法化されてい
る国へ派遣されても絶対に薬物を使用してはならない

事や薬物の恐ろしさを再確認しました。その後、長野・
青森両地区と合同で、派遣候補生による英語での自
己紹介スピーチオリエンテーションを行いました。午
後 9 時から地区別対抗パフォーマンスが行われ、地区
ごとに受入学生、派遣候補学生、ROTEX が協力しパ
フォーマンスを披露。大変和やかな雰囲気で、受入学生、
派遣候補学生がさまざまな国の人達と交流を深めまし
た。これから交換学生生活を送る上で、大変心強い友
人を得ることができたと思います。
　翌日は白馬高校の学生も合流し、岩岳スノーフィー
ルドでレベルごとの班に分かれ、終日スキーやスノー
ボードを楽しみました。夜は、記念例会と「交換学生、
白馬高校生交流会」「ロータリアン懇親会」が行われま
した。各地区から参加した青少年交換に関わる人たち
と知り合い、この事業についての情報交換を行いまし
た。午後 9 時からは白馬高校生のバンド演奏がありま
した。大声で歌ったり、踊ったりして最後の夜は大い
に盛り上がりました。
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ローターアクト年次大会報告
ローターアクト

中尾 宏行（甲府南ＲＡＣ）

　第 45 回国際ロータリー第 2620 地区ローターアクト年次
大会を甲府南ＲＡＣがホストを務め、3 月 17 日に甲府市の
古名屋ホテルで開催いたしました。大会のテーマは「ＥＸ
ＰＲＥＳＳＩＯＮ」。バリー・ラシンＲＩ会長の掲げられた
テーマが「ＢＥ　ＴＨＥ　ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ」であり、
それに合わせるフレーズを意識しました。今までローター
アクターとして、どれほどの刺激を受けてきたか、それを
意識しながら年次大会実行委員長とともに準備等を行なっ
てまいりました。大学生のローターアクターだからこそで
きることに注目し、メインプログラムは山梨大学教授の柳
田藤寿教授へ講演を依頼し、山梨の最新ワイン事情につい
ての講演を行っていただきました。
　年次大会自体は無事に終えることができました。反省点
も多々ありましたが、1、2 年生には非常に大きな経験になっ
たと思います。次年度、甲府南ＲＡＣは 40 周年を迎えます。
40 周年式典へ向けて、今大会以上のものを作ること、そし
て私自身がしっかりサポートを行なうことが、地区運営を
経験させていただい
た代表の責任だと考
えます。これからも
ご支援、ご協力の程
を、よろしくお願い
します。ありがとう
ございました。

　最終日は半日スキーをして、閉会式後、帰路につきました。
　私は青少年交換小委員会も白馬スキーの集いも初めて参加させ
ていただきましたが、この事業が学生たちの将来はもちろん、日
本の将来また世界の平和に貢献する大変価値のある事業だと、改
めて認識することができました。引率された皆さん、お疲れ様で
した。
　最後にスキーの集いを主催された白馬ＲＣの皆さんと関係者に
感謝を申し上げ、報告書とさせていただきます。

第32回「国際ロータリー交換学生スキーの集い」報告／
ローターアクト年次大会報告 5
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エバンストン研修 (Ｅ／ＭＧＡ研修) 報告／
静岡第5グループＩＭ報告

エバンストン研修 （Ｅ／ＭＧＡ研修） 報告

静岡第 5 グループＩＭ報告

第 2 ゾーンＥ／ＭＧＡ

静岡第 5 グループ

野口 英一（甲府ＲＣ）

ガバナー補佐　神谷 竹彦（浜松東ＲＣ）

　3 月 31 日～ 4 月 2 日、シカゴ近郊のエバンストン
にある One　Rotary　Center で研修を受けてきまし
た。今回で 2 回目です。地域（ゾーン）リーダーとし
て 2 年目を迎えるにあたり、ロータリー財団の方針を
再確認してきました。この役職は世界で 41 名います
が、そのうちの 30 名と、世界 6 カ国にあるロータリー
事務局から 18 名の財団担当職員も参加していました。
ゲイリー・ホァン次年度ロータリー財団管理委員長

（2014-15RI 会長）より、年度方針とロータリー財団の
現況報告がありました。その後は RLI 方式の分科会で

恒久基金の重要性、大口寄付者の特定・開拓・懇請・
認証のプロセスについて、各国の E/MGA と朝から晩
まで意見交換をしました。
　ロータリー財団には年次基金と恒久基金があります
が、どちらも世界のロータリアンの活動支援のみ
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に使
用されています。違いを簡単に説明しますと、数年後
の活動支援が年次基金、将来の活動支援が恒久基金で
す。ポリオ根絶を含め、財団がどれほど重要な活動を
しているかは書ききれませんので、何かの機会でお伝
えできればと思っています。

　静岡第 5 グループＩＭを 3 月 23 日、オークラアク
トシティホテル浜松で開き、610 名の登録会員の内、
400 名以上にご参加者いただき、浜松東ＲＣがホスト
を務め開催いたしました。まず、年度初めに新グルー
プ制への移行に伴い 3 つの目標を掲げました。

１．新しい仲間づくり、新しい発見、新しい行動
をする。

２．もっと地域に目を向けて貢献する。
３．汗をかいて奉仕をする。

　以上の目標の集大成として、ＩＭを位置付けて計画
を練ってまいりました。具体的には、記念講演会に地
域活性化に関してさまざまな活動を行われているＪＴ

ＩＣ．ＳＷＩＳＳ代表の山田桂一郎氏をお招きし、「選
ばれ続ける地域とは」というテーマの講演をしてい
ただきました。内容は、浜松さらに、遠州地域にとっ
ての未来へのヒントにつながる大変有意義なものでし
た。続いて、式典・懇親会では、3 つの目標に沿った
活動として「花のリレー・プロジェクト」のご紹介や、
かつて同じ分区の仲間として活動をしていたクラブの
会長・幹事の皆さんとの変わらぬ友情を確認できまし
た。さらに、アトラクションとして、ＲＣで支援をし
ている外国人学校の学生の皆さんや、浜松出身のアー
ティストに、盛り上げていただきました。

各国の E/MGAとともに RLI 方式による意見交換
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新会員紹介／お知らせ

［担当ＲＣ］ 河口湖ロータリークラブ

［撮 影 者］　外川正知恵会員（河口湖ＲＣ）

［写真説明］ 太宰治も見た御坂峠・天下茶屋からの富
士山と河口湖

表紙写真説明今 月 の

５月・６月　予定表
月 日 行 事 予 定 場   所 ホスト

5

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 清水中央ＲＣ

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　7F 小会議室 ガバナーエレクト事務所

19（日） 山梨第 1 グループＩＭ ホテル鐘山苑 富士吉田ＲＣ

25（土）・26（日） 第24回全国青少年交換研究会 ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 Ｄ 2610（石川・富山）

25（土） 甲府東ＲＣ創立30周年記念式典 岡島ローヤル会館 甲府東ＲＣ

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 ガバナーエレクト事務所
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1（土）～ 5（水） RI 国際大会 ドイツ・ハンブルク ＲＩ 

9（日） 地区公共イメージ向上セミナー 山梨県 JA 会館 中会議室 ガバナーエレクト事務所

8（土）・9（日）
受入学生さよならオリエンテーション

河口湖
青少年交換小委員会

第 3 回短期派遣学生オリエンテーション 青少年交換学友小委員会 

8（土）・9（日） ローターアクト関東ブロック研修会 静岡 ローターアクト小委員会 

15（土） 第 5 回戦略計画委員会・第 5 回地区諮問委員会 古名屋ホテル ガバナー事務所

15（土） 地区公共イメージ向上セミナー アクトシティ浜松研修交流センター
401 会議室 ガバナーエレクト事務所

16（日） 米山奨学生選定基準決定及び次年度引継式 米山梅吉記念館 米山記念奨学委員会 
22（土） 第 3 回ＲＬＩミーティング 米山梅吉記念館 ＲＬＩ準備室
28（金） ガバナー補佐会議 古名屋ホテル ガバナー事務所

鳥居 清美
静岡第２グループ
富士山吉原ＲＣ
①2019年4月4日
②スポーツ教室
③旅行、ゴルフ

小野田 芳孝
静岡第２グループ
富士山吉原ＲＣ
①2019年4月4日
②信用金庫
③ゴルフ

伊藤 寿英
静岡第 5グループ
浜松南ＲＣ
①2019年4月11日
②パルプ、紙、
　紙加工品製造
③ゴルフ、テニス、
　スキー

荻野 恭輔
静岡第２グループ
富士山吉原ＲＣ
①2019年4月4日
②梱包容器製造
③ゴルフ、釣り、テニス

爾見 淳芳
静岡第４グループ
島田ＲＣ
①2019年3月14日
②仏教
③麻雀、ゴルフ

杉本 一成
静岡第２グループ
富士山吉原ＲＣ
①219年4月4日
　再入会
②電子機器開発
③ギター

天野 栄治
山梨第２グループ
甲府東ＲＣ
①2019年3月1日
②看板製造
③ゴルフ

太田 暢裕
静岡第 4グループ
藤枝ＲＣ
①2019年3月13日
②鉄工業
③ゴルフ、読書、	
ドライブ

髙林あつ子
静岡第５グループ
浜北伎倍ＲＣ
①2019年1月10日
②税理士
③旅行

新会員紹介 ①入会日　　②職業分類
③趣味

後藤 全弘様
（享年８７歳）
沼津北 RC
2019年3月30日

ご逝去

𠮷田 幾男様
（享年70歳）
焼津南RC
2019年4月3日
ご逝去

訃　　報
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