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ガバナー挨拶

新グループの定着に感謝！

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。昨年 2 月に大月市内で開
催した地区チーム研修セミナーで、地区研修委
員長の野口パストガバナーに「チーム星野」と名
付けていただき 7 月から新しいグループ編成でス
タートした今年度も、最終月の 6 月を迎えました。
ガバナー公式訪問に始まり、地区大会、各委員会
事業が展開され、今月末にすべて終了いたします。

「チーム星野」皆様のご尽力と、会員各位のご協
力による賜物と深く感謝申し上げます。
　5 月 19 日に開かれた山梨第 1 グループＩＭを
もち、8 グループすべてのＩＭが無事に終了いた
しました。私はすべてのＩＭに出席させていただ
きましたが、各グループのガバナー補佐がリー
ダーシップを発揮され、それぞれのグループにお
いてアイデアを凝らした特色のあるＩＭに感激い
たしました。年度前に「新しいグループの定着」
を謳いましたが、それぞれのグループが見事な
ハーモニーを奏でられており、安堵いたしており
ます。
　
★ 6 月はロータリー親睦活動月間
　今月はロータリー親睦活動月間です。ロータ
リーの「フェローシップ」をもって、クラブを活
性化し生き生きとした「元気のあるクラブ」を体

現することにより、ロータリーの魅力をよりいっ
そう高め、会員増強・維持へつなげることが理想
です。今年度、私たちは世界中のロータリアンと
ともに「インスピレーションになろう」をテーマ
に活動を展開してまいりました。やはり、それぞ
れのクラブが、各地域で奉仕活動を通して良い影
響力を地元社会にもたらすことが大切です。ロー
タリー活動はまさに「グローカル」。ロータリー
財団の重点事項では「グローバル」な問題を喚起
し、それに関して当地区は世界ポリオデーのキャ
ンペーンを全クラブがそれぞれの地域「ローカル」
で展開しています。一方で、各クラブは地域に密
着した活動をされております。
　ロータリー活動を通してフェローシップと「絆」
を深めてください。

★地区目標の進捗情況の再確認を！
　今月は次年度につなげる大切な時期です。会員
増強・維持の状況を再確認してください。4 月末
現在の情況ですが、ロータリー財団への寄付ゼロ
クラブは 6 ＲＣ、ロータリー米山記念奨学会への
寄付ゼロクラブは 5 ＲＣあります。
　「ゼロクラブ ‐ ゼロ」を達成いたしましょう。
引き続き、皆様のご協力をお願いいたします。

ガバナー月信総集編について

　ガバナー月信総集編は 7 月中旬にＰＤＦ版で発行する予定です。各ＲＣへメール
送信の上、2019 － 20 年度のホームページでも公開させていただきます。ご承知お
きください。

ロータリー親睦活動月間

2

BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう



地区研修・協議会報告
次期地区幹事

中村 皇積（浜松ハーモニーＲＣ）

　４月７日、アクトシティ浜松、オークラアクトシ
ティホテル浜松にて平成最後の地区研修・協議会を
開催いたしました。
　地区研修・協議会は、次期地区役員、次期クラブ
役員と委員長が一堂に会し、次年度の準備のため研
修を行う、１年のメインイベントとも言える研修の
場です。地区の最西端ともいえる浜松に地区内 79 ク
ラブから、実行委員も含め 950 人余の参加をいただ
きました。
　星野喜忠ガバナーのご挨拶では、新元号「令和」
の英訳が浜松ハーモニーＲＣに通ずる “Beautiful 
Harmony” であること、新しい時代の幕開けとなる旨
の温かいエールをいただきました。また、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
動画には皆さまが熱心に耳を傾けていました。
　安間みち子ガバナーエレクトは、ロータリーが世
界的ネットワークであること、ポリオ根絶をはじめ、
世界中のロータリアンとロータリークラブが同じビ
ジョンを共有し、「つながり」を実感しながら、世界で、
地域社会で奉仕の明かりを灯すことの素晴らしさを
説明いたしました。
　次年度、地区の支援体制は多くの試みとチャレン
ジをいたします。それだけに午後の分科会は実りあ
るものとなりました。会長幹事公共イメージ部会で
は、クラブ戦略計画の策定を特にお願いすると同時
に、その手順と多くのリソースを紹介させていただき
ました。また、地区ＨＰの刷新とガバナー月信の電
子配信化についてご案内させていただきました。星
野ガバナーのお許しを得て、本年度内の 5 月、6 月に
公共イメージ向上セミナーを開催いたします。米山
記念奨学事業は、日本が誇る多地区合同活動であり、

身近な国際奉仕でもあります。より一層の理解と参
加意欲を期待して、7 月 28 日に米山記念奨学セミナー
を開催いたします。
　地区の奉仕部門委員会は、ＲＩの方針も踏まえて
奉仕委員会に統合いたしました。複数クラブによる
合同奉仕事業の支援は新しい試みです。青少年交換、
インターアクト、ローターアクトは、青少年奉仕の
一環ですが、その専門性の高さと危機管理の重要性
から、ロータリー友情交換等と同じくロータリープ
ログラム委員会としてクラブを支援いたします。
　地区が導入を進めているＲＬＩ部会では、日本支
部ファシリテーター委員会から中村靖治委員長をお
招きして第 2 回のディスカッションリーダー研修を
行いました。
　コ・ホストクラブのパワー浜松ＲＣ鷲津有一会長
のお言葉にありましたが、アロハ号は、出航の準備
が整いつつあります。全ての皆さまに感謝を申し上
げます！

地区協諮問委員 on stage 奉仕部会

地区協ステージ
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2019規定審議会（Council On Legislation：COL）報告
国際ロータリー第 2620 地区

パストガバナー　髙野 孫左ヱ門（甲府ＲＣ）

　2019 規定審議会は 4 月 14 日～ 18 日、米国イリノ
イ州シカゴ市の Hyatt Regency Chicago で開催され、
RID2620 代表議員として出席いたしました。
　COL は、3 年に一度開催される、国際ロータリーの
組織規程（国際ロータリー定款・細則、標準ロータリー
クラブ細則）に関する制定案審議を行う場で、世界
538 地区から選出された代表議員が出席し、117 件の議
案審議が行われました。　
　定款変更に対する議案には、提案国が持つロータリー
への思いが込められており（日本：職業奉仕、印度：
倫理、仏蘭西：環境保全）、国際ロータリーは多様な価
値観の中でその連携が維持されていることを実感いた
しました。今回の採択された議案エポックは次の通り
です。

☆ 19-72「ローターアクトクラブに RI 加盟を認める件」
（RI 理事会提案）

　この件に関しては、賛否両論、多くの議論が交わさ
れました。バリー・ラシン RI 会長の熱のこもった議案
説明の後の採決では 2/3 の賛成が得られずに否決、異
例となる最終日再審議の結果 381:134 で採択となりま
した。RI への加盟対象を拡げるもので、ローターアク
トクラブが加盟することができることとなりました。

（ローターアクトクラブが加盟するもので、ローターア
クターがロータリアンとなるものではありません）ま
た、これにより、奉仕のパートナーとして RAC が位
置付けられたことになります。

☆ 19-35「欠席のメークアップに関する規定を改正す
る件」（RID5580：米国 提案）

　現規定「例会の前後 2 週間のメークアップ 」を、「例
会が行われる同一ロータリー年度以内メークアップ」
が対象となることが 286:217 で採択されました。日本
では例会出席に対する意識が高く持たれている現況か
ら、この制定案採択への抵抗があろうかと推察します
が、各クラブの考え方による柔軟な対応を講ずればよ
ろしいと思量します。（クラブ細則への規定）

☆ 19-62「事務総長は国際ロータリーの最高経営責任
者（CEO）であると規定する件」（理事会提案）

　提案説明では、RI が他団体や各国政府組織と協議
する際、RI を代表する事務総長の立場をより強いも
のとして表す名称として、CEO を使用することを認
める、とのこと。これに対し RID2840 代表議員より、
CEO の呼称はロータリー組織にそぐわないものであ
り、事務職員の管理における最高責任者 CAO（Chief 
Administrative Officer）とすべき、との修正案が提出
されましたが否決され、原案審議の結果 306:214 で採
択されました。議論の中において「CEO とは営利を追
求する団体・法人において使用するべき名称」との日
本の感覚は米国内において、異なる認識が持たれてい
ることを実感しました。

☆ 19-117：見解表明　　「RI 理事会に RI の課税上の
地位を変更するための適切な措置を講ずることを許
可する件」（理事会提案）

　RI を米国内国歳入法の第 501 条 ©(3) に基づく免税
資格のある団体に変更することを目的としています。
R 財団管理委員長（元 RI 会長）ロン D．バートン氏
より反対意見が述べられるなど、異例な展開の中での
審議となりましたが、438：50 で採択されました。4 月
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2018-2019 年度地区補助金管理セミナー報告
ロータリー財団委員会

副委員長　望月 啓行（静岡ＲＣ）

22 日、ロータリー財団管理委員会は、ロン D. バート
ン氏を管理委員長の職から即時解任しました。管理委
員会は、バートン管理委員による行為が先の管理委員
会決定に反対するものであったと判断し、同氏の委員
長としての役割は継続が困難であるとの見解を示しま
した。  

　上記以外にも「会費（人頭分担金）の増額する件」、
現在「一般剰余金」として表記している科目を「RI 準
備金」とする件などが採択されました。一方、日本か
ら提出された「クラブが少なくとも年に 40 回、例会を
行うことを規定する件」に対しては、クラブの柔軟性
を一部制限しようとするもの、として否決されるなど、
国際ロータリーの流れの中で、その潮流を意識に置き
ながら柔軟に対応していくことが必要なのだと痛感い
たしました。

　規定審議会については、My Rotary（www.rotary.
org） にも詳細が報告されていますのでご確認くださ
い。

　本年度の地区補助金管理セミナーは、下記の通り地
区内 4 会場で開催いたしました。このセミナーはクラ
ブ会長、補助金プロジェクトを実際に担当される会員
及び事務局の方を対象に、次年度の地区補助金を使用
するための約束事項や手続きに関して学んでいただく
ために開催され、これに出席することが地区補助金申
請の条件になっています。
　セミナーでは、補助金使用の申請から報告まで、流
れと間違いやすい所を重点的に説明していきました。
特に、地区補助金の使用に際しての全ての責任はクラ
ブ会長にあること、プロジェクト責任者はオンライン
で連絡のつく方にお願いしたいこと、諸手続は期限を
守っていただくこと、特に報告書の提出はプロジェク
ト完了後 2 週間以内に提出することなどをお願いいた
しました。

　財団の補助金制度が「未来の夢計画」になり、すで
に 6 年目になっています。2018 年度は、79 クラブ中
68 クラブが地区補助金を活用し、支給総額は 129,152
ドルになっており、当地区では各クラブに積極的に活
用していただいています。ただ、報告書が一つでも揃
わなければ、地区補助金制度の運営に支障をきたすこ
とになります。地区財団委員会も、わかりやすい運営
を心掛けております。何か疑問点等があれば、地区の
ロータリー財団事務所または財団委員会メンバーへお
問い合わせください。

ＲＩ規定審議会報告／地区補助金セミナー報告

2018 － 2019（星野）年度　地区補助金管理セミナー開催記録
開 催 記 録

地区 静岡東部地区 静岡中部地区 静岡西部地区 山梨地区 合計

会 場 三島市民文化会館
大会議室

静岡市産学交流
センター大会議室

浜松アクトシティ
研修交流センター

52 研修交流室

山梨県 JA 会館
大会議室

開 催 日 2019/3/16（土） 2019/3/9（土） 2019/3/2（土） 2019/3/23（土）
時 間 10：00 ～ 11：30
参加クラブ数 19 14 17 22 72
参 加 会 員 数 38 30 37 43 148
参 加 役 員 数 5 6 8 5 24
参加事務局員数 2 1 3 2 8
参 加 者 合 計 45 37 48 50 180
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新米山記念奨学生・世話クラブカウンセラーオリエンテーション開催報告

米山梅吉記念館春季例祭報告

米山記念奨学委員会

米山梅吉記念館委員会　

委員長　長田 達彦（笛吹ＲＣ）

委員長　外川 正知恵（河口湖ＲＣ）

　日頃より、ロータリー米山記念奨学事業に格別なご理解と
ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。新米山記念奨学
生・世話クラブカウンセラーオリエンテーションを 4 月 14 日、
米山梅吉記念館で開きました。当日は、安間みち子ガバナー
エレクト、荻原英生ガバナーノミニー、中村皇積次期地区幹
事、大学関係者、新米山記念奨学生、世話クラブ会長とカウ
ンセラー、米山学友会の総勢 87 名の皆様にご参加いただき
ました。特に今回のオリエンテーションには、指定校 14 校の
内 9 校の大学から10 名の指導教員、担当者にご参加いただ
き、感謝申し上げます。安間ガバナーエレクトのご挨拶に続い
て世話クラブカウンセラー、新奨学生の対面式では、安間ガ
バナーエレクトから米山記念奨学生バッジ、タスキと顔写真の
入った名刺を、また、中村次期地区幹事から富士山をモチー
フにした地区バッジの解説をしていただき、これも参加者全員
に贈呈されました。その後、奨学生、世話クラブカウンセラー
に分かれたオリエンテーションが行われ、奨学生には、私か
らロータリークラブ、米山記念奨学会、奨学生の心得、今後
のスケジュール等の説明をし、世話クラブ会長・カウンセラー
には、影山忠弘次期委員長から米山記念奨学事業の使命で

ある将来、日本と世界とを結ぶ架け橋となって国際社会で活
躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材を育成すること
や、奨学事業資金は全国のロータリアンから毎年約 14 億円に
上る寄付によって賄われている旨の説明をしていただきました。
昼食後、参加者全員で米山梅吉翁の墓参をして、記念館の玄
関前で記念写真を撮り、午後のオリエンテーションでは、新
奨学生には確約書にサインをしてもらい、5 月の第 1 回例会出
席に向けて、よくカウンセラーとコミュニケーションを取るよう
ガイダンスを行いました。最後に米山学友会のラシタ会長から
学友会の活動と入会の説明があり、オリエンテーションを終了
致しました。今年度はラシタ会長の提案により、オリエンテー
ションの閉会点鐘の後、米山梅吉記念館の資料展示室の見学
と、市川学芸員による解説を実施いたしました。
　本年度の地区米山記念奨学委員会の事業は全て終了致しま
した。一年間ご協力いただきました皆様に、心より感謝申し上
げます。

　米山梅吉記念館春季例祭が 4 月 20 日に開かれ、地区内外
から大勢のロータリアンの皆様にご出席いただきました。米山
梅吉翁が青山学院初等部の児童たちを疎開させた湯ヶ島「落
合楼」の当主・村上昇男氏を講師に迎えました。梅吉翁が心
血を注がれた緑岡初等部のことや、集団疎開により親元から
離れて暮らす児童達に心を寄せ見守っておられた梅吉翁をは
じめ児童を囲む人々の温かさがお話の中から伝わりました。私
たちロータリアンは多くの先人を手本とし、これからも梅吉翁
のロータリーの精神に基づいて行動・活動していかなくてはと
感じました。また、その文献や歴史が存在する記念館をロー
タリアンの手で大切に守っていかなくてはいけないと改めて思

いました。アトラクションは民芸衆団「奏鳴曲」に津軽三味線
の演奏をしていただき、その力強さや自分の身長と同じ位の三
味線を弾く小学 2 年生の見事な演奏に会場も圧倒されました。
懇親会ではクラブを越えて、和やかな雰囲気の中で親睦を図
りました。
　米山梅吉記念館 50 周年記念式典は 9 月14 日に三島市の東
レ総合研修センターで開かれます。多くの皆様にご出席いただ
きたく存じます。また、日本のロータリーの基となる文献や多
くの資料が保存されている記念館を全国のロータリーの聖地と
すべく、当地区のロータリアンの皆様の啓発活動やお力添えを
重ねてお願いいたします。

新米山奨学生カウンセラー研修会／
米山梅吉記念館秋季例祭6
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インターアクト全国研究会報告

全国ローターアクト研修会に参加して

インターアクト小委員会

ローターアクト小委員会

副委員長　小栁 守弘（浜松北ＲＣ）

委員長　船田 堅司（浜松南ＲＣ）

　2019 年 4 月 28 日、RID2700 地区、2720 地区、2730 地区、2740 地区イ
ンターアクト委員会による合同ホストで福岡市の福岡国際会議場におい
て第７回全国インターアクト研究会が行われました。当地区からは次年度
地区インターアクト年次大会の参考にすべく幹事校藤枝順心中学校・高等
学校顧問曽根雅也先生、インターアクト部部長吉松由菜さんと私が参加し
ました。テーマは「お互いの気付き・お互いの学び」ということでインター
アクターが５つのグループに分かれた分科会が行われました。「国際理解」
と「社会奉仕」について話し合いが持たれ、他地区の活動状況やさまざま
な情報交換が行われ、お互いに有益なヒントを持ち帰り、今後の活動に生
かしていきます。全国委員長会議では地区青少年奉仕委員会委員長田村志
朗様による「恩送り～青少年達に輝かしい未来を～」をテーマに基調講演
が行われました。ロータリアンが青少年達の輝かしい未来のために何を
なすべきか、どんな心構えが必要か、今一度立ち返る貴重な講演でした。
また今回の大会はローターアクト全国研究会も同時に行われました。イン
ターアクトとローターアクトとのつながりの大切さも大いに学んだ大会
でした。

　第 31 回全国ローターアクト研修会が 4 月 28 日、29 日に福岡国際会議場で開
催されました。かねてより地区ローターアクト小委員会委員長としてさまざま
な問題に直面している私は、研修会への参加を決めました。開催前に送られて
来たアンケートを見ると、ほとんどが提唱クラブとしての内容でした。そこで
所属クラブが提唱クラブではない私は、日頃の問題点を研修会実行委員長宛に
送付し、賛同を得て参加させていただきました。
　台湾（RID3490）と全国 33 地区からローターアクター及び関係者等 1,100 名
余りが参集し、研修会は盛会でした。なお、当地区からは 15 人のローターアク
ターがエントリーしました。初日は開会式に続き、メインプログラムである「代
表者会議」、「ロータリアン意見交換会」が分科会で行なわれました。
　ローターアクト、青少年奉仕に携わる各地区からのロータリアン等 100 名程
が一堂に会し、7 つのグループに分かれそれぞれのテーマで意見交換をしました。
私は、次年度ガバナー等 14 名のグループに入って、「国際的な活動をするため
には」について意見交換をしました。
　地区ロータリー活動の活性化、とりわけ地区青少年活動の活性化のために、
今後は地区の活動をリードしていく方々がご参加いただくべきであると痛感致
しました。

ＩＡＣ全国研究会／ＲＡＣ全国研修会 7
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笛吹ＲＣ創立55周年記念式典報告
笛吹ＲＣ会長　

川阪 　東
　笛吹ロータリークラブ 55 周年記念式典を 4 月 21 日、ガバナー
代理の小俣理美地区幹事をはじめ多くのご来賓の方々やお客様
をお迎えし、ホテル春日居で開催致しました。姉妹クラブの韓
国東安養ロータリークラブの皆様や、友好クラブの新潟中条ロー
タリークラブの皆様、山梨第 3 グループ各クラブの会長幹事の
皆様、そして笛吹ロータリークラブと深いつながりを持つ大勢
の皆様方にご参加いただきました。
　式典の中では地域の方を表彰する優秀ボランティア表彰や、
ロータリー財団、米山記念奨学会、米山梅吉記念館などへの寄付、
そして、創立 55 周年記念イベントとして笛吹フォトコンテスト
の表彰式などを行いました。記念祝宴ではスティールパンの演
奏で会場は大いに盛り上がり、楽しい一時を過ごすことができ
ました。
　大勢の皆様方のご協力を賜り、記念式典が無事終了致しまし
たことに感謝申し上げ、記念式典の報告とさせていただきます。

甲府西ＲＣ創立45周年記念例会・式典開催報告
甲府西ＲＣ会長　

齊藤 鉄也
　甲府西ＲＣは創立 45 周年記念例会及び式典を 4 月 14 日、甲府市の古
名屋ホテルで開催いたしました。当クラブは 1974 年 6 月に甲府南ＲＣ
をスポンサーとして、チャーターメンバー 29 名で創立いたしました。
　当日は、星野喜忠ガバナー、樋口雄一甲府市長をはじめ多くのご来賓・
ご招待の皆様、そして国内友好クラブのＲＩ第 2560 地区の越後春日山
ＲＣの宮田会長と会員の皆様、ＲＩ第 2800 地区の米沢中央ＲＣ佐藤会
長と会員の皆様にご臨席を賜りました。式典では、星野ガバナーと樋口
甲府市長よりご挨拶を賜りました。
　また、歴史学者で武田氏研究会副会長の平山優様をお招きして「武田
氏と上杉家～ライバルから盟約者、そして一門へ」と題した記念講演を
行って頂きました。
　45 周年記念事業としては米山梅吉記念館への特別寄付、市立甲府病
院への絵本と木製本棚の贈呈、また、甲府市が開府 500 年に向け本年 4
月に開館した甲府市武田氏館跡歴史館に対し受付カウンターを贈呈いた
しました。
　当クラブの会員一同は一丸となり、新しい時代に向けて更なる奉仕活
動を続けて行くことを決意いたしました。

甲府西ＲＣ 45 周年／笛吹ＲＣ 55 周年

ご来賓の皆様

当クラブの窪田礼子会員による琴の演奏で
来客をお出迎え
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榛南ＲＣ40周年記念例会・式典

せせらぎ三島ＲＣ創立30周年記念式典報告

榛南ＲＣ会長　

長谷川 秀男

せせらぎ三島ＲＣ創立 30周年記念式典実行委員長　

中村 　徹

　榛南ＲＣ創立 40 周年記念例会を 4 月 21 日、静波リゾートホテル・ス
ウィングビーチで開催しました。星野喜忠ガバナー、静岡 4 グループの
村松英昭ガバナー補佐をはじめ、同グループ 9 クラブの会長幹事の皆様、
親クラブの島田ＲＣ、姉妹クラブの北杜ＲＣ、そして多くのご来賓をお
招きし記念式典と祝賀会を行いました。また、今年度は数年前からミシ
ンの寄贈で共同事業をしているフィリピン・セブ島のマンダウエ・イー
ストＲＣから 12 名の皆様にお越しいただき賑わいました。心配してい
た天候にも恵まれ、狭い会場でしたが屋外も利用して盛大に行いました。
　記念事業としては、去年の台風 24 号がこの地域にも被害をもたらし、
ほとんどの家が停電となり電気のありがたさを身にしみて感じたことが
発端で、この地域の避難所となる 5 校の中学校に携帯発電機を寄贈しま
した。その他の記念行事としてはロータリー財団、ロータリー米山記念
奨学会への記念寄付、交通安全運動の立哨、小学生バレーボール大会、
高校生の表彰、弓道大会、チューリップ植え付け鑑賞などを行いました。
　今後も 45 周年、50 周年に向かって結束を持って会員全員で進んでい
きたいと思います。

　新緑薫る 5 月 11 日、みしまプラザホテルで安間みち子ガバナーエレクト、西原孝次ガバナー補佐、親クラブの三島西Ｒ
Ｃ佐野宏三会長、豊岡武士三島市長、仁科喜世志函南町長をはじめ多くの来賓の方にご臨席をいただくなか、当クラブ創
立 30 周年記念式典を開催いたしました。
　式典は 30 周年記念事業である「田んぼアート事業」の動画説明があり、「おたまちゃん食堂代表押田さんに収穫米及び
寄付金」「三島市と函南町の青少年健全育成事業に特別寄附金」「米山梅吉記念館に寄附金」の贈呈式を行いました。引き
続き「青少年健全育成」「職場体験学習」「東日本大震災復興支援委員会の活動内容」「3 年後の自分への手紙プロジェクト」「タ
イの青少年に放置自転車を贈呈する事業」「カンボジアのＮＧＯ組織で活躍している内田君への支援」等、盛り沢山な奉仕
事業の説明は、皆様から多くの称賛の声をいただきました。後半には若い会員によるクラブの「未来宣言」が発表され、中、高、
大学生の「青少年の主張」を含め、クラブの 5 年後、10 年後が楽しみな発表でした。30 年前、親クラブである三島西クラ
ブと移籍された会員の皆様に感謝し、ご臨席いただいた、皆様に改めてせせらぎ三島を知っていただくよい機会となりした。

榛南 RC40 周年集合写真

マンダウエイースト RC の皆様と星野 DG

榛南ＲＣ 40 周年／せせらぎ三島 30 周年 9
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清水中央ＲＣ30周年／
山梨第１グループＩＭ報告

山梨第 1 グループＩＭ開催報告
山梨第 1グループ

ガバナー補佐　宮下 節夫（富士吉田ＲＣ）

　山梨第 1 グループのＩＭを 5 月 19 日、ホテル鐘山苑で開催い
たしました。当グループは、甲府ＲＣと富士北麓地域の旧第 4 分
区の 6 クラブが一緒になり、計 7 クラブで構成されています。当
日は星野喜忠ガバナー、堀内茂富士吉田市長を来賓としてお迎え
し、240 名のロータリアンにご出席を頂き、盛大な会となりまし
た。
　今回のＩＭテーマに「世界の宝を後世に」を掲げ、富士山が世
界文化遺産に登録されて 5 周年を迎えた現時点での「世界遺産富
士山の課題と展望」について学ぶこととし、記念講演の講師に日
本イコモス国内委員会委員長の西村幸夫先生をお迎えいたしま
した。
　また、今回のＩＭ指針を「新たなグループの絆を深めよう」と
いたしました。本年度は、新たなグループとしての絆を深めなが
ら、切磋琢磨して活性化を目指してきました。その集大成の意味
合いを込めて、ＩＭ指針としました。
　本会議後は、インターアクトクラブも擁する富士学苑高校ジャ
ズバンド部の素晴らしい演奏に感動し心が和みました。その後の
懇親会では各クラブ会員を混ぜた席にして、他クラブとの親睦を
図れるように工夫し、和気あいあいの楽しい会となりました。新
たなグループの絆を深める有意義な一日になりました。

清水中央ＲＣ創立30周年記念式典報告
清水中央ＲＣ会長　

西貝 誠一
　清水中央ロータリークラブは 5 月 11 日、創立 30 周年記念式典を
静岡市清水区のマナーハウスエリザベートで開催いたしました。
　この日は田辺信宏静岡市長、星野喜忠ガバナー並びに社会福祉法
人「ともの家」の代表らを来賓としてお迎えし、会員を含め約 100
人が出席して活動の節目を祝いました。
　私から「ロータリー精神など何も知らないメンバーで平成元年に
誕生したクラブは、がむしゃらに 30 年間、地域活動や国際奉仕活
動を行ってきた。令和に改元された機会に、また新しい一歩を踏み
出したい」と挨拶をさせていただきました。星野ガバナーからは「今
後、ＲＬＩに力を入れていく。皆さんの力をぜひお貸しください」
と励ましの言葉を頂戴いたしました。
　この後、30 周年記念事業として、「ともの家」が 1 月に行った記
念事業の運営支援活動を報告し、同施設に災害時用プロパンガス発
電機を寄贈。また築 50 年経つ米山梅吉記念館の改修費等に充てる
ため、寄付金を贈呈いたしました。
　式にはＯＢや会員家族も参加して、終始笑顔がたえない温かい会
となりました。

挨拶をする星野ガバナー

本会議

記念式典の様子

演奏会
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新会員紹介／お知らせ

［担当ＲＣ］ 富士吉田西ロータリークラブ

［撮 影 者］　田邊  茂会員（富士吉田西ＲＣ）

［写真説明］ 富士吉田市内諏訪ノ森自然公園（富士パインズパー
ク）からの晩春の富士山です。毎年 5 月に移動例
会で周辺の登山道整備を実施しています。 

表紙写真説明今 月 の

６月　予定表
月 日 行 事 予 定 場   所 ホスト

6

1（土）～ 5（水） RI 国際大会 ドイツ・ハンブルク ＲＩ 

8（土）・9（日）
受入学生さよならオリエンテーション

河口湖カントリーコテージ Ban
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 札の辻 CROSS HALL 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） ローターアクト第 45 回地区協議会 ＣＳＡ貸会議室 ローターアクト小委員会

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（ＤＬ研修） 米山梅吉記念館 ガバナー事務所

24（月） 静岡英和女学院中学校 - 高等学校 IAC 認承伝達式 グランディエールブケトーカイ 静岡ＲＣ

28（金） ガバナー補佐会議 古名屋ホテル ガバナー事務所

新会員紹介
①入会日
②職業分類
③趣味

大和田 敦史
静岡第 2 グループ
富士ＲＣ
①2019年３月27日
②製造業
③スキー、ボーイス

カウト

広瀬 直之
山梨第 1 グループ
富士吉田ＲＣ
①2019年4月3日
②報道
③スポーツ観戦

増田　修
静岡第４グループ
榛南ＲＣ
①2019年1月22日
②水道工事
③ゴルフ

榎本 裕明 
静岡第 3 グループ
清水ＲＣ
①2019年3月5日
②石油関連
③ゴルフ、野球

石田 純一
静岡第３グループ
静岡東ＲＣ
①2019年４月25日
②生命保険
③ゴルフ

三井 雅之
山梨第 2 グループ
甲府西ＲＣ
①2019年4月4日
②電気工事業
③ラグビー、バレー

森川　真
静岡第５グループ
浜松ＲＣ
①2019年5月7日
②印章業
③自転車、
　ジョギング、読書

小寺 啓介
静岡第 3 グループ
清水ＲＣ
①2019年5月7日
②保険
③ゴルフ

お ら知 せ ◎身延ＲＣ　例会場変更　　
〒409-2531　山梨県南巨摩郡身延町梅平 945

身延町身延地区公民館身延分館　　TEL　0556-62-1332

山川 雅久
静岡第３グループ
静岡東ＲＣ
①2019年５月９日
②総合商社
③お酒

守田 佑介
静岡第５グループ
浜松ＲＣ
①2019年5月7日
②刑事弁護士
③スポーツ観戦、
　水泳

坂本 耕一郎
山梨第 1 グループ
甲府ＲＣ
①2019年5月13日
②食料品販売
③アウトドア全般、

料理、家庭菜園

植松 章司
静岡第 4 グループ
焼津南ＲＣ
①2019年5月14
②ガス供給販売
③ゴルフ

伊藤 真司
山梨第 1 グループ
甲府ＲＣ
①2019年5月13日
②損害保険
③ゴルフ、
　硬式テニス

小野 達彦
静岡第 5 グループ
浜北ＲＣ
①2019年4月22日
②障がい福祉
③ゴルフ

石津 陽子
静岡第 5 グループ
浜北ＲＣ
①2019年4月22日
②司会業・ビジネス

マナー講師
③料理

土屋 雄一郎
静岡第３グループ
静岡ＲＣ
①2019年4月22日
②生命保険
③野球

石松 博幸
静岡第３グループ
静岡ＲＣ
①2019年4月22日
②総合建設
③読書、猫

柿野 義弘
静岡第３グループ
静岡ＲＣ
①2019年4月22日
②総合商社
③空手道

佐々木 達也
静岡第３グループ
静岡ＲＣ
①2019年4月22日
②総合建設
③食べ歩き、バイク

大川 正勝
山梨第 1 グループ
甲府ＲＣ
①2019年3月4日
②旅行業
③ドライブ、旅行

坂本 哲啓
山梨第 1 グループ
甲府ＲＣ
①2019年3月4日
②ビルメンテナンス
③スポーツ観戦

佐々木 敏春
静岡第３グループ
静岡ＲＣ
①2019年4月22日
②電気事業
③散歩
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国際ロータリー第2620地区　2018-2019年度ガバナー事務局
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