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【RI 会長のテーマ】
今年１月にサンディエゴで開催された国際協議会の冒
頭、バリー・ラシン RI 会長テーマが発表されました。
「Be The Inspiration＝インスピレーションになろう」
です。日本ではなかなか理解しにくい言葉です。調べて
いくと「ロータリアンの心を奮い立たせよう」が最も近
い意訳だと思います。皆さまはどうお考えでしょうか？
【「研修と活性化」の重要性】
RI 会長のテーマと 2016-17 上山ガバナー年度の「親睦
と研修」、2017-18 吉田ガバナー年度の「研修と実践」の
スローガンを踏まえ本年度は「研修と活性化」を提唱い
たします。日本のロータリークラブ活動、特に当第
2580 地区の現状はどうでしょうか？産業構造が激し
く変化している現在、ロータリーの存在意義が大きく問
われています。そこで地区としては会員の質的向上を図
るため敢えて単年度ではなく３年間にわたり「研修」を
メインに据え活動を行ってまいりました。

奉仕活動を効果的に実践するためには、ロータリーをよ
く理解することが重要です。退会者の多くがロータリー
活動を理解せずにやめていくという現状を踏まえ、研修
によって会員の質的向上を図りつつ、退会防止にもつな
げていくことがクラブの活性化の第一歩だと確信して
おります。かつて国際協議会の入り口に掲示されていた
「入りて学びて、出でて奉仕せよ」こそ、私達ロータリア
ンにとって、重要なことだと思っております。
「活性化」は研修の充実と表裏一体です。クラブに限らず
地区にとっても、慣例化し硬直化した縦割りの組織から
脱皮し、時代に沿った柔軟性がある組織運営を行い、よ
り良い地域社会を構築し、明るい未来を作り上げるため
にも、元気なロータリー活動を共に実践しようではあり
ませんか。1 年という短い期間でありますが、皆さまと
楽しく、達成感があるロータリー活動にしたいと思って
おります。公式訪問でお会いできることを楽しみにして
おります。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

RI会長テーマ
「Be The Inspiration ＝
インスピレーションになろう」
を考える

2018 年 1月の国際協議会にて、バリー・ラシン国際ロータリー会長夫妻と。

ロータリー活動での疑問点や確認されたいことがございましたら、
何でもご相談ください。ガバナー以下地区役員が検討して、
次号のガバナー月信でお答えします。
ご連絡はこちらまで。
ガバナー月信専用アドレス　fuminori.satoh.set@gmail.com

地区ターゲット  「研修と活性化」《その１》
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バリー・ラシン

2018-19年度国際ロータリー会長

113 年前の創設以来、ロータリーの役割は、世界におい
て、また会員の人生において、絶えず進化してきまし
た。ロータリーはその初期、会員が親睦と友情を見つ
け、地域社会で人びととのつながりを築く方法を提供
していました。その後ほどなくして、ロータリーに奉仕
が芽生え、組織の成長とともにその影響も膨らんでい
きました。間もなく、ロータリー財団の支えもあって、
ロータリーの奉仕は世界中の家族や地域社会の人びと
の生活を変えていくようになりました。活動の成果を
高めるために、他団体とのパートナーシップや奉仕の
重点分野を生み出しました。各国政府、国際団体、無数
の地元や地域の保健当局と協力して、世界最大の官民
協同による保健の取り組み、ポリオ撲滅にも乗り出し
ました。ますます多くの会員が、友情だけでなく、人助
けのために行動する方法を求めてロータリーにやって
くるようになりました。

ロータリーは今も、そしてこれからもずっと、ポール・
ハリスが思い描いた団体であり続けます。それは、この
地球上のあらゆる国の人たちが手を取り合い、自分を超
えた素晴らしいことを生み出せる場所です。その一方
で、今日のロータリーは類まれな不朽の価値を提供して
くれます。それは、才能、そして世界を変えようという熱
意を持つ人たちの世界的なネットワークの一員となれ
るチャンスです。私たちは、地域社会で行動する力が世
界的な影響を生み出し、力を合わせればたいていのこと
を実現できる能力とリソースを兼ね備えています。

全世界で、ロータリーはかつてないほど重要な存在に
なっており、より良い世界を築くその潜在能力は莫大で
す。残念なことに、ロータリーがどんな団体で、どんな活
動をしているのかを十分に理解している人は多くあり
ません。私たちのクラブ内でさえ、多くのロータリアン
がロータリーの活動について十分に知らず、ロータリー
会員であることの恩恵を十分に享受していません。

ロータリーの奉仕は、人びとの人生、そして地域社会を
変えるものです。真に変化を生み出す奉仕をもっと実
現するために、私たちは、ロータリーでの自分の役割、
そして世界におけるロータリーの役割を、これまでと
は違う角度でとらえる必要があります。公共イメージ
にもっと重点を置き、ソーシャルメディアを活用して
会員基盤を築き、奉仕のスケールアップを助長してく
れるパートナー組織に注目してもらう必要がありま
す。より持続可能な影響をもたらす大きなプロジェク
トに力を注ぎ、ロータリー年度や任期を超えた活動の
研究と計画に時間を費やす必要があります。一番大切
なのは、前向きな変化を生み出し、私たちが今日直面す
る課題に勇気と希望、そして創造性をもって正面から
立ち向かう意欲を、クラブ、地域社会、そして組織全体
から引き出すための「インスピレーション」となる必要
があるのです。

ポール・ハリスが述べたように「ロータリーは、世界平
和の縮図であり、国々が従うべきモデル」です。私に
とって、ロータリーは、単なる「モデル」ではなく、イン
スピレーションです。ロータリーは、可能性を指し示
し、そこに到達する意欲を引き出し、行動を通じて世界
の「インスピレーションになる」ための道を拓いてくれ
るのです。
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井上  貴夫

中央分区

今年度中央分区のガバナー補佐に就任致しました東京新宿 RC の八木敏廣です。
今般、松坂ガバナーの方針により中央分区では 3 名のガバナー補佐が誕生致し
ました。私の担当は、東京西北、東京四谷、東京新都心、東京ワセダ、東京新宿RC
の 5クラブです。従来より、新宿 5クラブはゴルフ会や共同社会貢献事業等を一
緒に行って参りましたが、今年度以降はガバナー補佐として担当するクラブ数も
少なくなりましたので、より一層内容の濃いクラブ支援が出来るものと考えてお
ります。私はガバナー補佐として今年度 2つの目標を設定しております。
第一として、松坂ガバナーのお考えを分かり易く会員にお伝えしたいと思います。
第二として、IM  in  Shinjuku の成功です。私をサポートしてくれる分区幹事とし
て長尾進也君がいる事が心強い限りです。どうぞ一年間宜しくお願い致します。
1. 自分を動物に例えると？　その理由は？
　謙虚な虎かな？　干支が五黄の寅年生まれ。
2. 分区幹事選任の理由は？　
　安心して任せられる人物。

2018-19年松坂年度中央分区ガバナー補佐に就任致しました小川光生と分区幹
事の平井茂です。所属は東京城北RCです。
今年度は、東京セントラルパーク、東京練馬西、東京練馬中央、東京御苑、東京城
北 RC を受け持ちます。従来 2580 地区は 6 名のガバナー補佐が担当しましたが
13名に増え、私達の担当クラブも 5クラブとなり、きめの細かい内容で、各クラ
ブの為に微力ながらお力になれますようにと考えます。年間を通じて、いつでも
相談相手になれますようにガバナーのターゲットである『研修と活性化』をよく
理解し、担当クラブとガバナーの橋渡しにもなれますように努力致します。
1. 自分を動物に例えると？　その理由は？
　うさぎ  です。　 弱い小動物でかわいいから、です。
2. 分区幹事選任の理由は？　
　クラブ内の推薦により。

ガバナー補佐　

（東京神田RC）　

大家  正光
分区幹事　

八木  敏廣
ガバナー補佐　

（東京新宿RC）　

長尾  進也
分区幹事　

（東京新宿RC）　

小川  光生
ガバナー補佐　

（東京城北RC）　

平井   茂
分区幹事　

（東京城北RC）　

この度 2018-19年度中央分区のガバナー補佐を仰せつかりました。ロータリー
歴は 1989 年からなので 29 年目に入りました。東京神田 RC からは、父の親友
でもあった白石雄二さんに始まり、阿部孝さんが２期そして多田宏さんがガバ
ナーをなさり、入会後は　阿部ガバナー年度、多田ガバナー年度に地区副幹事を
務めました。 阿部ガバナー年度には、地区ロータリー財団委員会の担当となり、
年度後も父のクラスメイトの渡辺進委員長の下、数年地区委員として残り財団
寄付金をお願いして回りました。分区幹事として地区に精通している大家正光
さんが私を支えてくれることになりました。担当６クラブ（東京、東京麹町、東京
紀尾井町、東京お茶の水、東京丸の内、東京神田）の皆様とガバナー間のポストオ
フィスたる役目を果たして参りますので何卒よろしくお願い申し上げます。
1. 自分を動物に例えると？　その理由は？
　タイガー（虎）　干支が寅だから？GOLFのWOODSとは関係ありません。
2. 分区幹事選任の理由は？　
　？？？です。

（東京神田RC）　

IM は 11月15日（木） ホテルグランドパレスで開催します。

IMは 11月30日（金） ハイアットリージェンシー東京で開催します。

IMは 11月9日（金） ヒルトン東京で開催します。

ガバナー補佐就任のご挨拶
今年度の方針
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大野 利美知

北分区

2018-19年度北分区ガバナー補佐に就任いたしました東京豊島東RCの稲川一で
す。ご承知の通り今年度北分区ガバナー補佐には 3 名が就任し、私が担当するク
ラブは東京池袋、東京板橋、東京池袋西、東京板橋セントラル、そして東京豊島東
の五つのクラブです。ガバナー補佐としての役割をどこまで果たせるか不安では
ありますが、担当するクラブは私の所属クラブとも日頃お付き合いの深い近隣の
クラブでもありますし、会長、幹事の方々とできるだけお話しする機会を持ち、そ
れぞれの特色あるクラブ運営を拝見させていただき、自分のロータリーライフの
１ページに加えていければと考えています。この 1 年を楽しみながら努めていき
たいと思いますのでよろしくお願いいたします。
1. 自分を動物に例えると？　その理由は？
　大人しい犬　 あまり周りに干渉せずマイペースなところ。
2. 分区幹事専任の理由は？
　月井分区幹事は私がクラブ会長の時の幹事で、どんなことでもイヤな顔一つ　
　せず助けてくれます。

北分区ガバナー補佐として私が担当させていただくクラブは、東京王子、東京浅
草、東京荒川、東京浅草中央、東京あすか、東京リバーサイド（設立順）です。各ク
ラブの会長・幹事様はじめクラブ会員の皆様よろしくお願い致します。
皆様がロータリークラブに求めるものは千差万別かと思いますが共通すること
は、明るく元気な楽しいクラブではないでしょうか。クラブの元気の素はクラブ
の将来に明るい希望が持てること。松坂ガバナーの打出した地区ターゲット「研
修と活性化」は当にこのビジョン実現する為のものであると思います。皆様のク
ラブが元気になるお手伝いをさせて頂きたく思います。宜しくお願い致します。
1. 自分を動物に例えると？　その理由は？
　マグロ（と言われています）　 動いてないとダメ。 動きが止まると死んでしまう。
2. 分区幹事専任の理由は？
　分かりあえる仲、 阿吽の呼吸です。（年は上ですが。）　　

ガバナー補佐　

（東京上野RC）　

園部  経夫
分区幹事　

稲川    一
ガバナー補佐　

（東京豊島東RC）　

月井  雅夫
分区幹事　

（東京豊島東RC）　

藤掛  靖元
ガバナー補佐　

（東京浅草中央RC）　

山尾  尚司
分区幹事　

（東京浅草中央RC）　

今年度はガバナー補佐の数が北、中央、東分区が三人体制、沖縄分区が二人体制に
増員され、一人のガバナー補佐の受け持ちクラブが５～６クラブと少なくなりま
した。これにより松坂ガバナーの年次方針の伝達クラブ運営など、受け持ちのク
ラブと地区を結ぶ重要な役割を、きめ細かくバックアップできる体制ができまし
た。クラブ訪問、会長・幹事との懇談を重要な活動と位置付け、密な連絡を取れる
体制を作り上げクラブ運営の一助になれるような活動をする所存です。私が担当
するクラブは、東京北、東京小石川、東京本郷、東京後楽、東京上野RCです。分区
行事は、分区幹事と情報共有はもちろんこと息の合ったコンビ体制を敷くことに
よって協力し合いスムーズな分区の運営を目指していきます。
1. 自分を動物に例えると？　その理由は？
　イルカ　イルカのように水遊びが好きだから。 趣味ヨット
2. 分区幹事専任の理由は？
　阿吽の呼吸でカバーし合える同志。

（東京上野RC）　

IM は従来通り合同例会方式で11月 5日（月） 上野精養軒で開催します。

ガバナー補佐就任のご挨拶
今年度の方針
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江川    勝

東分区

東京臨海 RC の斉藤実です。宜しくお願いします。お役目上、RI や地区からの要
請は各クラブの皆様にお伝えしますが、それを決めるのは皆様です。クラブの自
主性を重んじます。組織にとって楽しさは不可欠な要素です。ロータリーも楽し
くなくてはいけないと思います。親睦が必要でありクラブ愛を持ってクラブの充
実、クラブの活性と増強に頑張りましょう。その為に、貴クラブの将来像、力を入
れている奉仕事業は何か、拡大増強はあるのか、１つでいいですからクラブの戦
略計画 vision ( ビジョン ) を立てて下さい。亡き佐藤千壽パストガバナーの小冊
子「脚下照顧」、「一隅を照らす」、「本卦還り」、「不易流行」等をもう一度読んでみま
しょう。私が担当するクラブは東京江北、東京葛飾、東京葛飾東、東京足立、東京葛
飾中央RCです。
1. 自分を動物に例えると？　その理由は？
　猿かな。 猿も木から落ちる。 落ちても猿は猿である。
　でも本当は鼠かな。 チョロチョロあちこち動き回って嫌われながら可愛い奴。
2. 分区幹事専任の理由は？
　青年会議所（JC）の後輩であり、菩提寺が同じで、家が近く出かける時など一緒
　に行けるので助かります。

私たちがガバナー補佐をする年度には、新しい取り組みがいくつかあります。
新しい動きにできるだけ応えることで、クラブの活性化を達成しましょう。先輩
ロータリアンは楽しかったようです。私たちも楽しいです。将来のロータリアン
も楽しく過ごせるように頑張りましょう。地区ではガバナー補佐が 13 人に増え
ました。ガバナー補佐が担当するクラブ数を減らして、余裕をもって、確実にク
ラブのサポートをすることが目的です。新たな試みですが、次年度以降に引き継
げるよう考えていこうと思います。私が担当するクラブは、東京江戸川、東京東
江戸川、東京臨海、東京江戸川中央、東京臨海東RCです。新しいことが多いとは
いえ、当地区が重要視している職業奉仕の考え方を守りながら、親睦と国際ロー
タリーとの調和を図っていきます。
1. 自分を動物に例えると？　その理由は？
　チーター  　ゲームではいつもチーターでした。
2. 分区幹事専任の理由は？
　ロータリー活動に熱心。

ガバナー補佐　

（東京足立RC）　

石渡  嘉郎
分区幹事　

斉藤    実
ガバナー補佐　

（東京臨海RC）　

笹本  寛治
分区幹事　

（東京臨海RC）　

鈴木  隆雄
ガバナー補佐　

（東京江東RC）　

大澤  秀利
分区幹事　

（東京江東RC）　

今年度の東分区ガバナー補佐３名のひとりで、担当は、東京東、東京江東、東京城
東、東京向島、それと東京ベイの５ＲＣですが、ＩＭや分区の懇親ゴルフなどは、３
名のガバナー補佐が協力・統一して実施いたします。私のロータリー歴は、創立会
員で在籍41年を超えますが、これまでに、所属クラブの会長・幹事などの経験は
あるものの、地区役員・委員の経験は 2001-02年度の東分区幹事を務めた位で、
ロータリーについての知識は、勉強不足もこの上ありませんでしたが、昨秋からの
地区の諸会合やガバナー補佐研修などで、多少は勉強させていただき、何とか、松
坂順一ガバナーのターゲットであります、「研修と活性化」の実現のために、補佐と
して各担当クラブの活動方針と計画の実行のサポートを十分果たす所存でありま
すので、何卒よろしくお願いいたします。
1. 自分を動物に例えると？　その理由は？
　昼寝から目覚めた牛 　最初はのそのそしていますが、定めた目標は完遂します。
2. 分区幹事選任の理由は？　
　クラブ幹事の任務も万全にこなし、ＩＭのホストとしての司会などを立派に務め、
　さらに 2015-16年度の地区ロータリー財団のポリオプラス委員長も務めるな　
　ど、 その活躍は目覚しい上に、50代であることから、将来の活躍を期待して選任。

（東京足立RC）　

IMは10月25日（木） 東武ホテルレバント東京で開催します。

ガバナー補佐就任のご挨拶
今年度の方針
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藤野    豊

多摩分区

ガバナー補佐　

（東京武蔵村山RC）　

分区幹事　

多摩分区は、東京西部の市町村（７市３町１村）をエリアとし、６クラブが奉仕活
動をしています。多摩分区では、二か月毎に分区連絡会（会長・幹事・地区委員出
席）を実施し情報の共有等に役立てています。近年、会員減少が問題となってお
り、やや底を打ったとはいえ、危機感を持ちつつ会員増強を図り、クラブ運営を継
続せねばならない状況に変わりはありません。会員増強・退会防止を念頭に、本
年の私のテーマは、松坂ガバナーの「研修と活性化」というターゲットを踏まえ
「行動そして感動を」といたしました。まず研修により従来以上にロータリーの正
しい知識・理解を深めることが何より大切であり、知識理解の不足による行動は、
消化試合に等しいと考えました。分区内クラブやロータリアンが知識理解を得て
為すべき奉仕活動を行い、興奮するほど感動できたならどんなに素晴らしいこと
でしょう。研修は時には苦痛でもありますが、研修を通じてロータリーに対する
想いに変化が起こることを期待しています。共に研修参加へ行動を起こし、学び、
奉仕し、感動し、活性化へ向かっていく年度にすべく、力不足は否めませんが一歩
づつ頑張って参ります。
1. 自分を動物に例えると？　その理由は？
　やはり人間です。
　喜怒哀楽のほか、 奉仕活動のできる動物は人間だけですので。
2. 分区幹事専任の理由は？
　会長経験者・地区委員経験者・まめさ・人柄・前向きさなど上げれば切り　
　がありません。

（東京武蔵村山RC）　

IM は 11月14日（水） フォレスト・イン昭和館で開催します。

中村  伸治

武蔵野分区

ガバナー補佐　

（東京東久留米RC）　

西川  徹夫
分区幹事　

松坂順一ガバナー年度は、「研修と活性化」を地区ターゲットとされ、特に「活性
化」に於いては地区内のガバナー補佐の増員により、その任務として、効果的なク
ラブへの支援、 会員増強目標の達成に努力と共に、各クラブの現況を把握し、国
際ロータリーの現況と進もうとしている方向性を見極めて、将来自分のクラブは
どうある姿が望ましいかを検討する組織を、各クラブ内に取り入れ、個々のクラ
ブが将来像を検討するように呼びかけられております。
また、当分区には喫緊の対処課題の「会員増強」「新クラブ結成」等がございます
が、本年度は分区内の６クラブ会長・幹事、クラブ会員増強委員長様を中心に、分
区内でコミュニケーションを図り「効果的な魅力あるクラブ」づくりをめざして
ポジティブに行動したいと考えています。 武蔵野分区ロータリアンの皆様のご
協力とご支援を宜しくお願い致します。
1. 自分を動物に例えると？　その理由は？
　「犬」・・・戌年生まれだから、 生まれ持って反応してしまう動物。
　ちなみに猿（申年生まれ）年生まれの方には敵意はありません。
2. 分区幹事専任の理由は？
　クラブ会長就任時の「幹事」からのご縁で、無理矢理にお願いしました。

（東京東久留米RC）　

IM は 11月13日（火） 吉祥寺第一ホテルで開催します。

宮　  茂夫

ガバナー補佐就任のご挨拶
今年度の方針



2018年 7月号  vol.1
7

芝田  祐蔵

沖縄分区

ロータリアン全員が力を合わせればたいていの事が出来る。ロータリーの奉仕
は、人々の人生そして地域社会をよりいいものに変えていき、真の変化を生み出
す。違う角度からものをみて、個人、クラブの感覚を研ぎ澄ますことで、それぞれ
の完成形を見いだす。2018-19年国際ロータリー　バリー・ラシン会長の掲げる
インスピレーションになろう。そして松坂ガバナーの新しい試み、変革に全面的
に協力して「研修と活性化」を充実していく事で達成し、会員全員で変化の素晴
らしさを分かち合いたいと思います。  まずは沖縄分区の担当クラブ（コザ、那
覇西、宜野湾、浦添、那覇南RC）の会員の皆様とのコミュニケーションを第一に
職責を全う致します。イメージは出来上がった。あとはやるべし！
1. 自分を動物に例えると？　その理由は？
　あらいぐま 　社員からの意見です。 常に動き回ってる！
2. 分区幹事専任の理由は？
　隣にいたので。

ガバナー補佐　

（コザRC）　

島    清次
分区幹事　

仲田  憲仁
ガバナー補佐　

（那覇北RC）　

新崎  康幸
分区幹事　

（那覇北RC）　

私は、コザ RC に入会して 23 年が過ぎます。何度か退会を考えた年もありまし
たが、今となっては笑い話になります。人間が人生の行路のなかで、職業を奉仕に
置き換えて、自分自身が奉仕をする精神。そして、人を知ることがなにより宝にな
ることが大切なことであります。利を求めていく会ではありません。利は、自然に
ついてくるものです。ロータリーの奉仕を通じて学び合えることが多いと思いま
す。私たちが、今年度ガバナー補佐を受けるにあたって、ロータリアンとして今、
何が必要かと考えますと「親睦」や「奉仕」と言う言葉が頭に入ります。ガバナー補
佐として各クラブを巡り会員と接しながら、例会を通じ楽しいクラブにさせてい
きたいと思います。私の担当クラブは、那覇、石垣、宮古島、那覇東、名護、那覇北
RC です。皆さまのご理解が必要です。よろしくお願いいたします。さて、我がコ
ザRCにとっては、初のガバナー補佐が誕生したことは良い点です。しかし、悪い
点はそのガバナー補佐に私が選ばれたことが、悪い点では？だから今度は、この
チャンスにいま一度、原点からロータリーを学びつつ、ロータリーリーダーシッ
プ研究会にて勉強をさせて頂いて燃えています。まずは、自分からやる気を出し
て、私がロータリーの心を学び体得し大きな力を動きに変えて各クラブを楽し
い！ロータリアンで良かった！と、言える行動を起こして参りましょう！私の好
きな言葉は「超我の奉仕」「イノベーション」
1. 自分を動物に例えると？　その理由は？
　ハブ 　毒性が強い！
2. 分区幹事専任の理由は？
　将来にガバナー補佐にしたいから。

（コザRC）　

IM は10月16日（火） パシフィックホテル沖縄で開催します。

沖縄分区　　　　　　　　　　　    那覇 RC 　　    10 月 16日 ( 火 ) パシフィックホテル沖縄
東分区　　　　　　　　　　　　    東京江北RC 　　    10 月 25日 ( 木 ) 東武ホテルレバント東京
北分区　　　　　　　　　　　　    東京上野RC 　　     11 月 5日 ( 月 )            上野精養軒
中央分区 (小川ガバナー補佐 )     東京城北RC　　　　11月 9日 ( 金 )            ヒルトン東京
武蔵野分区　　　　　　　　　　    東京東久留米RC　　11月 13日 ( 火 ) 吉祥寺第一ホテル
多摩分区　　　　　　　　　　　　 東京武蔵村山RC　　11月 14日 ( 水 ) フォレスト・イン昭和館 
中央分区 (井上ガバナー補佐 )  　東京神田RC　　　　11月 15日 ( 木 ) ホテルグランドパレス 
中央分区 (八木ガバナー補佐 )  　東京新宿RC　　　　11月 30日 ( 金 ) ハイアットリージェンシー東京

各分区インターシティミーティング（IM）開催予定一覧

注：登録開始時間、会場名等は正式に決まり次第各ホストクラブよりご連絡いたします。

ガバナー補佐就任のご挨拶
今年度の方針
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地区委員会委員長のご挨拶

水野  正人
ロータリー財団委員長

（東京RC）　
吉田  建二
研修リーダー

（東京田無RC）　

中川  雅雄
クラブ奉仕委員長

（東京浅草RC）　
大牟田  文哉
職業奉仕委員長

（東京後楽RC）　

地区クラブ奉仕委員会活動について                           　　 
松坂順一ガバナーのターゲットである『研修と活性化』を各ク
ラブに浸透し、活力あるクラブになるための３つの委員会活
動を行います。第１は地区全体のセミナーをやめ、13 名に増
員されたガバナー補佐と密接に連携しながら、各分区毎に『会
長・クラブ奉仕委員長会議』を開催いたします。特に、クラブ
奉仕委員長は次年度の会長としての役割とクラブ運営のポイ
ントについて議論を深めるためテーブル・ディスカッション
を行います。会議の詳細は後日、ご案内いたします。第２は『奉
仕活動情報交換研究会』を 2019 年３月に開催いたします。こ
の研究会は特長あるクラブの奉仕活動を地区全体で共有し、
クラブの奉仕活動の底上げを目的としております。最後は
My Rotaryの登録と会員詳細データの入力推進です。会員詳
細データは５年、10年後の自クラブを知る上で、重要な作業
だと確信しております。より良いロータリー活動を行うため、
皆さまと共に歩みたいと存じます。ご理解のほどよろしくお
願いします。
自分を動物に例えると？　その理由は？
　ライオン   ライオンは『ブランド好みの正直者』だそうです。

浄財ボックスにご協力をお願いいたします 
100 周年を期に大きく動き出したロータリー財団活動は松坂
ガバナー年度には昨年度以上の実績を残すべく力を尽くす所
存です。ロータリーでは身体を動かし額に汗する奉仕と奉仕
活動の財源を寄付する奉仕があります。財団が進めている奉
仕活動はポリオプラス、平和フェローシップ、補助金の三つで
す。特に補助金プログラムは、ロータリー財団委員長が各クラ
ブの会長、社会奉仕、国際奉仕委員会と連携し、より良き社会
を作るべく補助金を財源とする奉仕活動を進める様お願いい
たします。寄付額の目処は昨年同様、年次基金 150 ドル、ポリ
オプラス 30ドル、恒久基金 30ドル、平和フェローシップ 20
ドル、計 230 ドルです。今年度はガバナー補佐 13人体制です
ので、担当クラブの寄付バランスを見て適切なご助言をお願
いしたく存じます。
自分を動物に例えると？　その理由は？
　「羊」です。  未年生まれですので、 優しい羊と思っています。

My Rotaryの中に職業奉仕の手引き：実践しようという資
料があるのを皆さんご存知でしょうか？
ロータリーの目的・「職業奉仕」という概念・高潔性と倫理・
その中に「四つのテスト」ロータリーの行動規範が明記されて
います。2580 地区には職業奉仕について素晴らしい先達が
おいでになります。佐藤千壽さんは 1975 年モントリオール
国際大会実行委員長ジャック・プライドさんの「職業奉仕と
は、我々がその職業に於て、または職業を通して、他人に幸福
をもたらすことであり、他人に奉仕をすることである。」を紹
介しています。また「ロータリーの奉仕活動の本質は倫理運動
である、倫理運動は人間関係を改善する、いわゆる間柄の美学
である」と上野操カウンセラーは言っておられます。素晴らし
い先達に感謝し、行動を！
自分を動物に例えると？　その理由は？
　馬です。  午年で、 馬顔と言われます。

研修リーダーの心                       　　 
松坂順一ガバナーの活動のターゲットは、「研修と活性化」で
す。私の役目はガバナーのターゲットをサポートし、具体化す
ることです。地区研修委員会では、3年計画で研修の成果を上
げようとしています。上山ガバナー年度の「親睦と研修」、吉田
雅俊ガバナー年度の「研修と実践」に続いて、松坂ガバナー年
度も研修を通じてクラブの活性化及びロータリーの活性化を
目指していきたいと考えています。もちろん研修を繰り返す
ことによって、ロータリアンの絆が強くなり、親睦にもつな
がっていきます。退会防止にも効果があると信じております。
出会いを大切に、切磋琢磨して、楽しいロータリーにして行こ
うではありませんか。
自分を動物に例えると？　その理由は？
　牛、丑年生まれ　 母の体内で育まれていた時はネズミ。
　ネズミがかった牛。 従って、 辛抱強いが細かい。

ロータリー財団委員会 研修委員会

クラブ奉仕委員会 職業奉仕委員会
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田中  久光
社会奉仕委員長

（浦添RC）　
中島  弘人
国際奉仕委員長

（東京ワセダRC）　

松岡    浩
青少年奉仕委員長

（東京本郷RC）　
比留間  孝司
米山奨学委員長

（東京武蔵村山RC）　

地区青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
青少年交換、RYLA（新設）、職場・就業体験（名称変更）の 5つ
の被包括委員会を擁します。大所帯だからこそ各被包括委員
会の連携を強化して、青少年奉仕全体のさらなる活性化をは
かっていきたいと考えています。各クラブにおかれては、青少
年奉仕活動の理解促進のために、地区委員、ローターアク
ター、ローテックス等を是非卓話に呼んでください。特に、新
設の RYLA の卓話はオススメです。また、青少年交換留学生
の受け入れやインターアクト・ローターアクトの提唱は、ク
ラブのますますの活性化のチャンスにもなります。青少年奉
仕とは、未来を担う青少年に直に触れ合ってその成長をサ
ポートさせていただく素晴らしい奉仕です。地区のロータリ
アンの皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。
自分を動物に例えると？　その理由は？
　馬　 働きます（馬車馬のごとく）、〈案外〉人様の話しに耳を
　傾けません（馬耳東風、馬の耳に念仏）、なにより、見た目ど
　おり（ちなみに申年です）。

松坂順一ガバナーは今年度第2580地区のターゲットとして「研
修と活性化」を掲げられました。今一度ロータリアンとしての自
覚を再確認する年度にするのだと捉え、＜行動する社会奉仕・・
委員会活動を通してロータリアンに育っていこう！＞として各
クラブ社会奉仕委員会の皆さんと共に学ばせていただこうと考
えております。①学ぶ -自分自身・委員会・クラブメンバーが学
ぶ　第一に“ロータリーにおける社会奉仕とは何か？”我々自身
がロータリーを学び見識を深め、大いに納得してクラブの社会
奉仕委員会活動の推進をしていきましょう。②調べる -これまで
に感謝し変革を誘発する　各地域クラブの歴史や伝統について
今一度、先輩の知恵を借り、委員会活動に繋げていきましょう。
③年度設計で楽しく頼もしく行動実践する　具体的な計画策定
で社会奉仕委員会の役割が明確になっていければと思います。
どこまでも地元地域にきっちり根ざしていくこと、持続可能な
活動、具体的なアイデアや活動内容範囲をニーズに合致させな
がら、この街に役立つのだとする我々ロータリアンの心にス
ポットをあてたいと思います。我々は地域や社会に根差して活
動し行動することで多くを学ばせていただく委員会でありたい
と願っています。皆さまのご支援ご 撻をよろしくお願い申し
上げます。
自分を動物に例えると？　　虎

2018 学年度当地区の米山奨学事業は、先般 4月 25 日の期間
始業式をもって無事にスタート致しました。前年度からの継
続生 7名を含む 35名の奨学生につき在京 33、沖縄 2クラブ
に世話クラブをお引き受け頂き、あらためて御礼申し上げま
す。奨学生、大学関係者そしてロータリアンの三者間のコミュ
ニケーションを大切に、事業が円滑かつ有意義に進むように
努めて参ります。
また、地区内すべてのクラブ、ロータリアンの皆さんに米山奨
学事業の現代的意義と更なる可能性を実感して頂くためのセ
ミナーを企画致しました。そしてそれが、事業を支える寄付金
の増進 ( 特に特別寄付者の増加 ) につながるような環境づく
りを目指して努力していきたいと考えております。
どうぞ一年間よろしくお願い申し上げます。
自分を動物に例えると？　その理由は？
　うーん、やっぱりナマケモノでしょうか (笑 )
　この原稿も締め切りギリギリの提出です。 すみません。

2018-19年度地区国際奉仕委員長を務めさせて頂く東京ワセ
ダ RC 所属の中島弘人です。どうぞよろしくお願い致します。
My Rotary を開くと各委員会の役割の解説がありますが、そ
こには国際奉仕はこの様に書いてあります。「国際奉仕委員会
は、クラブの海外プロジェクトを支援します。また、地区内ク
ラブを海外の協力クラブと引き合わせたり、補助金申請プロ
セスを援助します。」
本年度の地区国際奉仕委員会はここにポイントを絞り、特に
グローバル補助金を使う為の具体的ノウハウと海外クラブと
の関係構築のやり方について、役立つ情報を調査、統合、整理
し、そのノウハウを各クラブに環流することを委員会の使命
として活動します。
自分を動物に例えると？　その理由は？
　チンパンジー
　高い木に登って周囲の状況を見るのが好き。 肉食系でも
　草食系でもない雑食系。 わりと大人しい。

社会奉仕委員会 国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会 米山奨学委員会

地区委員会委員長のご挨拶
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嶋村 文男
RYLA委員長

（東京東江戸川RC）　

ＲＹＬＡでクラブの活性化を
ＲＹＬＡ（ROTARY　YOUTH　LEADERSHIP　AWARDS）
ロータリー青少年指導者養成プログラムは、国際ロータリー
が推奨する青少年奉仕プログラムのひとつであります。松坂
順一ガバナーは、青少年奉仕を拡げる目的で、2580 地区で初
めてのＲＹＬＡを 2019 年３月１日 ( 金 ) ～３日 ( 日 ) に沖
縄県南部南城市の「玉城青少年の家」で開催する事にしまし
た。各クラブの皆様には、ＲＹＬＡに参加する受講生を見つ
け出し、推薦し受講後にＲＹＬＡｒｉａｎになる若者をクラ
ブのニューファミリーとして育て上げ、クラブの活性化につ
なげてほしいと願っています。何卒ＲＹＬＡに対するご理解
とご協力を宜しくお願い致します。
自分を動物に例えると？　その理由は？
　「マグロ」       学生時代水泳部に所属・大海を泳ぎ回るイ
　メージです。  沢山の栄養 (奉仕活動 )を生かし、スタート
　アップＲＹＬＡ頑張ります。

RLI（アールエルアイ）準備委員会 RYLA（ライラ）委員会

吉田  建二
RLI準備委員長

（東京田無RC）　

活力あるクラブを作ることは、ロータリークラブにおいて大
切な課題です。　入会して、ロータリーを理解しないまま
去っていく人が多いことは、大変残念です。
　1992 年、ニュージャージー州の 7510 地区から草の根運
動 RLI(Rotary Leadership Institute　ロータリーリーダー
シップ研究会 ) が生まれ、26 年が経過しました。日本でも
2008 年 6月に支部が設立されました。RLI は、講義を聞く形
式ではなく、あらかじめ決められたテーマについて 10人程
度のグループで自由に討議し、結論を求めるのではなく、参
加者の発言から自分自身の考えや、方向性を見出す研修方法
です。物事のまとめ方、すすめ方を学ぶことによって、多様性
や寛容の心が生まれます。参加者がモチベーションを発揮し
て活発なクラブを作るよう、活動して欲しいと思います。
自分を動物に例えると？　その理由は？
　牛、丑年生まれ　 母の体内で育まれていた時はネズミ。
　ネズミがかった牛。 従って、辛抱強いが細かい。

地区委員会委員長のご挨拶

新本  博司
ガバナーエレクト

（那覇RC）　

準備周到に研修を重ね、松坂順一ガバナー年度がいよいよ幸先よくスタート
しました。
不易流行、時代の変化に即してガバナー補佐の増（6名から 13名）による、よ
り密度の高いクラブとのかかわり、RYLA委員会、RLI 準備委員会の設置など
長期的展望に立った組織の見直しでクラブの活性化に期待がふくらみます。
RI の方針を理解し伝えるとともに地区の将来の夢を描いたビジョン策定委
員会は松坂ガバナーの並々ならぬ決意の現れでしょう。いずれの施策も実現
は容易ではありません、会員各位のご理解と協力が必要です。
私もエレクトとして身近に学ばせてもらい一年後に備えたいと思います。
松坂ガバナー年度がインスピレーションのちからでひらめきや着想を得て、
日本のクラブ発祥の地区として希望の風を吹き込んで、親睦の和を拡げ輝か
しい一年でありますようご祈念申し上げます。

ガバナーエレクト就任のご挨拶
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7月      時間 　　　   内容◉会場

  1　日   9:30-11:30　　ガバナー会議◉グランドプリンスホテル高輪B1Fクラウンルーム ガバナー会
 10:30-11:30　　ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）日本支部会議◉グランドプリンスホテル高輪B1Fロイヤルルーム
 11:45-15:00　　ガバナー・元・次期ガバナー懇談会◉グランドプリンスホテル高輪B1Fプリンスルーム
 14:50-17:30　　一般社団法人Rの友事務所臨時社員総会・懇親会◉グランドプリンスホテル高輪B1Fアメジスト/クラウンルーム/ロイヤルルーム
  2　月    
  3　火    
  4　水 12:00-14:00　　地区青少年交換委員会◉学士会館303号室
 15:00-17:00　　青少年交換来日学生カウンセラー･ホストファミリー会議◉学士会館203号室
 18:00-20:00　　新旧地区青少年交換委員懇親会◉学士会館1F二色
  5　木 14:00-16:00　　日本のロータリー100周年「記念事業等委員会」◉ガバナー事務所B1F
  6　金    
  7　土 18:30-21:30　　米山奨学生学友会（東京）総会◉江東区総合区民センター
 18:00-20:00　　全国青少年交換委員長会議プレコンベンション（懇親会）◉創作和食小次郎
  8　日 10:00-17:00　　全国青少年交換委員長会議◉コンベンションルームAP東京八重洲通り
  9　月    
10　火 16:00-17:00　　地区バギオ基金支援委員会／会議終了後 懇親会◉ガバナー事務所B1F 那覇 RC事務局／懇親会場未定
11　水 15:00-17:00　　地区ロータリー財団委員会／17:15-19:15懇親会◉ガバナー事務所B1F 那覇RC事務局／ヴィッラビアンキ京橋エドグラン店
12　木 12:30-14:00　　（沖縄）青少年交換帰国報告会 兼 那覇東・浦添・那覇北RC合同例会◉沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ
 15:00-16:45　　地区青少年奉仕委員会／17:10- 懇親会◉ガバナー事務所B1F 那覇 RC事務局／かなえ京橋店
13　金 10:30-11:30　　地区拡大増強委員会◉日税ビジネスサービス
　　　　  13:00-16:00　　地区大会打合せ◉ガバナー事務所1F
14　土 15:00-               青少年交換学生 茶道稽古（前年度継続）◉裏千家 今日庵
15　日    
16　月                          ローターアクト地区役員会
17　火 10:30-13:30　　東京北RCガバナー公式訪問◉帝国ホテル 
 16:30-19:30　　東京あすかRCガバナー公式訪問◉ホテルラングウッド 
18　水 10:30-13:30　　東京新都心RCガバナー公式訪問◉ハイアットリージェンシー東京 
 15:00-17:00　　地区クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕合同委員会／18:00-20:00 懇親会◉ガバナー事務所B1F 那覇 RC事務局／交詢社
19　木 10:30-13:30　　東京四谷RCガバナー公式訪問◉明治記念館 
 15:00-17:00　　地区米山奨学委員会◉ガバナー事務所B1F 那覇 RC事務局 
 17:00-20:00　　東京御苑RCガバナー公式訪問◉京王プラザホテル 
20　金 10:30-13:30　　東京東RCガバナー公式訪問◉ホテルニューオータニ 
　　　　 16:30-20:30　　地区諮問委員会◉京王プラザホテル本館42F武蔵
21　土 15:00-               青少年交換学生 茶道稽古（前年度継続）◉裏千家 今日庵
22　日    
23　月 10:30-13:30　　東京練馬西RCガバナー公式訪問◉ホテルカデンツァ光が丘
　　　     14:30-　　　　　地区会計処理◉ガバナー事務所1F 
 18:00-            （東分区）会長・幹事会◉浅草ビューホテル
24　火 10:30-13:30　　東京武蔵野RCガバナー公式訪問◉吉祥寺第一ホテル 
 15:00-17:00　　新本ガバナー年度 地区主要役員顔合せ会17:00-19:00 懇親会◉ガバナー事務所B1F 那覇 RC事務局／かなえ京橋店
 16:30-19:30　　東京東久留米RCガバナー公式訪問◉東久留米市商工会館 
25　水 10:30-13:30　　東京RCガバナー公式訪問◉帝国ホテル 
26　木 10:30-13:30　　東京神田RCガバナー公式訪問◉ホテルグランドパレス 
 13:00-17:00　　ロータリー希望の風奨学金 委員総会◉ガバナー事務所B1F
27　金 10:30-13:30　　東京板橋セントラルRCガバナー公式訪問◉東武百貨店14Fバンケットホール 
28　土    
29　日                          ローターアクト会長・幹事会
30　月 10:30-13:30　　東京西北RCガバナー公式訪問◉京王プラザホテル 
 16:00-19:00　　東京上野RCガバナー公式訪問◉上野精養軒 
31　火 10:30-13:30　　東京板橋RCガバナー公式訪問◉ホテルメトロポリタン 

地区行事予定表7月分 (2018/6/20現在 )

＊日程は毎週更新されています。詳細は地区のウェブサイトでご確認ください。
＊地区の行事は「事前登録制」です。事前登録をなさらないで、参加される場合は、必ず当該行事の担当者にご連絡の上ご参加ください。
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ロータリー財団メジャードナー
吉田 雅俊（東京新都心）　嶋村 文男（東京東江戸川）
マルチプル･ポール･ハリス･フェロー
7 回　小澤 秀瑛（東京青梅） 
米山功労者
瀬古 直寿（東京上野） 　瀬田 勝彦（東京足立）

謹んで哀悼の意を表します。
牛尾  益行 会員
（うしお ますゆき）
（東京四谷RC）　

逝去日　2018 年 6月 2日　享年 85
入会日　1988 年 9月 21 日
杉崎事務所
ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター
米山功労者

杉崎  盛一郎 会員
（すぎざき　せいいちろう）
（東京新都心RC）　

逝去日　2018 年 5月 16 日　享年 86
入会日　1985 年 2月 21 日
うしお診療所　院長
ポール・ハリス・フェロー

ご厚意に対し、深く感謝申し上げます。

5 月 31 日分まで　敬称略、順不同

ロータリー文庫通信

編集後記                         　　 　　　　　　　　　　　
　今年度松坂順一ガバナーにはじめてお会いしたのは 4
年前、地区ロータリー希望の風支援特別委員長の時でし
た。2013 年度の東分区ガバナー補佐を経て、当地区内で活
躍されていました。いつも理路整然とロータリーを語り、
人材育成のためにもプロセスとして「RLI」の必要性を熱く
語っていらしたのを鮮明に覚えています。
　今年度のガバナー月信は、松坂ガバナーのロータリーに
対する思いが、クラブのリーダーの皆様に伝わるように編
集を心がけています。各クラブの会長幹事はじめリーダー
の皆様が研修素材として、そしてクラブを活性化させるた
めの情報素材になればと思っています。
　加えて、ロータリー活動での疑問点や確認されたいこと
がございましたら、何でもご相談いただきますように会員
各位にお伝えください。ガバナー以下地区役員が検討し
て、極力次号のガバナー月信でお答えします。また、掲載記
事へのご要望、ご意見、ご質問等もございましたらご連絡
をください。　　　　　　   ガバナー月信専用アドレス
　　　　　   fuminori.satoh.set@gmail.com

　地区副幹事 ガバナー月信担当
佐藤文則（東京四谷RC）

　　　　　　　　　　　　　　　
書　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著者 /出版社 　　　　発行年 頁

回首原点－ロータリーの心を尋ねて ( その７)　　　　 　　　　　　　　　　　　　佐古亮尊   大村北 R.C. 2011 224P
ロータリーの心をたずねて 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富田英壽  　　　　　　 2017 104P
“ロータリー” 原点への回帰 (IM記録誌） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   龍野 R.C. 　　　　2018 48P
横浜港北ロータリークラブ早わかり－新会員、３年未満の会員用教材　 　　　　   横浜港北 R.C.  　　　　2017 76P
第 28回ローターアクト研修会並びに第13回アジア太平洋地域ローター アクト会議大会報告書    D.2650R.A.C.　 2017 33P
社会奉仕委員会 2016 ～ 2017 年度事業報告集 　　　　　　　　　　　　　　　　   D.2650           〔2017〕 184P
DVD/ 先生、ありがとう　                                                            監督・脚本・演出：鈴木一作   寒河江 RC 2012 105 分　
純ちゃんのコーナー（ロータリー３分間情報）PartXVI                                       深川純一   伊丹 R. C. 2017 55P 
ロータリー財団ハンドブック ( 改訂第４版）                                                               ロータリー情報研究会 2018 184P 

「ロータリー文庫」は日本ロータリー50周年記念事業の一つとして1970年に創立された皆様の資料室です。ロータリー関係の貴
重な文献や視聴覚資料など、約2万4千点を収集・整備し皆様のご利用に備えております。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、
文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承ります。また、一部資料はホームページでPDFもご利用いた
だけます。クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。以下資料のご紹介を致します。

ロータリー文庫通信 369号　2018年 5月　最近の文献より

2017年 7月1日クラブ数   　69 RC
2018年 4月末クラブ数    　70 RC
2018年 4月平均出席率    　82.24 ％
2017年 7月1日会員数（前年度から継続）  　3,018 名
 　　(内女性会員  　　　　　188 名 )
2018年 4月末会員数    　3,113 名
 　　(内女性会員  　　　　　215 名 )
2017-18年度会員増減数   　　　　　95 名
2017-18年度女性増減数   　　　　　27 名
2017-18年度入会者    　277 名
2017-18年度退会者    　182 名

第2580地区2018年5月出席報告

〒104-0031東京都中央区京橋 2-11- 8 全医協連会館１階
TEL:03-3538-0211  FAX:03-3538-0212   E-mail:office@rid2580.org  URL:https://www.rid2580.org/

発行 : 国際ロータリー第2580地区ガバナー事務所




