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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
地区ターゲット
「研修と活性化」
《その4》

国際ロータリー第 2580 地区
2018-19年度ガバナー

松坂 順一
8 月 27 日

東京浅草ロータリークラブを公式訪問

【「研修と活性化」
の重要性】

【経済と地域社会の発展】月間 +『米山』月間
今月は経済と地域社会の発展月間です。日本のロータ

10 月〜 11 月にかけて、IM（Intercity Meeting）が各分

リークラブは主に職業人と専門職業人から構成されて

区にて開催されます。以前は地区の公式行事でしたが、

いるため、地域社会の発展とは密接な関係にあると思い

1970 年からは開催の可否はガバナーの裁量に委ねら

ます。
とくに雇用創出は、貧困問題を根本から解決する

れました。企画運営はガバナー補佐が担当します。今年

ひとつの方法です。
また、それらの問題に取り組む専門

は従来型の分区別の IM ともっと細分化されたグルー

職業人の育成も重要な役割だと思います。
日本では「昔

プで開催される中央分区の IM があります。
都市連合会

の見慣れた町並みが消えて行く」現状があります。
いわ

という和訳が意味しているように、数クラブが集まり同

ゆる
「お肉屋さん」
、
「お魚屋さん」
など、昔の町並みには

じ題材で議論し、共通認識を持つこと。
他クラブの会員

あった景色がなくなり、シャター通り商店街が多くなっ

との親睦と懇親を深めることにより効果的な奉仕活動

ています。
その結果、地域社会の共同意識が希薄になっ

を検討する場です。大半の IM は勉強会と懇親会がセッ

てきています。
私たちロータリアンは何をすべきなので

トされているのもこの目的をより効果的に達成するた

しょうか？地域社会のコミュニケーションを再構築す

めです。
そのためロータリーの事業年度の上半期に開催

るためクラブ外に目を向けようではありませんか。

されます。
ガバナーが主催する地区大会は華美なセレモ

また日本では『米山』月間が加えられています。
この事業

ニー的要素に流される傾向がありますが、IM は地域特

は日本にロータリーの創始者である故米山梅吉翁の偉業

性を活かしつつ、より素晴らしい奉仕活動を行うための

を記念し設立されました。
日本に在留している私費外国

勉強の場にしてください。
単に出席（登録）するのではな

人留学生に対して、給付型奨学金を支給支援する民間の

く、新たなる発見をするために積極的な参加を希望いた

奨学団体です。RI から日本のロータリー全地区の合同プ

します。各分区の IM の日程は６ページに掲載されてい

ログラムとして認められています。
世話クラブ・カウン

ます。最初
（勉強会）
から最後
（懇親会）
まで参加して、他

セラー制度は、
他の奨学制度にはない特長であります。

クラブのロータリアンとの交流を深めましょう。
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月間テーマ

『経済と地域社会の発展』

「経済と地域社会の発展」
は
ロータリーの
6 つの重点分野のひとつです。

国際ロータリー第2580地区
パストガバナー

吉田 建二
（東京田無RC）

私たちロータリアンにとって地域の発展とは雇用

にも協力をしていただいて、企業と市民の相互理解

と社会保障が確保され、地域経済が豊かになり、ビジ

の一日としております。
今年は、
地元の駄菓子屋さん

ネスの機会に溢れた健康で安全な生活が送れる社会

にも出張出店をしていただき、親子で楽しんでいた

づくりにあります。
特に、女性、若者、貧困層の人びと

だきました。
こうした機会を利用して、
地域のニーズ

のエンパワメントは、持続可能な経済的・社会的発

を理解しロータリアンとして地域社会発展のための

展のカギとなる要素です。

活動のヒントを得ることも大切なことと考えていま

企業は地域の中から育ち、地域とともに発展し、地

す。

域とともに生きてきたものだと思います。
これは、近

他方、時代と共に企業の商圏は広くなり地元の小

江商人の
「売り手よし、買い手よし、世間よし」
という

さな企業でも、世界に向けて商品を輸出する時代に

商売理念の中に既に表されています。
創業 34 年とな

なりました。
当社もベトナムに昨年、自動車販売・整

る当社の経営理念は、お客様お一人、お一人にご満足

備の現地法人を設立い

いただけるサービスを提供し、その活動を通じて地域

たしました。経済発展

社会に貢献できる企業を目指しています。地域で商

著しいベトナムにおい

売をさせていただいている以上、直接のお客様ではな

て、日本のおもてなし

い地域住民の方々にも感謝の意を表し、地域がより発

の心や最先端の整備技

展していくことを考えていかなくてはなりません。

術を、根付かせていく

当社が長年地域で実施していることは、週に 1 回

ことを目標として、現

全社員にて朝の清掃活動を行っています。会社周辺

地採用の営業スタッ

の道路の掃除、隣接する公園の清掃、草とりなどを行

フ・整備スタッフを随

うことによって、快適な生活環境と子ども達が安心

時採用して雇用の機会

して遊べる環境づくりを行なっています。
また、
毎月

を増やしています。
勤勉で向学心旺盛なベトナムの

最終土曜日に無料で様々な体験会を行っています。

人々に対して、日本の整備技術の教育と指導、育成
が、自動車整備士という専門職になり、継承され、自
動車社会に突入したベトナムでの雇用の継続的な安
定化につながり、経済や地域社会の発展につながる
と信じています。
そして、人手不足に直面している日
本の自動車整備業界に対して、現地で実地教育をし
た整備士を日本に派遣することで、国内市場に対し
て恩返しもしていきたいと考えております。
これも
広い目で見た地域社会への貢献と思っております。

たとえば、地元産の野菜を使った
「こんにゃく作り」
、

IoT の進歩により、商売のあり方は昔と少し変わっ

「クリスマスリース作り」
、
「水引でのアクセサリー作

てきているかもしれません。それでも自分が身を置

り」
「誰でも描けるクレパス画教室」
など、地域でご活

く場に対する、心の通った思いを体現していくこと

躍されている様々な道のプロを招いて実施しており

は、人であれ、企業であれ変わりはないと私は信じて

ます。
また、
年に 1 回の
「夏祭り」
では、
他の企業数社

おります。
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From Assistant Governors

井上 貴夫

八木 敏廣

江川 勝

小川 光生

斉藤 実

稲川 一

藤掛 靖元

中村 伸治

大野 利美知

藤野 豊

芝田 祐蔵

鈴木 隆雄

仲田 憲仁

北分区ガバナー補佐

月間テーマ「経済と地域社会の発展」

それは事業の地域社会への奉仕です。

大野 利美知
（東京上野RC）

「処方箋お預かりします」

当社では薬剤師が職能を生かす為に、常に研修を受

「時間かかる？少し急いでいるけど」

けます。
医薬品の勉強始め、店舗マネージメント、接

「○○さん、
お待ちどうさまです」

遇、
医療制度、
社内ルールなど多岐にわたります。
新入

「前回からかなり日にちが過ぎていますね。

社員、
入社年毎、
管理薬剤師、
店長など管理職の研修カ

最近あまり薬を飲んでいませんね！」
「何か薬で問題がありました？」

リキュラムに沿って年数回以上の研修を行います。
研修のためのカリキュラムがそろっており、研修で
地域の人たちに質の高いサービスができるのです。

普段薬局の窓口ではこのような会話が交わされてい

当社は、創業当時から「湯島勉強会」という勉強会を

ます。
この薬剤師は○○さんの “かかりつけ薬剤師”

開催し、地域の医師、薬剤師といったメンバーで 136

です。
患者が薬剤師を選ぶこの制度、今年の調剤報酬

回に及ぶ勉強会を開催してきており研修は社風とし

改定で示された “地域支援” への体制作り。
薬局、薬

て定着しています。

剤師は老人施設の薬剤業務もします。

当社業務に必要とされる薬剤師は、当社の研修制度

薬局が体重測定、血圧測定、骨密度の測定、血液検査

や奨学金制度が大きく貢献していることも一因と

などを行う健康イベントに地域の方々が沢山集まり

なって、
毎年新入社員が 80 名以上入社してきます。

ます。日常の健康相談を通じてセルフメディケー

事業と職業奉仕は一体です。
ピータードラッカーは、

ションを行うのが健康サポート薬局で地域医療に取

企業の存在理由は「人と世の中よりよくすることだ。

り組み貢献する薬局の姿です。

人や社会の変化に適応して存続・成長するこれが企

調剤を主体にした業務から、対人に主体を置く業務

業の宿命なのです」と述べています。
事業の成長が雇

へ大きく舵を切り地域医療へ参加です。

用を増やし、
地域への奉仕を大きくしていくのです。
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地区委員会活動報告

ロータリーが育む世界との架け橋
〜米山月間に因んで
地区米山奨学委員長

比留間 孝司
（東京武蔵村山RC）

4 月の始業式当日は、緊張するばかりで自己紹介が
精一杯。初参加した世話クラブの例会でも雰囲気に
圧倒されるばかりだった奨学生達が、この数ヶ月で
大きく変わりつつあります。例会への参加を通して
たくさんのロータリアンに接することで、多様な職
業観、世界観そして人生観を見聞することとなり、自
ずと視野を拡げて行く様子がうかがえます。クラブ
の親睦行事、社会奉仕活動などへの参加は、ロータリ
アンとの一体感を高める有意義な機会です。
9 月 1 日に、奨学生、カウンセラー他のロータリア

9 月 1 日 柿田川湧水の清掃活動
柿田川湧水の清掃をする松坂ガバナーと米山奨学生

ンの参加を集い、米山梅吉記念館の訪問、墓参を実施
致しました。日本のロータリーの父である米山梅吉

10 月は米山月間です。奨学生は各世話クラブで

翁の業績を学ぶことで、この事業の淵源に思いを致

の卓話の機会も多いのですが、他のクラブでの卓話

す機会となりました。
同時に、第 2620 地区沼津柿田

もお願いしています。奨学生として学んだこと、

川ロータリークラブ、同地区内ロータリアンの皆様、

ロータリーへの思いなどに加えて、事業の真価が問

奨学生、同地区学友会の皆さんとの共同作業により、

われる奨学期間終了後の将来像についても力強く

柿田川湧水の清掃（外来種植物の除去）活動も行いま

語るように伝えております。
彼らの発する言葉の行

した。地区を越えた交流にもなり新鮮な体験となり

き着く先には奨学生とロータリアンが共有できる

ました。

未来があるはずです。多くのロータリアンの皆様
に、奨学生の言葉と姿勢から、米山奨学事業の更な
る可能性を実感して頂けることを期待しておりま
す。
最後に、寄付金についての報告とお願いです。皆
様から米山記念奨学会にご送金頂く寄付金により、
米山奨学事業が支えられています。今年度は個人、
法人、そしてクラブより金額を問わず任意にご送金
頂く、特別寄付金 ( 総額そして寄付者割合の双方 )
の増進に力を入れてお願いしています。
米山奨学事業の意義と可能性をさらに実感して頂
9 月 1 日 米山梅吉記念館訪問

けるよう、地区委員会も工夫を凝らして事業をすす
めて参ります。
より一層のご理解とご協力をよろし
くお願い申し上げます。
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地区行事予定表 10 月分 (2018/9/20 現在 )
1月
2火
3水

4木

10:30-13:30

東京江戸川 RC ガバナー公式訪問 ◉タワーホール船堀

15:00-17:00

地区 RLI 準備委員会 ◉ホテルグランドパレス

10:30-13:30

東京臨海東 RC ガバナー公式訪問 ◉東武ホテルレバント東京

16:30-

東京新都心 RC 創立 30 周年記念式典 ◉ハイアットリージェンシー東京 B1F センチュリールーム

10:00-13:00

東京丸の内 RC ガバナー公式訪問 ◉センチュリーコート丸の内

10:30-

次年度研修打合せ ◉ガバナー事務所 1F

15:00-17:00

地区青少年交換委員会 ◉学士会館 303 号室

17:30-19:30

青少年交換 学校懇談会 ◉学士会館 303 号室

10:30-13:30

東京秋川 RC ガバナー公式訪問 ◉東京サマーランド スポーツクラブハウス

10:00-

ロータリー囲碁同好会 全国大会 ◉日本棋院 東京本院

5金
6土
7日
8月
9火

10:30-13:30
15:30-17:30

東京葛飾中央 RC ガバナー公式訪問 ◉川甚
（在京）国際奉仕委員長会議／ 17:30-19:30 懇親会 ◉ホテルグランドパレス 3F 白樺

10 水

10:30-13:30

11 木

10:30-13:30

東京武蔵野中央 RC ガバナー公式訪問 ◉吉祥寺東急 REI ホテル

15:30-18:30

第 2 回地区研修会／ 18:45-20:00 懇親会 ◉ホテルグランドパレス 4F ゴールデンルーム／ 3F 松

15:00-17:00

地区バギオ基金支援委員会 ◉ガバナー事務所 B1F㱻那覇 RC 事務局

14 日

07:30-

米山奨学生学友会（東京）ピクニック〔宮ケ瀬ダム・リニア見学センター〕◉新宿駅西口工学院大学北側道路沿い集合

15 月

12:00-15:00

16 火

10:30-12:30

12 金

東京王子 RC ガバナー公式訪問 ◉上野精養軒

13 土

14:00-20:00

一般社団法人 R の友事務所 理事会・常任委員会
（沖縄分区）五大奉仕委員長会議／ 12:30-13:30 昼食 ◉パシフィックホテル沖縄
沖縄分区 IM〔ホスト：那覇 RC〕◉パシフィックホテル沖縄 2F 万座

17 水
18 木

10:30-13:30

19 金

15:30-19:30

東京江戸川中央 RC ガバナー公式訪問 ◉アンフェリシオン

20 土

15:00-

青少年交換学生 茶道稽古 ◉裏千家 今日庵 東京道場

22 月

14:30-

地区会計処理 ◉ガバナー事務所 1F

23 火

10:00-17:00

第 3 回 RLI ファシリテーター養成講座 ◉ホテルグランドパレス

（武蔵野分区・多摩分区）会長・クラブ奉仕委員長会議 ◉立川グランドホテル

21 日

15:00-17:00
24 水

ロータリー財団奨学生 書類選考 ◉ガバナー事務所 B1F
世界ポリオデー

10:30-13:30

東京お茶の水 RC ガバナー公式訪問 ◉ホテルグランドパレス

15:00-17:00

地区米山奨学委員会 ◉ガバナー事務所 B1F㱻那覇 RC 事務局

25 木

14:00-20:00

東分区 IM〔ホスト：東京江北 RC〕◉東武ホテルレバント東京

26 金

14:30-17:30

第 2 回ガバナー補佐エレクト研修 ◉ホテルグランドパレス

16:00-

多摩分区連絡会／ 18:00- 懇親会 ◉小千谷

27 土

14:00-20:00

東京東江戸川 RC 創立 50 周年記念式典 ◉東武ホテルレバント東京 4F 錦
ローターアクト地区行事（スポーツ大会）◉台東リバーサイドスポーツセンター

15:00-

青少年交換学生 茶道稽古 ◉裏千家 今日庵 東京道場

10:30-13:30

東京麹町 RC ガバナー公式訪問 ◉ホテルニューオータニ

14:30-17:00

地区 RYLA 委員会 ◉ガバナー事務所 B1F㱻那覇 RC 事務局

28 日
29 月

16:00-17:00
16:00-20:00

地区指名委員会 ◉日税ビジネスサービス
（北分区）会長・幹事会 ◉上野精養軒

30 火

14:00-17:00

地区補助金 クラブ面談① ◉ガバナー事務所 B1F㱻那覇 RC 事務局

31 水

18:00-

ガバナー補佐情報交換会 ◉フレンチレストラン「ラリアンス」
＊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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地区委員会行事案内
ハンブルグ国際大会のご案内
201819 年度の国際大会は 2019 年 6 月 1 日より 5 日までドイツ
・ハンブルグにて開催されます（早期割引登録料 12 月 15 日まで
395 ドル、以降 3 月 31 日まで 495 ドル、4 月 1 日より 595 ドル）
。
今年度はガバナー同士の友情の証として「第 2790 地区（千葉）
」
との合同開催ガバナーナイトが決まり、現在その準備を進めてお
ります。ぜひご参加をお願いいたします。
「ガバナーズナイトパーティー」
期 日：2019 年 6 月 2 日（日）18:00 より予定
会 場：フェアモント・ホテル・フィアヤーレスツァイテン
“Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten”
https://www.fairmont.com/vier-jahreszeiten-hamburg/
会 費：お一人様 25,000 円（着席ディナー・登録は先着順）
登 録：後日詳細をご案内いたします。

各分区インターシティミーティング（IM ）開催予定一覧
沖縄分区
東分区
北分区
中央分区 ( 小川ガバナー補佐 )
武蔵野分区
多摩分区
中央分区 ( 井上ガバナー補佐 )
中央分区 ( 八木ガバナー補佐 )

那覇 RC
東京江北 RC
東京上野 RC
東京城北 RC
東京東久留米 RC
東京武蔵村山 RC
東京神田 RC
東京新宿 RC

10 月 16 日 ( 火 )
10 月 25 日 ( 木 )
11 月 5 日 ( 月 )
11 月 9 日 ( 金 )
11 月 13 日 ( 火 )
11 月 14 日 ( 水 )
11 月 15 日 ( 木 )
11 月 30 日 ( 金 )

開催まであと少し

パシフィックホテル沖縄
東武ホテルレバント東京
上野精養軒
ヒルトン東京
吉祥寺第一ホテル
フォレスト・イン昭和館
ホテルグランドパレス
ハイアットリージェンシー東京

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。

地区幹事・地区副幹事だより
地区副幹事の役割は、当地区では各委員会のサポート
を行い、ガバナーの今期のターゲットやＲＩ会長の
テーマに沿って活動しているか、また担当地区委員長
の動きやすいようにガバナー事務所や諸機関との連絡
調整することが、副幹事の役割と定義しております。
今期自分の担当しているクラブ奉仕委員会は、中川雅
雄委員長が非常に良くロータリーを理解しているの
で、サポートする側としても活動しやすくしっかりと
した目標を掲げておられます。
１. マイロータリーの登録と内容の充実
２. 各分区で「会長、クラブ奉仕委員長会議」の開催
３.「奉仕活動情報交換研究会」
を大きな目標として挙げられました。
特に奉仕活動情報交換は、各クラブがどのような奉仕
活動をされているか発表の場がないことから、皆様に
広く知って頂きたいとの思いから、地区大会での発表
の間も設けるなど広報の一面もあります。ぜひ皆様ご
協力のほどお願い申し上げます。
地区副幹事

横山義文（東京北 RC）

米山奨学委員会を担当している副幹事の井上義勝で
す。米山奨学委員会は外国人留学生への支援を行って
おります。委員会は年度の始まる前から学生の面接や
学校関係者への説明など準備は多岐にわたります。比
留間委員長をはじめ各委員の献身的な活躍やホストク
ラブの協力もあり、米山奨学生も日本での学生生活を
楽しんでいることと思います。
彼らが将来、自分の国と日本との架け橋となってくれ
ることを期待しております。
昨今、どのクラブも会員の減少が問題となっています。
特に入会したての場合は顔見知りも少なく例会に出席
するのが億劫に感じることもあると思います（自分が
そうでした）。
是非ベテラン会員には積極的に新人会員に声を掛けて
いただき例会に参加しやすい雰囲気作りをお願いしま
す（そうして欲しかったです）
。
クラブには年会費が必要
ですが、メンバーの友情はプライスレスです。
皆さん有
意義で楽しいロータリーライフを楽しんでください。
地区副幹事 井上義勝（東京葛飾東 RC）
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謹んで哀悼の意を表します。
矢澤 真司 会員

鯨岡 俊司 会員
（くじらおか

（やざわ

しゅんじ）

しんじ）

（東京上野 RC）

（東京城東 RC）

逝去日 2018 年 6 月 21 日 享年 80
入会日 1984 年 2 月 18 日
株式会社アプロンワールド 相談役
ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター
米山功労者マルチプル

逝去日 2018 年８月 20 日 享年 78
入会日 1968 年 11 月 28 日
鯨岡産業株式会社 相談役
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター
米山功労者マルチプル

ご厚意に対し、深く感謝申し上げます。

編集後記

マルチプル･ポール･ハリス･フェロー
4回
飯村 雅洋（東京武蔵野中央）

10 月の月間テーマは RI の重点分野「経済と地域社会の発

ポール･ハリス･フェロー
齋藤 興一（東京武蔵野中央）

RI は 10 月を貧困地域の経済発展を目的とした、起業家、

展」
について前ページのお二方に原稿をお願いしました。
地域社会のリーダー、地元団体を含む地域ネットワークの
向上、雇用創出、支援が行き届いていない地域社会での貧

米山功労者・メジャードナー
25 回 清水 英世（東京西北）
12 回 井上 義人（東京葛飾）
石橋 正男（東京東江戸川）
11 回 森田 一 （東京葛飾）

困の削減、経済と地域社会の発展に関連した仕事に従事す
ることを目的とするための奨学金支援を強調する月間と
しています。( ロータリー情報ハンドブック改訂第二版
2017)
日本のロータリアンの多くが企業経営者であり、それぞれ

米山功労者・マルチプル
6回
比留間孝司（東京武蔵村山）
5回
戸澤 忠 （東京東村山）
4回
江副 碧 （東京紀尾井町）
3回
木村 厚 （東京リバーサイド）
安里 政晃（那覇）
米山功労者
馬城
安池
井嶋
那須

の事業分野でこのテーマについてご対応されていると思
いますが、このテーマの詳細を読むと日本社会には馴染ま
ない、身近なテーマではないように思われます。
しかし、日
本の雇用の現状は、非正規労働者と正社員の格差、長時間
労働とサービス残業などが存在して、健全で安定的な雇用
ではないように思われます。
そういった労働条件を改善す

文雄（東京）
勇人（東京東江戸川）
栄史（東京足立）
一仁（東京足立）
8 月 31 日分まで

るために、今年 6 月に
「働き方改革関連法」
が国会で可決さ
れました。
思い起こせば、日本の高度成長期には深夜残業も辞さない
モーレツ社員が存在し、それに対しての勤務評価もありま

敬称略、順不同

した。
その後、経済環境や働き方に対する価値観が変わり、
さらには不就労や経済的な理由による不登校児童の存在
という負の連鎖も顕在化して来ました。
政府は高齢者の再

「平成 30 年 7 月豪雨」災害支援金の報告

雇用や女性の活躍と育児支援、障がい者に雇用機会を増や

2018 年（平成 30 年）7 月 5 日から西日本を中心に発生
した集中豪雨は各地で土砂崩れや浸水など甚大な被害を
もたらしました。復興への一助としていただくために当
地区が募った支援金は、9 月 25 日付にて以下の 3 地区の
災害支援金専用口座に送金いたしましたのでご報告申し
上げます。

すなど、テレワークを含めた雇用の新発想が経済の活性化
と上記の負の連鎖の解消に繋がると考えているようです。
これを機会に、RI の今月の月間テーマ「経済と地域社会の
発展」の意義と私たちにも身近なテーマとしてあることを
再認識しました。
地区副幹事 ガバナー月信担当

国際ロータリー第 2670 地区（愛媛・香川・高知・徳島）
国際ロータリー第 2690 地区（岡山・島根・鳥取）
国際ロータリー第 2710 地区（広島・山口）
支援額 各 238 万円（計 714 万円）
（台湾の日台ロータリー親善会議からお預かりした
1,083,423 円を含みます。）

佐藤文則
（東京四谷 RC）
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

発行 : 国際ロータリー 第2580地区 ガバナー事務所
TEL:03-3538-0211 FAX:03-3538-0212

〒104-0031 東京都中央区京橋 2 -11- 8 全医協連会館１階
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