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【ロータリー財団】月間
去る10月 24日は『世界ポリオデー』に指定されていま
す。前後の週にクラブ会長よりポリオに関する講話が
あったと思います。ロータリー財団といえば『ポリオ撲
滅』に対する寄付をイメージされる方が多いと思います。
しかし、財団には大きく分けて４つの寄付があります。　
１つ目は『年次基金』に対する寄付です。財団の主たる基
金です。地区補助金やグローバル補助金の財源にもなっ
ています。２つ目は『恒久基金』に対する寄付です。簡単に
言えばロータリー財団を恒久的に支えるための基金で
す。３つ目は『ポリオプラス基金』です。ポリオ撲滅活動の
ために使われる基金です。最後が『ロータリー平和セン
ター』です。国際紛争解決と平和に関する研究者や担当官
を育成し、キャリアアップする目的の奨学金です。寄付は
決して強制するものではありません。各クラブが目標を
設定し、会員が能動的に寄付を行うことが重要です。財団
の事業により世界の恒久平和を達成するためのグロー
バルで大きな奉仕活動ができます。『点滴岩をも穿つ』の
喩えの通り、会員個人の善意の寄付が大きなことを成し
遂げるという意識を持って寄付をすることが肝心だと
思います。

【『研修と活性化』の重要性】
毎年11月を『ロータリー財団月間』に指定することにRI
理事会とR財団管理委員会は同意しました。この月間中、
クラブは財団に関する例会卓話（プログラム）を行うこと
が求められています。この機会に財団の理解を深めま
しょう。各クラブは地区補助金とグローバル補助金を申
請できます。今回も9月末までにプロジェクト24件、奨
学金62名の申請がありました。補助金は、ロータリー財
団の使命『ロータリー会員が人々の健康状態を改善し、教
育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理
解、親善、平和を達成できるようにすること』に沿ったも
のでなければなりませんが、難しく考える必要はありま
せん。地域社会の緊急のニーズに応える、皆様のクラブが
主体となって実行する奉仕活動であれば、比較的規模の
小さい、短期的な活動であっても申請することができま
す。クラブの財政的負担が軽くなるよう、補助金を有効活
用してください。地区補助金の申請受付期間は 7～ 9 月
です。このスケジュールで 9 年やっているのでやっと皆
様に周知された実感がございます。申請期限から逆算し
て、じっくり時間をかけて補助金プロジェクトの立案に
チャレンジしていただけることを期待しております。

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
地区ターゲット  「研修と活性化」《その5》

◆ガバナー月信
1P ガバナーメッセージ　   
2P 月間テーマ対応／特集
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ガバナー補佐13人体制が機能しはじめました。中央分区井上貴夫ガバナー補佐とパチリ。
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『ロータリー財団』
月間テーマ

地区ロータリー財団委員長
パストガバナー
　水野  正人
（東京RC）　

ロータリー財団活動「浄財ボックス」に
ご理解とご協力を！

寄付は“超我の奉仕”の財源に
1917 年度 RI 会長アーチ・クランフによって「世界
で良いことをしよう」と創設されたロータリー財団
（以下　財団）は昨年2017年に百周年を迎え、節目の
年として寄付の募集に力を入れました。
世界中で職業奉仕を謳う奉仕団体はロータリーだけ
です。職業人が自らの職業を天職とわきまえ、崇高な
倫理観・職業道徳をもって社会に貢献すべくその職
に全力を尽くす職業奉仕はロータリー奉仕活動の一
丁目一番地です。奉仕には二つの種類があります。現
場で汗を流し身体を動かす奉仕と奉仕の財源作りに
寄付をする奉仕です。第 2580 地区の会員から年次基
金に寄付いただいた浄財の半分は、3年後にクラブの
奉仕活動の財源として地区に割り当てられます。
よって財団に寄付すればそれで終わりではなく、
我々の奉仕の財源にもなるのです。
ポリオプラス
財団のプログラムは三つだけです。一つ目はお馴染
みのポリオプラス。発症数が世界で二桁まで減りま
したが、日本を含む世界中で赤ちゃんや子供に予防
接種が継続されています。撲滅を目指して、特に貧し
い国ではWHO、ユニセフ、ロータリー等がワクチン
投与に協力しています。
ロータリー平和フェローシップ
二つ目は余り知られていないロータリー平和フェ
ローシッププログラムです（地区財団委員会の責任
で申し訳ありません）。財団が毎年 100 名の平和フェ
ローを選抜し、平和に関する実務に就いている50名
にタイ・チュラロンコーン大学で 3ヶ月の研修を行
い、他の50名は世界6つの大学にある5つの平和セ
ンターで 2 年かけて修士号を取得し、紛争解決や平
和維持の専門家として世界平和の確立に尽力しま
す。日本は国際基督教大学（ICU）の平和センターに毎
年 10 名が来日し、2 年間勉強します。今年も平和維
持に高い志を持った第17期生を迎え、我が2580地
区もその内の2名のカウンセラーを担当しています。

補助金
そして三つ目は皆さんのクラブの奉仕活動（社会奉
仕・国際奉仕）を支える地区補助金とグローバル補
助金の制度です。クラブが行う社会に役立つ奉仕活
動を補助金で支援します。地区補助金は、総額の 8
割の額かつ最大 60 万円までを補助します（補助金
と言っても元々は私たちが寄付したものとご理解
ください）。前年度は 19 件に約 700 万円を配分し
ました（昨年度はまだ最大 40 万円までの補助金で
した）。地区補助金やグローバル補助金で奨学生も
支援します。
グローバル補助金は少し複雑ですが、実施国・支援
国の二つ以上の国のクラブが協同し、ロータリーの
重点分野の奉仕活動に 3 万ドル以上の補助金を出
します。東京や沖縄で災害が起これば私たちも実施
国となり、支援国の協力を得て災害支援プログラム
を実行することも可能です。言葉の問題、連絡の頻
度や情熱の問題で簡単ではありませんが何かのご
縁で「世界で良いこと」に奉仕することもできます。
寄付
昨年度は財団百周年で、世界トータルでは 4億ドル
（440 億円）が集まりました。年次基金は一人当たり
1.7 万円で 200 億円、ポリオプラスに約 35 億円が
集まりそれにその倍額をビル・ゲイツ財団から寄
付を受け合計で約 100 億円、それに財団の基金
1200 億円を約 1 割で運用して運用益が約 140 億
円でざっと 440 億円です。
我が 2580 地区は皆さんのご協力で 69 万ドル（約
7600 万円）の寄付を頂きました。全クラブから寄付
を頂き寄付ゼロクラブはありませんでした。吉田雅
俊ガバナー年度の寄付方針一人当たり 230 ドルに
対しほぼ目標に近い 229 ドルとなり、皆様のご協力
に感謝を申し上げ、今年度は目標 230 ドルを達成し
たくよろしくお願いを申し上げます。
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From Assistant Governors

主流であった 50 万円規模の奉仕プロジェクトが 80
万円弱程度（貴クラブの負担は20万円弱）まで拡大
することができます。
②「補助金カウンセリング」を始めました。補助金プ
ロジェクトの申請書を地区に提出する前に、ある程
度企画が纏まりましたら先ずは地区補助金委員にご
相談下さい。補助金委員が例会場まで伺うこともで
きます。
地区補助金申請の重要なポイントは、
・弱者救済：本当に困っている人を支援する。地域の
緊急ニーズに応えるもの。
・相乗り企画は不可：貴クラブが主体となって直接
的に立案・実施するプロジェクトであること。
・同一プロジェクトへの支援は不可：過去に補助金を
使って貴クラブで実施した支援は不可となります。
・単なる文化・スポーツイベントは不可：通常学級
の生徒・児童を主たる受益者とする活動は不可とな
ります。　
補助金申請の為には単年度での企画は無理です。多
年度に亘る事業計画を貴クラブでもぜひご検討下さ
い。より多くのクラブに当補助金を活用していただ
き、クラブの活性化のお役に立てていただければ幸
いです。

地区財団活動資金（DDF）の繰越に関して
RI 日本事務局財団室 NEWS2018 年 2 月号にロー
タリー財団管理委員（2016-20年度）北清治（浦和東
RC）氏の以下の記事が掲載されていました。「2018
年度国際協議会の開催に先立ちロータリー財団管
理委員会にて多額のDDF（地区財団活動資金）の繰
越が存在することが協議されました」2016-17年度
からの繰越 DDF は国内 34 地区合計で約 790 万ド
ル（約9億円）、当2580地区でも約8万3千ドル（約
930万円）あります。これを見ますと当地区は比較的
健全であると思います。然しながら、2017-18 年度
からの当地区の繰越DDFは154,513ドル（約1,700
万円）と増えている状況です。私は本来、DDFの繰越
金は必要ではなく全て使い切る事が建前であると思
いますが、現実的には、ある程度は随時申請が可能な
グローバル補助金へ備える必要も有るでしょう。
当地区の対策
ここ数年来、当地区会員からの寄付金が増えていま
す。これは喜ばしい事ですが、現状の使途のままでは
DDF 繰越残高がさらに積みあがる事が想定される
ため、当地区では以下の対策を取っています。
①2019-20 年度より地区補助金支援上限額を 40 万
円から60万円に増額しました。これにより、従来の

「ロータリー財団補助金をもっと活用しよう！」 八木  敏廣
中央分区ガバナー補佐　

（東京新宿RC）　

井上 貴夫 鈴木 隆雄

江川 勝

藤掛 靖元大野 利美知 小川 光生 稲川  一

八木 敏廣 藤野 豊斉藤 実 芝田 祐蔵 仲田 憲仁中村 伸治
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地区委員会活動報告

RI の決議審議会は、 オンラインで毎年開催されます。 2019 年の決議審議会に提案するクラブ、 地区からの
決議案は、2019年 6月30日までにRI に提出する必要があります。皆様のご提案を地区立法案検討委員会へ
お寄せください。
当地区での手順は以下のとおりです。
　ステップ  1 皆様からいただいた提案及び意見を地区立法案検討委員会で内容、文言等を考慮してまとめ、
　　　　　　　2019年 2月 20日～21日に行われる当地区の地区大会で承認を得ます。
　ステップ  2 承認を得た決議案を、地区立法案検討委員会で、オンラインフォームを使って2019年6月30日
　　　　　　　までにRIに提出します。
　ステップ  3  クラブ、地区の他にRI 理事会、RIBI 審議会が決議案を提出することができます。
　ステップ  4  決議審議会では、世界の全地区から1名ずつ選出された代表議員がオンライン投票を行います。
　　　　　　　当地区は、水野正人パストガバナーが地区代表議員として投票します。
　ステップ  5  採択された決議は、RI 理事会、ロータリー財団管理委員会で検討されます。

皆様のご提案をお待ちしています。ご提案は、ガバナー事務所まで。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail office@rid2580.org  Fax:03-3538-0212

RID25802019年のRI決議審議会に提出する決議案を募集しています。
期限は本年12月14日 (金) です。

地区立法案検討委員会

鈴木  隆雄
（東京江東RC）　

河合   洋
（東京本郷RC）　

参考資料：今年度RI に当地区から提出した決議案は以下のとおりです。
・ロータリアン一人ひとりの奉仕の理念の実践こそがロータリーの基本であることを再認識してこれを強調する件。
・ロータリアンの職業奉仕を推奨、育成し、これを強調する件。
・地区委員会に「職業奉仕委員会」の設置を検討するよう要請する件。
・地区委員会の内容と序列を並べ変えることを要請する件。
・「四つのテスト」を例会場に掲げ、ロータリーの基本理念であることを再認識させることを推奨する件。
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地区委員会活動報告

地区青少年奉仕委員会

茂木  正光
（東京板橋セントラルRC）　

2018 年 9月 20日の午後、新宿にて、「在京・地区青
少年奉仕全体会議」を開催しました。在京各クラブの
青少年奉仕担当者を加え 81 名のご出席をいただき
ました。はじめに地区インターアクト、地区ローター
アクト、地区青少年交換、地区ＲＹＬＡ、地区職場・
就業体験、地区学友委員会から、具体的にはインター
アクト年次大会、ローターアクト年次大会、来日学生
帰国前報告会、派遣学生帰国報告会などロータリア
ンと青少年が交流する機会の有効活用のお願いがあ
りました。また、東京東久留米RCより「地元中学生
のための出張マナー講座」。東京東大和 RC より「少
年少女合唱団クリスマスコンサート＆パーティ」。

地区青少年交換派遣学生帰国報告会

代では味わえない体験を通して１年間の成長した
姿を見せてくれました。これは関係者一同が喜び、
安堵する瞬間です。報告会では松坂順一ガバナーの
講評と、それぞれの学生にガバナーより記念楯が授
与されました。
合同歓迎会は上山昭治地区青少年交換委員会カウ
ンセラーの乾杯で始まり、本年度の 10 名の来日学
生に日本語でスピーチをしてもらいました。今回は
日本語のたどたどしい発表でしたが、来年６月に開
催される予定の帰国前報告会では見違えるほど上
達しているでしょう。また、来年度に派遣する第 55
期派遣予定学生には英語でスピーチしてもらいま
した。これから来日学生は帰国まで、派遣予定学生
は派遣まで青少年交換プログラムを通して交流し
て親睦と友情を深めます。これからローテックスと
して３年間活動する第 53 期派遣学生のダンスの披
露などで大いに盛り上がりました。そして派遣学
生、派遣予定学生、来日学生、ローテックス、そして
ロータリアン全員で「手に手つないで」を唱和して
閉会となりました。

在京・地区青少年奉仕全体会議

９月 23 日、2018-19 年度帰国報告会が学士会館で
開催されました。この会は前年度に派遣された青少
年交換学生たちの派遣先での出来事を 10 分間ス
ピーチしてもらうことを主眼とする会です。青少年
交換プログラムは在京９名、沖縄分区１名、計 10名
を派遣し相手地区から 10 名受け入れています。派
遣先はアメリカ２地区、ベルギー、スペイン、チェコ、
フランス、ドイツ、ブラジル、メキシコ、タイです。16
歳か 17 歳の学生が小さな親善大使の使命感を持っ
て派遣先で約１年間の生活を送るのです。普通の10

東京練馬中央RCより「フィリピンの子どもたちに
靴と思いを送るためのシューズバンク」のクラブ
活動報告がありました。

地区青少年奉仕委員会

加古  博昭
（東京池袋RC）　
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地区委員会活動報告

日頃よりインターアクト活動に大変ご理解をいただ
いております各クラブの皆様、そして提唱いただいて
いるスポンサークラブの皆様に心より感謝申し上げ
ます。
私は第2580地区インターアクトを21年前に卒業し、
東京東ローターアクトクラブを 9 年前に卒業して、
ロータリアンになりました。10 代の頃より 2580 地区
ロータリーの青少年プログラムの恩恵を受け素晴ら
しさを体感しながら過ごしてまいりました。現在は昔
の私と同じように多くの青少年がロータリーのイン
ターアクトプログラムを通して貴重な経験や思い出が
作れることを目標にロータリー活動をしています。
インターアクトとはインターナショナルとアクション
を繋いだ造語であります。１２歳から１８歳の若者が
対象の青少年奉仕活動です。インターアクトクラブは
中学校や高校の文化系部活動の一つとして運営されて
います。
歴史は古く国際ロータリーが 1960 年に青少年のため
の新たな取り組みを開始いたしました。それから２年
のち 1962 年に世界で最初のインターアクトクラブが
アメリカ、フロリダ州メルボルンのメルボルン高校で
誕生いたしました。日本国内においては 1963 年の宮
城県の仙台育英高校が最初のインターアクトクラブで
あります。
インターアクトクラブの会員はインターアクターと呼
ばれております。世界でインターアクターは159の
国と地域に２万以上のクラブがあり約50万人の会員

がいます。10 数年前には約 25 万人の会員数と言われ
ておりましたので2倍近くになったことがわかります。
そして当地区内のインターアクトクラブは、東京5校
沖縄 5校の 10クラブございます。50年以上の歴史が
あるクラブもあります。その中で愛国学園インターア
クトクラブは女子校インターアクトとしては世界最
古のクラブです。地区内のインターアクターの会員数
は近年 200 名前後で推移しております。高校生ですの
で 3 年生が卒業し 1 年生が入会しますので毎年変動
があります。
　毎年インターアクトは各クラブがホストを持ち回り
で年次大会を開催し、地区内のインターアクターが一
堂に会して大会に参加します。ロータリーでの地区大
会を想像いただくと理解しやすいと思います。2580地
区の特性である東京と沖縄に地区がまたいでいるた
め、普段は会うことが少ない東京と沖縄のアクターが
お互いの活動を発表して交流を深める大変重要な機会
です。一年間のインターアクト活動の成果と青少年の
成長の集大成が一度で見ることができます。ぜひご参
加いただき、インターアクターとインターアクトの活
動を体感して理解を深めていただきたいと思います。
　インターアクトやローターアクト卒業生の中には活
動を通してロータリーに興味を持ち、将来お世話に
なったロータリアンのようになりたいと思う青少年が
います。私もそう思いロータリーに入会した一人です。
青少年奉仕を継続し支援していくことは将来の会員増
強に繋がると確信しています。

10月14日（日）ロータリー米山奨学生学友会（東京）
は毎年恒例の秋のピクニックを開催致しました。
今年は本学友会創立 35 周年となるため、バスツ
アーに致しまして、米山奨学生学友会（東京）の学友
と家族、近隣学友会学友、現役奨学生と地区米山奨
学委員、クラブカウンセラー他のロータリアンのご
参加を頂きました。
参加者総数 71名、バス 2台にて、宮ヶ瀬ダムの観光
放水（神奈川県）及び山梨県立リニア見学センター
の見学と、もりだくさんの 1 日となりました。バス
移動中、そしてお昼休みには、クイズやゲームなど
を行い、参加者皆様のすばらしい親睦の時間が持て

地区インターアクト委員長　

鈴木  祥太
（東京ワセダRC）　

将来の会員増強に向けて
インターアクトクラブの提唱を！

米山学友会のイベント報告

たと思います。皆様のご協力のお陰で、今回のバス
ツアーが無事に終われたことを参加者の全員に感
謝申し上げるとともに、今後、より良い勉強ができ
るイベント、より楽しく交流できる活動に向けて、
理事一同一層の努力を重ねていきたいと思います。
　　　　　　　ロータリー米山奨学生学友会（東京）
　　　　　　　　　　　　　　　理事長　梁　一強
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地区行事予定表11月分 (2018/10/25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。

  1 木 10:30-13:30 那覇北RCガバナー公式訪問 ◉沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ
  2 金 10:30-13:30 浦添 RCガバナー公式訪問 ◉タブルツリー byヒルトン那覇首里城
  3 土 15:00- 　　　　  青少年交換学生 茶道稽古 ◉裏千家 今日庵 東京道場
 　         16:00- 　　　　 日台ロータリー親善会議打合せ ◉ホテルニューオータニ博多
  4 日    
  5 月 13:00-14:55 （北分区）社会奉仕委員長会議 ◉上野精養軒B1F銀杏
　　　　 16:00-20:00 北分区 IM・合同例会〔ホスト：東京上野RC〕 ◉上野精養軒3F桜
  6 火 10:30-13:30 東京荒川RCガバナー公式訪問 ◉ホテルラングウッド
 14:00-17:00 地区補助金 クラブ面談② ◉ガバナー事務所B1F
 15:30-19:30 （中央分区）会長・クラブ奉仕委員長会議 ◉ハイアットリージェンシー東京B1F天平
  7 水 10:30-13:30 東京臨海RCガバナー公式訪問 ◉東武ホテルレバント東京
 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
　　　　 15:00-17:00 地区青少年交換委員会 ◉学士会館303号室
 17:00-19:00 青少年交換派遣予定学生オリエンテーション ◉学士会館302号室
  8 木 10:30-13:30 東京紀尾井町RCガバナー公式訪問 ◉ホテルニューオータニ
 15:00-17:50 米山奨学生・大学教官・カウンセラー三者懇談会／18:00- 懇親会 ◉ホテルニューオータニ アーケード階 麗／舞
 15:00-16:45 地区青少年奉仕委員会／17:00- 懇親会 ◉ガバナー事務所B1F 那覇 RC事務局
  9 金 11:30-15:20 中央分区 IM〔ホスト：東京城北RC〕 ◉ヒルトン東京3F桂
             16:00-17:40 （中央分区・小川ガバナー補佐担当クラブ）社会奉仕委員長会議 ◉ヒルトン東京3F
10土   
11 日 09:30-14:00 インターアクト合同活動・地区インターアクト委員会 ◉関東第一高等学校
　　　　 15:00-16:30 ローターアクト地区代表ノミニー選挙 ◉東池袋第二区民集会室     
12 月 12:00-15:00 一般社団法人Rの友事務所 理事会・常任委員会 
 16:00-18:30 地区ビジョン策定委員会／18:30-20:30 懇親会 ◉京王プラザホテル42F津久井
13火 10:00-11:40　　  （武蔵野分区）社会奉仕委員長会議 ◉吉祥寺第一ホテル7F楓
　　　　 11:00-13:00 次年度研修打合せ ◉吉祥寺東急REI ホテル
                                        武蔵野分区 IM〔ホスト：東京東久留米RC〕 ◉吉祥寺第一ホテル
 14:00-17:00 地区補助金 クラブ面談③ ◉ガバナー事務所B1F
14水                            多摩分区 IM〔ホスト：東京武蔵村山RC〕 ◉フォレスト・イン昭和館
   （沖縄）米山奨学生 石垣 RC訪問 
15 木 13:00-14:20 （中央分区・井上ガバナー補佐担当クラブ）社会奉仕委員長会議 ◉ホテルグランドパレス4F桐・葵
　　　　 15:00-18:00 中央分区 IM〔ホスト：東京神田RC〕 ◉ホテルグランドパレス2Fダイヤモンドルーム
16金 11:30-14:30 次年度五大奉仕委員長顔合せ会 ◉＜予定＞ホテルグランドパレス
 14:30-17:30 第 3回ガバナー補佐エレクト研修 ◉ホテルグランドパレス
　　　　 14:00-15:50 （東分区・江川ガバナー補佐担当クラブ）社会奉仕委員長会議 ◉東武ホテルレバント東京
17土      15:00-               青少年交換学生 茶道稽古 ◉裏千家 今日庵 東京道場
 13:30-17:55 日本ロータリー学友会総会／18:30- 懇親会 ◉東京海洋大学 越中島キャンパス1号館 1F／屋形船
18日 09:00-14:30 　↓活動報告・ディスカッション・東京海洋大学 越中島キャンパスツアー ◉東京海洋大学 越中島キャンパス
  　　　　  ロータリー研究会 付随会議 ◉神戸ポートピアホテル
 10:00-17:00 　　ロータリー財団地域セミナー ◉南館1F大輪田
19月 10:00-14:00 　　メジャードナー 写真撮影及び午餐会 ◉南館1F大輪田
 14:00-16:30 　　ガバナー会議 ◉南館B1Fサファイア
 13:30-17:00 　　GETS ◉南館B1Fエメラルド
 09:00-17:30 　　GNTS ◉南館B1Fトパーズ
 14:00-17:00 　　2019年規定審議会代表議員打合せ会 ◉神南館B1Fダイヤモンド
 18:00-20:30 　↓RI 会長歓迎晩餐会 ◉南館1F大輪田
 14:30- 　　　　  地区会計処理① ◉ガバナー事務所1F
 15:30-19:30 （北分区）会長・クラブ奉仕委員長会議 ◉上野精養軒
　　　　 17:00-18:30 地区職業奉仕委員会／18:30-20:00 懇親会 ◉東京ドームホテル6Fドゥミル
20火 14:00-17:00 ロータリー財団奨学生 一次面接 ◉ガバナー事務所B1F
 09:00-17:40 ロータリー研究会（本会議） ◉ポートピアホール
 18:30-20:30 　　望晩餐会 ◉南館1F大輪田
21水 07:00-08:00 　　RLI 日本支部会議 ◉南館B1Fサファイア
 09:00-15:35 　↓（本会議） ◉ポートピアホール
 17:00-20:00 第 2750地区との合同青少年交換委員会／懇親会 ◉学士会館203号室
  　　　　  ローターアクト地区役員会 
22木 15:00-17:00 地区米山奨学委員会（面接官オリエンテーション） ◉ガバナー事務所B1F 那覇 RC事務局
23金 
24 土 
25 日    
26 月 10:30-13:30 那覇南RCガバナー公式訪問 ◉パシフィックホテル沖縄
 15:00- 　　　　  地区会計処理② ◉ガバナー事務所1F
27火 10:30-13:30 那覇 RCガバナー公式訪問 ◉パシフィックホテル沖縄
　　　　  15:00-17:00 （沖縄）ロータリー研修会／終了後 懇親会 ◉ホテルロイヤルオリオン
              14:00-15:30 （多摩分区）社会奉仕委員長会議 ◉立川グランドホテル3Fローザ
28水 10:30-13:30 石垣 RCガバナー公式訪問 ◉アートホテル石垣島
　　　　  14:00-15:40 （東分区・斉藤ガバナー補佐担当クラブ）社会奉仕委員長会議 ◉東武ホテルレバント東京
 15:00-17:00 地区米山奨学委員会（面接官オリエンテーション） ◉ガバナー事務所B1F 那覇 RC事務局
29木 14:00-15:50 （東分区・鈴木ガバナー補佐担当クラブ）社会奉仕委員長会議 ◉東武ホテルレバント東京
             17:00-20:00 東京武蔵野中央RC創立 35周年例会 ◉吉祥寺東急REI ホテル 3F
30金 12:30-15:30 11:30-12:30 受付・昼食／中央分区 IM〔ホスト：東京新宿〕 ◉ハイアットリージェンシー東京B1F桃山
             16:00-17:20 （中央分区・八木ガバナー補佐担当クラブ）社会奉仕委員長会議 ◉ハイアットリージェンシー東京5F仙石   
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地区委員会行事案内

2018-19年度地区大会は
2019年2月20日・21日 ホテルニューオータニで開催します。

11月1日(木)オンライン登録を開始しました。
　バリー・ラシン国際ロータリー会長のテーマ「イ
ンスピレーションになろう」を受け、松坂順一ガバ
ナーはターゲットを「研修と活性化」とされました。
そこで地区大会もテーマを「研修と活性化」とし、楽
しく有意義な大会になるよう、ホストクラブ会員一
同で準備を進めております。
　1日目（20日）：会長、幹事会では指導者育成セミ
ナーで中村靖治氏にご講演を。夕刻からのＲＩ会長
代理ご夫妻歓迎晩餐会では、ウクライナ出身のナ
ターシャ・グジーさんの透明で美しい水晶の歌声
をお楽しみいただきます。
　2 日目（21 日）：入会 3 年余りの方々に昼食をと
りながら懇談と交流の一時を新会員交流会で。本会
議での記念講演を 2004 年自衛隊イラク派遣で第一
次復興支援群長、2011 年東日本大震災に於いて危
機対応チームリーダー、現在国家安全保障局顧問を
される番匠幸一郎氏にご講演をいただきます。様々

な体験から示唆に富んだお話が伺えることと存じ
ます。パートナーズプログラムでは美容家・佐伯チ
ズ氏に「生き方指南、美肌指南」を。
懇親会では、花岡詠二スイング・オールスターズの
演奏をお聴きいただき、交流と親睦を深めていただ
きましょう。

　大会登録料：12,000 円　ご家族　6,000 円　
　晩餐会：会員・家族　15,000 円
　新会員交流会：5,000 円　
　ロータリーファミリー交流会：3,500 円

2019 年 2 月 20 日・21 日ホテルニューオータニで
皆様のご来会をお待ちしております。
ご登録は、地区ウェブサイトの行事登録のページか
らお願いいたします。

 　　　　　　　　　　地区大会実行委員会 
　　　　　実行委員長　小原武夫 ( 東京練馬西RC)

奉仕活動情報交換研究会の応募と開催について

サンプル

応募要項
【目的】地区内のクラブが行った奉仕活動の発表を
行い、地区全体で情報共有を図り、「世界を変える行
動人」キャンペーンを推進すること。
【対象となる活動】地区内のクラブによって行われ
た奉仕活動。社会奉仕活動や国際奉仕活動に限ら
ず、公共イメージ（クラブウェブサイトや SNS の活
用）、職場体験・就業体験活動、ロータリー希望の風
奨学金関連活動、青少年奉仕関連活動等。対象とな
る期間は原則として 2016 年 1 月１日より 2018 
年 12 月 31 日までに行われた奉仕活動。
【応募期限】2018 年 12 月 28 日（金）【必着】までに
奉仕活動情報交換研究会事務局宛に応募申込書（活
動内容と目的を記入）に沿ってＥメール添付にて送
信してください。
【提出資料】2019 年１月 31日（木）【必着】までに下
記の資料を奉仕活動情報交換研究会事務局宛に郵送
又は所定のサーバーにアップロードしてください。
（アップロード方法は後日ご案内いたします）
・活動の様子が分かる写真データ 2 点（パネル印刷
　に使用しますのでデジタル 200KB 以上）
・その他の記事又は文書

【主催】地区クラブ奉仕委員会、地区職業奉仕委員
会、地区社会奉仕委員会（主管）、地区国際奉仕委員
会、地区青少年奉仕委員会
【お問合せ先】地区奉仕活動情報交換研究会事務局
窓口　地区社会奉仕委員長　 田中久光（浦添 RC）    
alex@ij-u.co.jp
開催要項
・地区大会において、エントリー全クラブの奉仕活動
をパネル展示（パネル制作は五大奉仕委員会で行います）
・奉仕活動情報交換研究会
日時：2019 年 3 月 28 日（木曜日）14:30 ～ 17:30
場所：千代田区立番町小学校 講堂

地区補助金
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若い力をロータリーに活かそう！
私の担当は地区青少年奉仕委員会で、特にその中でロー
ターアクト・インターアクト・RYLA の３委員会を重点
的に、なかなか委員会まで出向けないガバナーに代わっ
てお手伝いをさせて頂いております。３年前に東分区幹
事として色々なクラブの方と出会えたのも嬉しかったの
ですが、今回も大変充実しています。
８～１０年ほど前に地区青少年交換委員を担わせて頂い
た当時に比べ、ローテックス、ローターアクト、そして
ローターアクト OB による東京池袋 NEXT ロータリー
衛星クラブの結成など、お互いが見事に連携しているこ
とを何度も目の前に出来て大変感激しております。
この若い力を活かさない手は無いと気付き、自クラブで
もローターアクトクラブを立ち上げる事が出来ないかと
色々模索し行動している最中です。若い人のエネルギー
を頂き、育て、今後のロータリーが発展して行く事を望ん
でやみません。

　　　　　　　地区副幹事　瀧澤一郎 （東京葛飾中央RC）

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：登録開始時間は、ホストクラブからの連絡をご参照ください。

地区委員会行事案内

地区幹事・地区副幹事だより

職業奉仕委員会の担当をしております地区副幹事の神
谷恭です。職業奉仕はロータリーの根幹とされており
ます。自らの経営を奉仕に変化し社会に貢献する。この
基本は国際的に変化しても変わることなく親睦ととも
に追及するに値する委員会だと信じております。大牟
田委員長を先頭に素晴らしい委員会として会員の皆さ
んに素敵な情報を提供できると思います。
副幹事を拝命して変化したことですが色々なクラブを
訪問させていただいてロータリークラブ会員の凄さを
肌で感じられたこと。この会員同士の繋がりの広さと
伝統を痛感したこと。知り合いがロータリアンだった
こと。そして本当に先輩方の凄さを感じまた自分より
若者でも感心させられる感動を覚えました。皆様も機
会があれば地区の委員に出て頂きこの輪の凄さを実感
してもらいたいと思います。
ロータリークラブの会員になったならば自クラブはも
とより他クラブにもメークアップして沢山の会員と目
と目を見あって会話を楽しんでください。

　　　　　　　　 地区副幹事　神谷  恭 （東京葛飾東RC）

●「分区別社会奉仕委員長会議」お知らせ ●次年度ガバナー補佐研修日程

●当地区のRLI 開催日程

北分区 
　11 月5日 (月) 13:00-14:55 上野精養軒 B1F 銀杏
中央分区 ( 小川ガバナー補佐担当クラブ )
　11 月9日 (金) 16:00-17:40 ヒルトン東京 3F
武蔵野分区
　11月13 日 (火) 10:00-11:40 吉祥寺第一ホテル7F楓
中央分区 ( 井上ガバナー補佐担当クラブ ) 
　11 月15 日 (木) 13:00-14:20 ホテルグランドパレス4F桐・葵
東分区 ( 江川ガバナー補佐担当クラブ )
　11 月16 日 (金) 14:00-15:50 東武ホテルレバント東京
多摩分区
　11月27 日 (火) 14:00-15:30 立川グランドホテル3Fローザ
東分区 ( 斉藤ガバナー補佐担当クラブ )
　11 月28 日 (水) 14:00-15:40 東武ホテルレバント東京
東分区 ( 鈴木ガバナー補佐担当クラブ )
　11 月29 日 (木) 14:00-15:50 東武ホテルレバント東京
中央分区 ( 八木ガバナー補佐担当クラブ )
　11 月30 日 (金) 14:00-17:20  ハイアットリージェンシー
                                              東京5F仙石

次年度 (2019-20年度 )のガバナー補佐研修も第２回まで
終えました。今後の予定は以下のとおりです。

（地区社会奉仕委員会）

第 3回 2018 年 11 月 16 日 ( 金 )  
　　　　　14:30～17:30   
第 4 回 2018 年 12 月 13 日 ( 木 )  
　　　　　14:30～17:30   
第 5 回 2019 年   2 月 13 日 ( 水 )     沖縄　
　　　　　14:30～17:30        　　  ロワジールホテル那覇
第 6回 2019 年   3 月 19 日 ( 火 ) 　 
　　　　　14:30～17:30　　　　　　
第 7回 2019 年   5 月 14 日 ( 火 )
　　　　　14:30～17:30

九段下
ホテルグランドパレス

九段下
ホテルグランドパレス  

（地区研修委員会）

（地区RLI 準備委員会）

会場はホテルグランドパレス、詳細は委員会より各クラブ
事務局にお送りします。

RLI パートⅠ　2019 年 2月  6 日（水）   9:00～17:30
RLI パートⅡ　2019 年 3月 13 日（水）   9:00～17:30
RLI パートⅢ　2019 年 5月 20 日（月）   9:00～17:30
RLI 卒後コース2019 年 6月 10 日（月）13:00～17:30
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ご厚意に対し、深く感謝申し上げます。

松坂ガバナー年度も5ヶ月目を迎え、地区の各委員会活動
が活発に行われ、ガバナー月信への掲載依頼や行事予定の
投稿が多くなり、今月号は10頁の構成になりました。今年
度は月信をクラブ事務局にメール配信をしていますので、
データ量が多くならないように心がけています。地区の
ウェブサイトにも掲載していますので、そちらでもご覧に
なれます。また、お受け取りに問題があるようでしたら、何
なりと下記のメールアドレスにお知らせください。
さて今月は「ロータリー財団月間」です。この月間はクラブ
が財団プログラムを支援、推進、参加する特別月間です。財
団の活動を幅広く会員のみなさまに知らせる手段として、
この月信の掲載記事をはじめ、もう既に実施されていると
思いますが、地区補助金やグローバル補助金を申請して奉
仕活動を行ったクラブの報告を例会に招いて財団活動の
理解を深めていただけたらと思います。
紅葉の季節が始まっています。紅葉前線は緯度よりも高度
差によって移行するようです。色づき具合は天候によって
左右され、その年によって違って来るようです。楽しみ方
のひとつとして、お気に入りの山や木を見つけ、移ろいの
変化に気を配るのも楽しみ方のひとつかと思います。入会
年数の浅いロータリアンの日々の変化にも気をかけてい
ただきたいですね。
　　　　　　　　　　　    地区副幹事 ガバナー月信担当

佐藤文則（東京四谷RC）

〒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

編集後記     

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

マルチプル･ポール･ハリス･フェロー
　7回 小林　 力   （東京セントラルパーク）
　5回 飯村　雅洋（東京武蔵野中央）
　4回 今井　 忠   （東京臨海）
　3回 斉藤　 実   （東京臨海）
　1回 本多　良美（東京新都心）

ポール･ハリス･フェロー 
 佐々木　智（東京新都心） 
　　　　佐藤　正樹（東京臨海）

米山功労者・メジャードナー 
 45 回 中野　正人（東京池袋）  
 26 回 清水　英世（東京西北）  
 11 回 高木　義雄（東京王子）  
 10 回 宮代　昌三（東京池袋） 
　　　　秋本　光雄（東京武蔵野中央）

米山功労者・マルチプル    
　9回 八木　敏廣（東京新宿）
　7回 内田　昌之（東京練馬西）
　6回 志熊　昌宏（東京後楽）
　4回 髙橋　榮治（東京武蔵野中央）
　3回 伊部　幸顕（東京）

米山功労者   
  鎌田　秀一（東京江北）

9月 30日分まで　敬称略、順不同

謹んで哀悼の意を表します。
中地 昌平 会員
（なかち　しょうへい）
（那覇南RC）　
逝去日 2018 年9月16日  享年 95
入会日 1975 年1月15日（チャーターメンバー）
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者
1977～78 年度会長
1998～1999 年度沖縄分区代理

　

2018年 9月 3日に、国際ロータリー第2580地区の2017
年 7月 1日から 2018年 6月 30日までの地区補助金及び
グローバル補助金について、完了報告書及び証憑書類の突
合等「地区の参加資格認定　覚書5．A．」に記載された事項
とその他必要と認めた監査手続を地区ロータリー財団補
助金監査委員会に実施いただきました。
監査の結果、上記の補助金は、適正に財務管理され、またそ
の収支総括表（明細一覧を含む）は、国際ロータリー第
2580 地区の当該会計年度の収支の状況を適正に表示して
いるものと認めていただきました。2018 年 9 月 4 日にガ
バナー事務所から各クラブへご報告しておりますが、重ね
ましてガバナー月信にて皆様へご報告申し上げます。　　
　
　　　　　　　  　　　　　　　　　　地区補助金委員長

松林　茂 (東京セントラルパークRC)

2017-18年度ロータリー財団補助金　
監査実施のご報告     

7 月 1日クラブ数  　　　 　　  70 RC
7月 1日会員数（前年度から継続）　　　   　3,016 名
　　( 内女性会員   　 　　　　204名 )
9 月末会員数           　　 　　　3,060 名
　　( 内女性会員    　　　　　211名 )
本年度会員増減数  　　　　　　44名
本年度女性増減数  　　　　　　  7 名
本年度入会者   　　　　　　78名
本年度退会者   　　　　　　34名 

第2580地区2018年9月会員数




