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【平和と紛争予防・紛争解決】月間
1905 年２月 23 日にロータリーの創立者ポール・ハリ
スが友人３人と最初に会合をもった日であるため、この
日がロータリー創立記念日になっています。今月は紛争
予防と仲裁に関する若者を対象とした研修の実施、紛争
地域における平和構築の支援、紛争予防・紛争解決に関
連した仕事に従事することを目指す専門職業人のため
の奨学金支援などを強調する月間です。ロータリーが活
動するためには、地域ひいては世界が平和であることが
前提になっています。
第二次世界大戦後の戦後処理での国際連合へのＮＧＯ
としての参画、とくに国際連合教育科学文化機関（ユネ
スコ）は 21ヶ国で開催されたロンドン会議がきっかけ
となり発足しました。ロータリーが提唱したポリオ撲滅
の運動が世界的な規模になるにつれて、国連との関係は
密接になっており、現在では、主な国際機関にRI 会長か
ら任命されたロータリー代表を約 20 名以上出していま
す。国際社会に貢献するロータリーを踏まえながら、自
分自身のロータリアンとしての矜持と地域社会への役
割を今一度、考えてみようではありませんか？　昨年の

国連でのロータリーデーは 11 月 10 日にナイロビ（ケ
ニア）で「イノベーション」をテーマに開催されました。
【『研修と活性化』の重要性】
今月の 20、21 日は地区大会が開催されます。地区大会
は１）経験豊富なロータリアンから新会員まで、あらゆ
るレベルのロータリアンにロータリーへの参加意識を
高めてもらうこと。２）会員、クラブ、地区による優れた
活動を紹介し、モチベーションを高めること。３）クラブ
を超えたロータリーのビジョンについて学び、思い出に
残る親睦を経験することを目的にしています。また、地
区大会はガバナーが RI の役員として行う行事ですか
ら、すべての立案と指導の責任はガバナーが負うことに
なります。地区大会ではRI 会長代理のスピーチ、前年度
の会計報告、該当する年度では規定審議会代表議員の選
出と理事指名委員の決議があります。地区大会は各ロー
タリークラブと RI が RI 会長代理を通して直接ふれあ
う機会です。会長代理はロータリーに精通したシニア
リーダーから選ばれます。ぜひとも他地区のガバナーを
含めたシニアリーダーとの交流を行ってください。きっ
と新しいロータリー感が拡がります。
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松坂  順一
国際ロータリー第2580地区
2018-19年度ガバナー

地区ターゲット  「研修と活性化」《その8》

2019年1月14日国際協議会にて 2019-20年度のRI テーマを
発表するマーク・ダニエル・マローニー会長エレクト。

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
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戸田  一誠
（東京練馬西RC）　

世界に拡がった
ロータリーの奉仕活動

　ロータリーの四大奉仕部門の一番最後に国際奉
仕が挙げられています。ロータリーが発展して行く
過程において、遂に国境を越えた連帯が成立し、そ
れと同時に国際奉仕概念が必要になった結果であ
ります。単純に言えば、「親睦活動の国際版」と理解
していいと思います。
　ロータリーに国際奉仕の部門が萌芽するのは、第
一次世界大戦に於ける「難民救済」や「傷病兵慰問」
を手がけることから始まったと言われています。こ
の第一次大戦に関わることで、ロータリーは国境を
越えた奉仕活動によりもたらされる国際親善が、戦
争抑止につながる可能性を示唆していることに気
づいたのであります。その結果、1921 年のエディン
バラ大会に於いて、綱領の最後に国際親善と世界平
和に関する既定の明文化が決議され、、1922 年、標
準クラブ定款に「国際奉仕」が明文化されることに
なりました。「国際ロータリー」などと言いながら、
この部門が四大奉仕部門の最後に記載されている
所以です。因みに、あくまでも私見ですが、数年前の
規定審議会で加えられた第五部門「青少年奉仕」は
社会奉仕部門の一パートであるべきだと私は考え
ています。
　シカゴ・ロータリークラブが 1905 年６名の会
員で出発してから僅か５年後、クラブ数は 16 とな
り、1910 年「全米ロータリークラブ連合会」が結成
されることになります。同年 10月、カナダのウィニ
ペグ・ロータリークラブが結成され、遂にロータ
リーは国境を越えることになりました。1911 年シ
カゴ・ロータリークラブはロンドンに新クラブを
創立し（不思議なことに、ある人物がアイルランドや

スコットランドの諸都市にクラブを創立していた
のをシカゴ・ロータリークラブが全く知らなかっ
た、という話を聞いたことがあります）、1912 年「全
米ロータリークラブ連合会」は「国際ロータリーク
ラブ連合会」へと改称することになりました。かく
してロータリー運動は順調に国際化の道を歩み、
1922 年のロサンゼルス大会に於いて名称の簡略化
が諮られ、「国際ロータリー」が正式名称として採用
されると共に、「標準クラブ定款」が採択され、今日
のロータリー運動の世界標準化の基礎が出来上が
ることになりました。因みに、マニラ・ロータリー
クラブが 1919 年東洋最初のクラブとして創立さ
れ、その翌年、1920 年、我が国最初の東京ロータ
リークラブが創立されることになります。
　国際奉仕というと、外国語が出来るかどうかに複
雑な思いの方も多いでしょう。しかし、国際奉仕部
門の最重要課題は「思いやりの心」です。
　殊に、02～ 03年度会長テーマ「慈愛の種を播き
ましょう」、03～04年度会長のテーマ「手を貸そう」
は、時代・国・階層・世代を超えて生き続ける普遍
性があるように思えます。「識字率の向上」などは、
遠い国の出来事かと思っていましたが、外国から労
働力を輸入し始めた結果、私達の住んでいる町の中
の身近な問題として浮上してきています。しかし、
残念なことに、ロータリーが些か硬直化したせい
か、組織の肥大化が感性を鈍らせたためか、最近で
は、行政が先行してロータリーは後塵を拝し、その
お手伝いに甘んじているようなケースが多いよう
に思えてなりません。

『平和と紛争予防・紛争解決』
月間テーマ

2018-19年度
地区国際奉仕委員会カウンセラー
パストガバナー
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From Assistant Governors

和を推進するために「ロータリー平和フェローシッ
ププログラム」が開始されました。
　現在では世界のすぐれた７大学に、６つのロータ
リー平和センターがあり、多方面にわたる出身国や
経歴の学生たちが平和な世界構築を目指す専門教育
に励んでいます。
　東京都三鷹市には、「ロータリー平和センター」の
ひとつの国際基督教大学（ICU）があり、ロータリー平
和フェローが学んでいます。大学周辺の６地区がホ
ストエリアとなり、ICU の平和センターを支えてい
ます。
　毎年、世界中から選ばれる最高 100 人の平和フェ
ローが、ロータリー平和センター提携大学で学び、創
設から十年余りで、平和構築の分野のキャリアを志
す 1,100 人以上の人材を輩出してきました。 その多
くは、国連や世界銀行といった国際機関や草の根の
NGOでリーダーシップを発揮し、各国政府、非政府
組織、 軍、警察、教育、人道支援団体、司法、国際組織の
リーダ ーとしてより平和な世界を築くために活躍し
ています。
　学友の一人で、2002-04年度平和フェロー（クイー
ンズランド大学）で学び、 卒業後ユニセフ・カンボジ
アに赴任したパス・ヒーン事務局長は、「ロータリー
平和フェローとして培った分析スキルのおかげで、
私は今、カンボジアで特に弱い立場にいる人たちを
支援するための方策や方針を立案する重要な仕事に
就いています」と、コメントしています。
　世界で活躍する平和フェローを「平和と紛争の予
防大使」として、その重要を再確認し、私たちロータ
リアンは、平和に通じる奉仕活動の一環として、この
プログラムを支えるロータリー財団のロータリー平
和センターへの寄付をはじめ、身近から平和フェ
ロー候補者の推薦、育成を目標とした発掘を行うこ
とを開始しなくてはならないと感じました。

　1905 年 2 月 23 日は、ロータリーの創始者ポー
ル・ハリスが友人３名と会合を持った最初の日で、
この日をロータリーの創立記念日として祝い、「世
界理解と平和の日」として遵守されております。こ
の日に各クラブでは「国際理解」、「友情」、「平和」へ
の貢献を特に強調しなければならないとされてい
ます。
　このことからも、２月は「平和と紛争予防／紛争
解決」という特別月間となっています。この特別月
間には、本来世界で支援が必要とされる人道的ニー
ズは何かを考え、長期的な活動目標の基本として、
６つの分野に重点を置いて活動を行っています。そ
して会員のみなさまは、さまざまな奉仕プロジェク
トを企画、計画をする際は、これらの分野を意識す
ることが奨励されています。
　ロータリーの６つの重点分野とは、「疫病予防と
治療」「水と衛生」「母子の健康」「基本的教育と識字
率向上」「経済と地域社会の発展」と、２月の月間
テーマにもなっている「平和と紛争予防／紛争解
決」です。
　今日、紛争や迫害によって 5,100 万人が難民生活
を強いられ、しかもその紛争被害者の 90％が一般
市民で、そのうち少なくとも半数が子どもと言われ
ています。また紛争地域では 18 歳未満の子ども約
30 万人が少年兵として紛争に巻き込まれいると言
われています。
　ロータリーでは、「社会から疎外され、暴力や迫害
の危険にさらされた人々を支援する」そして「紛争で
親を亡くしたり負傷したり、心に傷を負った子供た
ちを助ける」、「紛争地帯から逃れてきた人々を救済
する」等に対して「行動しよう」と呼びかけています。
　1947 年 1 月 27 日、ポール・ハリスが亡くなら
れましたが、没後 50 年を記念して 2002 年にポー
ル・ハリス・メモリアルプログラムとして、世界平

RI の目指す世界の恒久平和の第一歩

「平和フェローの意義とは」 中村  伸治
武蔵野分区ガバナー補佐　

（東京東久留米RC）　
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「国際奉仕」
先ずは世界中のロータリアンと交流を 地区国際奉仕委員会

委員長

中島 弘人
（東京ワセダRC）　

ます。つまり海外のクラブと交流をする中で週報の
交換を行ったり My Rotary を利用して海外のロー
タリーの動きを知ること、そしてもちろん国際大会
に参加して他国のロータリアンと交流することが
「国際奉仕」の重要な第一歩なわけです。先ずは世界
中のロータリアンと交流をしてみましょう。
またグローバル補助金を使うための相手探しも急
に見つけようとしてもそう簡単にいくものではな
く日頃からどこかの海外クラブとチャンネルを
持っていないと中々見つかりません。
グローバル補助金の使い方は今年度は会長と国際
奉仕委員長を対象に二回の勉強会を行いました。こ
れについて更なる情報が必要であれば地区国際奉
仕委員会にお尋ねください。
折角国際的組織であるロータリーの一員になった
のです。ロータリーの目指す世界の平和のためにも
先ず世界との交流を始めてみましょう。
その第一歩も難しいなら、先ずは我が地区の姉妹地
区である台北の第 3482 地区のクラブと交流して
みてはどうでしょうか？そのお相手探しなら本年
度地区国際奉仕委員会と日台親善委員会がお世話
ができると思います。友好・姉妹提携の仕方もお尋
ねください。
台北の 3482 地区のロータリアンには日本語を話
せる方も多いですし日本人との交流にも慣れてい
らっしゃいます。
よく訪問時の懇親会やお土産が大変だという声を
聞きますが、これもお互いに派手にしないよう最初
に取り決めておけば大丈夫です。

地区委員会活動報告

1905 年にシカゴで産声をあげたロータリーはその
後急速に発展しカナダやイギリスにも広まったこ
とにより、7年後の 1912 年には早くも「ロータリー
クラブ国際連合会」が組織されました。こうして
ロータリー活動は非常に早い段階から国際的使命
を持ったものになりました。
ところで皆様はご自分の活動として「国際奉仕」を
考えた場合どの様な事が思い浮かぶでしょうか。ま
たご自分のクラブでは、どの様な「国際奉仕」を実践
していますか？日本と比べれば発展が遅れた国や
地域の人々、特に子供達を支援する活動を続けてお
られるクラブも多いことと思います。
しかしその一方で「国際奉仕は敷居が高い」とか「国
際奉仕に取り組みたい気持ちはあるが対象が見つか
らない」というクラブも多いのではないでしょうか。
国際奉仕を考える時、少し原点に戻りロータリーで
はそもそも「国際奉仕」をどの様に規定しているか
見てみましょう。
国際奉仕は現在の標準クラブ定款第 6条「五大奉仕
部門」(Five Avenues of Service) においてはその 4
番目の奉仕部門として次の様に規定されています。
「4. 奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを
読むことや通信を通じて、さらには、他国の人々を
助けることを目的としたクラブのあらゆる活動や
プロジェクトに協力することを通じて、他国の人々
とその文化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を
培うことによって、国際理解、親善、平和を推進する
ために、会員が行う活動から成るものである。」
ここではクラブの活動やプロジェクトの前に「書物
などを読むことや通信を通じて」とまず書かれてい
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トピックス

2019-20年度 RI のテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」

マーク・ダニエル・マローニー
Decatur ロータリークラブ
アラバマ州（米国）

2019 - 20 年は、「ロータリーは世界をつなぐ」の
テーマの下、ロータリーの奉仕を通じて、有能で 思
慮深く、寛大な人びとが手を取り合い、行動を起こ
すためのつながりを築いてまいりましょう。

地区大会へのご登録ありがとうございます
2019年2月20日・21日にホテルニューオータニで

お会いいたしましょう

　2018-19年度 国際ロータリー (RI) バリー・ラシ
ン会長の代理として元 RI 理事、RI 第 2780 地区パ
ストガバナー 松宮 剛氏が指名されました。
　1日目（20日）：会長、幹事会では指導者育成セミ
ナーにて、RLI 日本支部ファシリテーター委員長 中
村靖治氏にご講演をいただきます。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、国家安全保障局顧問を
歴任された番匠幸一郎氏にご講演をいただきます。
まさに今、私達が考えなければならない示唆に富ん
だお話が伺えることと思います。　
　参加された女性会員やご家族のためのパートナー
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」のご講演を。
　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。
　
新しい方々との出会い、友人との再会、親睦を深め、
旧交を温め、楽しく、有意義な交流の場、地区大会。
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。

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

地区大会のご案内
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1 月 13 日から19 日、アメリカのサンディエゴで国
際協議会開催されました。当地区からは新本博司ガ
バナーエレクト夫妻が出席しました。その席上で
マーク・ダニエル・マローニー2019-20年度国際ロー
タリー会長から次年度のテーマが発表されました。

©Rotary International
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地区行事予定表2月分 (2019/1/24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 金    
  2 土 14:00-16:30 ローターアクトPR大作戦／ 17:00- 懇親会 ◉パズル浅草橋3F B 室
  3 日 10:00-16:50 全国 RYLA研究会 ◉神戸商工会議所 神商ホール アリストンホテル神戸
   ローターアクト第2ゾーン会議 
  4 月    
  5 火    
  6 水 09:30-17:20 当地区RLI パートⅠ ◉ホテルグランドパレス
 15:00-17:00 地区青少年交換委員会 ◉学士会館307号室
 17:00-19:00 青少年交換 来日学生・派遣予定学生合同オリエンテーション ◉学士会館
  7 木 15:00-17:00 （在京）ロータリー財団セミナー・補助金管理セミナー／17:00-18:30懇親会 ◉ハイアットリージェンシー東京B1F平安
  8 金   （沖縄）卒業インターアクター表彰授与式 
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第40回バギオ訪問交流の旅 
  9 土 15:00- 　　　　 青少年交換学生 茶道稽古 ◉裏千家 今日庵 東京道場
10日    
11 月   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ↓ 
12 火 17:00-20:30 那覇 RC創立 60周年行事（記念講演・式典・祝賀会） ◉ロワジールホテル那覇3F天妃
13水 14:30-17:30 第 5回ガバナー補佐エレクト研修 ◉ロワジールホテル那覇
14木 15:00-17:00 ( 沖縄）ロータリー財団セミナー・補助金管理セミナー／懇親会17:00-18:00 ◉パシフィックホテル沖縄2Fワイケレ
15金 13:00-15:00 地区 RYLA委員会 ◉ガバナー事務所B1F 那覇 RC事務局
 16:00- 　　　　 多摩分区連絡会 
16土    
17 日   （在京）インターアクト表彰式／インターアクト・ローターアクト合同活動 
18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 
 14:30- 　　　　 地区会計処理 ◉ガバナー事務所1F
19火 14:00-20:00 米山奨学生期間終了式 ◉ホテルニューオータニ おり鶴 麗・舞
20水   ローターアクト役員会 
 11:00-13:00 ガバナー会議 ◉ホテルニューオータニ アッザレーア
   地区大会〔ホスト：東京練馬西RC〕 ◉ホテルニューオータニ
 14:00-14:30 　　信任状／選挙管理／決議 委員会 ◉吉祥
 15:00-17:30 　　会長・幹事会 ◉鶴（西）
 18:00-20:00 　　RI 会長代理歓迎晩餐会 ◉鶴（東）
21木 11:00-12:30 　　新会員交流会 ◉翔
 13:00-17:00 　　本会議 ◉鶴
 15:00- 　　　　　　 パートナーズ・プログラム ◉翠鳳
 17:00-18:00 　　記念講演 ◉鶴
 18:30-20:30 ↓　懇親会 ◉芙蓉
22金 
23 土   ロータリー創立記念日
　　　　  09:30-　　　　　  （在京）インターアクト合同活動／ロータリーファミリー交流会／13:00- インターアクト卒業表彰式 ◉愛国高等学校 
 15:00- 　　　　 青少年交換学生 茶道稽古 ◉裏千家 今日庵 東京道場
24日 13:00-17:00 全国危機管理委員長会議 ◉TKP品川カンファレンスセンターバンケットホール8C
25月 18:00- 　　　　 ガバナー補佐情報交換会 ◉向島料亭「千代田」
26火    
27 水 　〈予定〉  地区立法案検討委員会 
28木     
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地区委員会行事案内

ハンブルグ国際大会のご登録はお済みですか？
「ガバナーズナイトパーティー」
期日：2019年６月２日（日）19:00 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/
　　　ハンブルグ市アルスター湖畔の歴史ある最高級、
　　　五つ星ホテル　
会費：お一人様　25,000 円 
　　　（着席ディナー・登録は先着順）
登録：クラブへご案内済み

2018-19 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
引登録料は３月 31 日まで 495 ドル、４月１日より
595ドルです。早めの登録をお勧めします。
今年度のガバナーナイトはガバナー同士の友情の証とし
て第2790地区（千葉）との共同開催が決まっています。
　　　　　　

2018 -19 年度地区副幹事を務めさせていただいてい
る、沖縄分区那覇ロータリークラブ所属の新垣淑典と
申します。
ガバナー月信への寄稿という命題が私に降りかかる
とは考えてもいなかったことなので、何を書けばよい
のか皆目見当もつかず途方にくれている中で筆を
とっています。私自身のロータリー歴はまだ 10 年足
らずで、地区の役職を引き受けるだけの経験も知識も
無いなか引き受け、正直後悔先に立たずの状態です。
しかし引き受けた以上、その責務を全うすることは難
しくてもできることは全力で取り組んで参ります。在
京のロータリアンと違って沖縄分区のロータリアン
の場合、東京での会議等に参加するということは飛行
機に乗るということです。その為の時間・経費などの
ハンディを持ちながらの活動となります。出来ればそ
の点を皆さんにもご理解いただき、共に地区活動に参
画していければありがたいです。松坂ガバナー年度残
り 5か月全力で活動させていただきます。

　　　　　　　　　地区副幹事　新垣淑典 （那覇RC）

地区幹事・地区副幹事だより

各クラブの皆様、日頃はロータリー活動に対しご尽
力を賜り、誠にありがとうございます。
私が担当させていただいております、地区青少年奉
仕委員会の被包括委員会の諸活動も年度後半に入
り、様々な形で実践・成果を示す段階を迎えており
ます。青少年奉仕の活動は未来を担う青少年に対し
指導力を養成し、異文化の理解を深め、世界平和に対
し、彼ら若者によって好ましい変化がもたらせるこ
とを目的としたものであります。そのため、ロータ
リーの活動の中でも成果を目の当たりに出来る醍醐
味のある活動だと感じます。この奉仕活動を理解さ
れ、クラブの活動に取り入れておられるクラブも多
くあると思います。各地区委員会の皆様はクラブへ
のサポートに注力されていますが、同時に各クラブ
の協力無くしてはその目的を達成することはできま
せん。私も微力ながら本年度の残された期間、クラブ
と地区との懸け橋になれるよう努力して参る所存で
すので、よろしくお願いいたします。

　　　　地区副幹事　藤本誠一 （東京東久留米RC）

ハンブルグ国際大会で一生の思い出をつくりませんか？
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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

7 月 1日クラブ数  　　　 　　  70 RC
7月 1日会員数（前年度から継続）　　　   　3,017 名
　　( 内女性会員   　 　　　　204名 )
12 月末クラブ数  　　　 　　  　　　　71 RC
12 月末会員数           　　 　　　3,050 名
　　( 内女性会員    　　　　　206名 )
本年度会員増減数  　　　　　　33名
本年度女性増減数  　　　　　　  2 名
本年度入会者   　　　　　 145 名
本年度退会者   　　　　　 112 名 

第2580地区2018年12月会員数

ご厚意に対し、深く感謝申し上げます。
マルチプル･ポール･ハリス･フェロー
   3 回 林　　一好（東京本郷） 
　　　　臺　徳二郎（東京武蔵野中央）
   2 回 大谷　昌義（東京新宿）
   1 回 木村　敬道（東京本郷）    

米山功労者・メジャードナー
 64 回 亀井　忠夫（東京王子）  
 16 回 金田　康男（東京紀尾井町）
 13 回 江頭　啓輔（東京） 
　　　　新倉　康榮（東京豊島東）    

米山功労者・マルチプル
   7 回 名村　義人（東京小石川） 
　　　　比留間孝司（東京武蔵村山）
   6 回 荒川　和幸（東京麹町）  
   5 回 新村　敏明（東京紀尾井町） 
　　　　北　　滋　 （東京武蔵野中央）
   2 回 Dyck Richard（東京）    

米山功労者
 鈴木　一行（東京神田）
　　　　藤本　豊大（東京お茶の水）
 勝田美保子（東京紀尾井町）
　　　　中村　俊輔（東京紀尾井町）

12月31日分まで  敬称略、順不同

　季節の暦では「大寒」。小寒 (1月 6日頃 )から節分 (2月
3日頃 )までの期間を「寒の内」といいます。古来から、身
が引き締まるような寒さを厳粛で清浄なものとして、武
道やスポーツだけでなく、小唄や三味線といった諸芸に
も「寒稽古」がありました。「基本に返る」という精神修養
に主眼をおいた慣行でもありました。
　「ロータリーの友 1月号」が皆様のお手もとに届いてい
ると思いますが、1月は「職業奉仕」の特別月間です。他地
区のロータリアンが職業奉仕について語る特集が組まれ
ています。8 ページから 17 ページまでご熟読いただき、
この「寒の内」にロータリーの「基本へ返る」ことをなさっ
てみては如何でしょうか。
　インフルエンザの流行がニュースになり、自宅付近の
小中学校では学級閉鎖や休校を実施しています。予防の
ためには、インフルエンザウィルスが体の中に入らない
ことが大切です。手洗い、うがいの励行、人混みや繁華街
への外出を控え、暖かく適度な湿度が保持された室内で
ロータリーの友1月号の職業奉仕特集をお読みください。
　そうすると、ぐっすり熟睡できて快適な目覚めになり、
インフルエンザの予防にもなると思います。
　　　　　　　　　　　    
                                   地区副幹事 ガバナー月信担当

佐藤文則（東京四谷RC）

編集後記     

●当地区のRLI 開催日程

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）   9:30～17:30

RLI パートⅡ　2019 年 3月 13日（水）   9:30～17:30

RLI パートⅢ　2019 年 5月 20日（月）   9:30～17:30

RLI 卒後コース2019 年 6月 10日（月） 13:00～17:30




