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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10》

国際ロータリー第 2580 地区
2018-19年度ガバナー

松坂 順一
3 月1日〜3 日 沖縄県南城市「玉城青少年の家」
で開催された「RYLAセミナー」
で”RYLA 学友” と。

【母子の健康月間】
今月は【母子の健康月間】です。
５歳未満の幼児と妊婦の
死亡率と羅患率の削減を図るため、より多くの母子に対
する基本的な医療サービスの提供を行う。
また医療従事
者
（医者、看護師、助産師など）
を研修すること。
保健ケア
の提供、母子の健康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の支援を強調する月間
です。
家庭、地域社会、経済の健全性は女性の健康と密接
不可分な関係です。
しかし、いまでも、世界では妊娠や出
産のため女性が 100 秒間に一人の割合で死亡していま
す。
最貧国での妊娠・出産による死亡リスクは７分の１
という高い割合です。その 80％が予防可能なものであ
ると言われています。
われわれロータリアンは安全な出
産、新生児が１歳を迎えられ、幼い命を救う医療支援を
サポートする持続可能なプログラムを行うことを世界
中の人々から期待されています。
12 月の【疾病予防と治
療】月間、３月の【水と衛生月間】をあわせて考える良い
機会だと思います。
ロータリーの大きな目標である『世
界の恒久平和』
を目指すためにも、今一度、国際奉仕の意
義を再認識しましょう。
【
『研修と活性化』
の重要性】
皆様のご協力の下、地区大会が無事に終了いたしまし
た。
ありがとうございました。
３月から、
次年度の研修が
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始まりました。
１月の『国際協議会』で 2019-20 年度の
RI のテーマ
「ロータリーは世界をつなぐ」
が発表され、
ガ
バナーエレクトが次年度の強調事項を地区レベル、クラ
ブレベルに周知するため研修が開催されます。
具体的に
は『地 区 チ ー ム 研 修 セ ミ ナ ー（DTTS/District Team
Training Seminars）
』
、
『会 長 エ レ ク ト 研 修 セ ミ ナ ー
（PETS/Presidents-elect Training Seminar）
』
、４ 月 23
日 に 開 催 さ れ る『地 区 研 修 協 議 会（DTA/District
Training Assembly）
』の３つが挙げられます。
地区チー
ム研修セミナーの目的は地区指導者チームがクラブを
支援する意識を高める会合で、ガバナー補佐エレクト、
次年度地区委員長と委員が出席対象者です。
また、PETS
の目的はクラブ会長エレクトにクラブ会長に必要な役
割と責務、管理運営等の情報を与える事です。
とくに RI
のテーマを理解し、クラブレベルで実践できる指導者を
育成することです。
クラブ会長になるためには、PETS と
地区研修協議会への出席は必須条件となります。
あくま
でも私見ですが、次年度の特色のひとつですが地区クラ
ブ奉仕委員会が行っていた公共イメージを独立した単
独委員会にしたことです。
公共イメージの向上を効果的
にするためにも重要なステップのひとつではないで
しょうか？より活性化したクラブ活動ができることを
楽しみにして、
地区研修協議会でお会いしましょう。
O

R

6P 地区行事予定表 4 月分
7P トピックス 幹事・副幹事だより
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月間テーマ

『母子の健康』

夢をかたちに

地区社会奉仕委員会カウンセラー
パストガバナー

櫻井 権司
（東京武蔵野RC）

国際ロータリーは会員の願いに基づいて 21 世紀も

私が 2008 〜 09 年度ガバナーを務めた時の RI 会長

20 世紀同様確かな発展を実現するために大きな変

李東建氏は“夢をかたちに”をテーマに掲げました。

革を推進しております。
目指す方向を確かなものと

テーマ発表メッセージの冒頭に、夢すら見ることの

するために、国際ロータリーのビジョン
「私たちロー

できない子供たちが世界には何百万人もいることを

タリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の

考えてください。
毎日世界で 2 万 6000 人を超える

中で持続可能な良い変化を生むために、人びとが手

5 歳未満の子供が本来なら防ぐことのできるはずの

を取り合って行動する世界を目指しています。
」を掲

原因で亡くなっています。
しかしユニセフの「世界こ

げています。
このビジョンを基に世界約 35,700 クラ

ども白書」では年間子供死亡率は 1,000 万人超えて

ブがネットワークを組み活動することによりロータ

いたものが 2008 年 970 万人に減少しています。

リーは発展すると述べております。

これは保健、飢餓、水、識字率向上に関する問題を長

ロータリークラブは今日まで平和な世界を希求して

年にわたり取り組んできたロータリーのプロジェク

地域社会のニーズを把握しながらクラブの得意とす

トが功を奏したのだろうと思っております。

る分野で多くの奉仕プロジェクトを推進してきまし

「もし、120 万のロータリアンが奉仕の努力をもっと

た。
国際ロータリーは多くの奉仕プロジェクトをよ

子供たちの生存維持に向けたらどうなるだろう」よ

り効果的に又持続的に社会に影響を与えることが出

り多くの乳幼児が生き残れるだけではなく、健康で

来るように、平和の推進、疾病との闘い、水と衛生、教

生産的な生活を続けられるものと確信しています。

育の支援、地域経済の発展、母子の健康と六つの重点

子供たちに、成長し自分自身の夢を持てる機会を与

分野を設け情報提供とロータリー財団通じた支援を

えることによって、
「夢をかたちに」しようではあり

行っております。

ませんか、
という感動的なメッセージを送りました。

4 月は 6 つの重点分野の内「母子の健康」月間として

そして、韓国政府の援助もいただいて国際ロータ

ロータリアンに認識を深め奉仕プロジェクトの推進

リーはタンザニアに母子病院を設立いたしました。

を図るよう推奨されております。

2009年 4 月この病院の開院式に日本からも同期ガバ

国際ロータリーは具体的な活動として、母子の健康

ナー、
当時の RI 理事小沢一彦氏も出席いたしました。

を改善し 5 歳未満の幼児の死亡率を減らすための活

李東建会長の感動的なスピーチを聞き、世界規模の

動と研修の支援しております。

プロジェクトに関われた事はロータリーの素晴らし

1. 5 歳未満の幼児の死亡率と罹患率の削減。

さを実感できた一つであります。

2. 妊婦の死亡率と罹患率の削減。
3. より多くの母子に対する基本的な医療サービスの
提供、地域社会の医療／保健関係のリーダーと医
療提供者を対象とした母子の健康に関する研修
4. 母子の健康に関連した仕事で活躍していくことを
目指す専門職業人のための奨学金の支援。
2580 地区内クラブでの「母子の健康」活動は“シュー
ズバンク” “子供食堂” 等のそれぞれの地域性にあっ
た活動をしております。

2008〜09年度ロゴマーク
母親が子供を慈しむように抱く姿
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From Assistant Governors

井上 貴夫

大野 利美知

江川 勝

小川 光生

八木 敏廣

稲川 一

藤掛 靖元

斉藤 実

中村 伸治

芝田 祐蔵

母子の心の健康について

藤野 豊

仲田 憲仁

沖縄分区ガバナー補佐

芝田 祐蔵
（コザRC）

一人の人間としての視点から述べたいと思いま
す。

だとお話をしています。
私は、独り身であり母子の気持ちが分からずこの

私の住む沖縄県北中城村は
「日本一長寿の村」
と言

話をしますが自分を含む男女問わず、大人も子ども

われていますが、世界的にみると寿命が短くなって

も、一人ひとり、人間として心の豊かさを持つことが

いる国もあるようです。
日本は幸いに、
医療や女性に

何より大切だと思います。
皆さんとよくこんな話を

対しての社会制度が他の国に比べると良い方だと

します。
牛乳は健康に良いと言って飲みます。
現在は

言われています。

スーパーなど店舗に置いてあることが多いですが、

私は、
母子の健康について感じる事があります。

昔は牛乳配達業者が各地にありました。
しかし、飲む

それは今や時代の流れで物が豊かになり、科学や技

人より牛乳配達している人が健康だ！と言えません

術等が素晴らしく進歩しました。
健康という言葉ひ

か。
確かに牛乳は体に良いですが、牛乳配達の人は自

とつを取っても、
人々の生活が豊かになり、
健康で長

転車で体を使って走り回るのでもっと健康だという

寿になった反面、全ての人々が健康かと申せばそう

事ですよね。

は言えないと思います。
そういう時代ですから、生活

体が健康であるに越したことはないですが、体の

の中のある部分で、自分自身が他の物に頼り過ぎる

健康だけでなく、心の持ち方も大切だと思います。
人

傾向があり、頼り過ぎる部分が多いと意外と自分自

間は必ず病を持ち、体も心も老いを得るものです。
女

身が弱くなるような気がします。

性はその時々にそれなりの役割が与えられ、生涯を

私が、
皆さんに語る時、
健康はご本人自身の体も大

通じて大きな役割を果たす大切な存在です。

切ですが、日常生活の上でなによりストレスを溜め

母子の健康というテーマで述べましたが、要とな

ずに吐き出して、自身の趣味や心を穏やかに平常心

るのは、ここでは母子の心の健康という角度から話

の気持ちで過ごすことや、食生活はじめ日頃の運動

させていただきました。

や笑い、体に好影響を及ぼす生活を目指す事が大切

鈴木 隆雄
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地区委員会活動報告

「母子の健康」に思う

地区社会奉仕委員会委員長

田中 久光
（浦添RC）

今日も誰かの誕生日、世界中のあちらこちらで幸せ
な Happy Birthday が歌われております。
ところが世界では毎年推定 590 万人もの子供たち
が５歳になるまでに命を落としていると言われて
います。極貧困窮生活からの栄養失調、適切な医療
のなさ、衛生設備の欠如などが主な原因で、そのど
れも予防することが可能であるとされています。国
際ロータリーでは、ご承知の様に４月を「母子の健
康」月間と定めており、私達ロータリアンは今何が
できるのかを考える機会を得ます。
ご承知のように 1905 年親睦で始まったロータ
リークラブは翌年早くも、他に対する奉仕を活動方
針に含めました、さらに奉仕はどうあるべきかにつ
いて意見がぶつかりました。奉仕活動の有り様につ
いての議論はどこまでも紆余曲折をたどり、多くの
先達による実に様々な考えを取りこみ、あるいは軌
道修正されながら、まさに次なる奉仕を今も模索し
続けていると言えるのでないでしょうか。
これら様々な貴重な考え方や捉え方をロータリー
の歴史として学び、真の意味で社会への貢献がどう
あるべきかを考えることはとても有意義なことだ
と思います。ただ、模索することは止めないとして

も、2019 年の今ある深刻な現実について、私は行動
もしていきたいと思います。「母子の健康」に直結す
る、予防接種・出産支援・移動クリニック、あるいは、
様々な教育（HIV 感染予防・授乳・病気の予防）
をロー
タリーは行ってきていますし我々の周りにも、数多く
の奉仕プロジェクトを実施しているという事例が見
受けられます。
「ロータリーの友」2 月号のバリーラシンＲＩ会長
メーセージには、次のような一文があります。
〜私がこれまでに参加したプロジェクトの中で、最も
大きな変化をもたらしたものは、ハイチの助産師たち
にジープを 1 台寄贈するというプロジェクトでした。
〜中略〜その地域の母子の死亡率が 50％も下がった
そうです。〜
また沖縄分区宜野湾ロータリークラブでは、社団法人
沖縄助産師会で活躍されている許田栄子会員の先導
で公益社団法人 日本助産師会にお勤めのロータリ
アン（横浜金沢ＲＣ）がホストで勧められた
グローバル補助金プロジェクトを使ったモンゴルへ
の支援が決定しています。実に素晴らしいこうした
ニュースに触れ、身近な地元において、あるいは世界
のどこかに対して自分は何ができるのか考えて行動
しようと思います。

地区大会実行委員会委員長

2018-19 年度 地区大会開催報告

小原 武夫
（東京練馬西RC）

バリー・ラシン国際会長のテーマ
「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。
「地区大会では皆様と共に語らい、成果を確認し、そ
して喜びを感じたいと思います」
と呼びかけ、クラブ
会員一同、楽しく有意義な大会になるよう、準備を進
めてまいりました。
RI 会長代理・松宮剛元 RI 理事ご
夫妻をお迎えし、国際ロータリーの現況をお聴きす
ることができました。
中村靖治 RLI 日本支部ファシ
リテーター委員長には指導者育成セミナーを、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、様々な体験から示唆に

富んだお話が伺えました。RI 会長代理ご夫妻歓迎晩
餐会では、沖縄・コザ RC の芝田祐蔵ガバナー補佐
の活け花パフォーマンス、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に魅了
され、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」
の講演、懇親会では、
花岡詠二 スヰング・ショッツの演奏をお聴きいただ
き、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、有意義な交流の一時をお過
ごしいただけたことと、多くの方々との出会いは素
晴らしい体験となりました。
地区大会開催をホスト
させていただいた貴重な経験を今後のクラブ活動に
生かせることを願い、地区大会開催報告とさせてい
ただきます。
ありがとうございました。
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第１回 RYLA セミナー終了しました
−今日からが本当の《スタートアップ RYLA》です
今年度、松坂順一ガバナーが青少年奉仕をさらに広め
るという目的で、念願でもあった地区で初めてとなる
RYLA セミナーを３月１日（金）〜３月３日（日）までの
２泊３日で、開催し、実りある RYLA セミナーとなりま
した。
第１回 RYLA セミナーのテーマは
『心にふれ合う』
です。
27 名の受講生は、３名の講師による高度な講義や
思索の時間、
レクリエーションや BBQ を通じて交流し、
メインともいえるフォーラムでは、テーマ『サル山のボ
ス猿には、
リーダーシップがあるか、
ないか？』
各々が難解ともいえるテーマにスマホ等を使用せず、
自
ら考え相手の意見を聞き班ごとにディスカッションを
し、それを発表し、さらに議論を深めます。
その中での自
らの気づきが、この RYLA の真の目的ともいえます。
今
後は、
RYLA 学友になった若者をロータリーファミリー

決議案承認のお願い

地区RYLA委員長

嶋村 文男
（東京東江戸川RC）

として交わり、応援していきたいと思います。
いつの
日か彼らがリーダーとして地域社会をよくする様な
活動に立ち上がる日を待ちつづけたいと思っていま
す。
今日からが本当の
《スタートアップ RYLA》
です。
＊5 月 18 日（土）15 時〜 四谷主婦会館プラザエフ
で RYLA 報告交流会を開催します。
セミナーの様子や
受講生の声をぜひ聞いてください。

地区立法案検討委員会
委員長 パストガバナー

鈴木 孝雄
（東京池袋RC）

当地区では、2019 年 6 月 30 日締切の決議案を提出する
予定です。
決議案を決議審議会に提出するためには、地区
に所属する 71 クラブの承認を得なければなりません。
2018 年 6 月 30 日締切の決議案の承認は、
地区大会で行い
ましたが、地区大会から 6 月末まで間が空きすぎたため、
今回は決議案の検討に時間を取り、各クラブからの郵便投
票（E メールや FAX）により承認を得ることとしました。
日
程見込みは次のとおりです。
・3月下旬：71 クラブへの決議案の提示
・4月初旬：各クラブ理事会での検討及び承認または否決
・5月中旬：地区立法案検討委員会への採決結果の報告
・5月下旬：承認があった場合に決議審議会へ決議案の提出
決議案の内容は、職業奉仕の重要性を啓蒙することを要請
することが中心です。
◆ 前年度に提出した決議案の採決結果
前年 6 月 30 日締切の決議案のうち当地区案の採決状況
①ロータリーの目的における奉仕の重要性を再確認するこ
とを検討するようＲＩ理事会に要請する件
はい 286 : いいえ 213
＊2019 年 1 月の理事会では、次のように決定されました
（一部）
「
。ロータリーの基本理念
（ロータリーの目的、四つの
テスト、奉仕部門）
で表現される通り、ロータリーの基本は
奉仕の理念であることを再確認する。
」

②クラブによる
「四つのテスト」
の掲示を推奨するよう
ＲＩ理事会に要請する件
はい 274 : いいえ 222
＊2019 年 1 月の理事会では、次のように決定されま
した（一部）
。「クラブの文化、価値観、関心に最も
合ったものを掲示するため…、
「四つのテスト」
を掲示
することを推奨することに同意しない。
」
③ロータリアンの事業と職業において職業奉仕を強調
することを検討するようＲＩ理事会に要請する件
はい 278 : いいえ 218
④地区職業奉仕委員会を設置することを検討するよう
ＲＩ理事会に要請する件
はい 228 : いいえ 265
⑤ロータリー章典における地区委員会の記載順序の変
更を検討するようＲＩ理事会に要請する件
はい 151 : いいえ 342
３年に 1 回行われる制定案
（2017 年12 月締切）
の
当地区案は３件提案しており、
2019 年 4 月の規定
審議会で審議される予定です。
①五大奉仕部門の前文を改正する件
②標準ロータリークラブ定款から第３条
「クラブの
目的」
を削除する件
③人頭分担金の増額に関する規定を改正する件
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地区行事予定表 4 月分 (2019/3/28 現在 )
青少年交換学生ジャパンツアー 3/27( 水 ) 〜 4/4( 木 )
1月
2火
3水

15:00-18:00

ロータリー財団奨学生オリエンテーション／ 18:00-19:30 壮行会 ◉学士会館 320 号室／ 203 号室

15:00-21:00

2019 学年度米山奨学生およびカウンセラーオリエンテーション（期間始業式）◉ホテルニューオータニおり鶴

17:30-

東京池袋 RC 創立 60 周年記念例会 ◉ホテルメトロポリタン 3F 富士

15:00-17:00

地区 RYLA 委員会 ◉ガバナー事務所 B1F㱻那覇 RC 事務局

4木

5金

↓

15:30-17:00

次年度地区ロータリー財団委員会打合せ ◉ガバナー事務所 1F

6土

17:00-

ロータリー囲碁同好会「RI 囲碁大会（国際大会）
」前夜祭 ◉韓国・大邱市 徳栄歯科病医院ビル 6F

7日

09:00-16:00
13:00-17:15

8月

10:30-17:45
17:30-

9火

対戦／ 18:00- 表彰式・懇親会

↓

RI 会員基盤向上セミナー／18:00-20:30 懇親会 ◉ホテルオークラ東京別館 B2F アスコットホール／2F オーチャードルーム
メジャードナーとアーチクランフソサエティメンバーの集い ◉ホテルオークラ東京別館 2F メイプルルーム

18:00-20:30

東京浅草 RC 創立 55 周年夜間例会 ◉浅草ビューホテル 3F 祥雲

07:30-09:15

ガバナー会 新旧 正副議長 引継会 ◉ホテルオークラ東京 2F 山里（和食・てんぷら）個室「桔伷」

09:30-16:30
10 水

↓

（在京）青少年奉仕包括成果発表会 ◉AP 西新宿 4F 会議室 H・I

15:00-17:00

↓
地区青少年交換委員会 ◉学士会館 307 号室
ローターアクト地区役員会

11 木

15:00-17:00

次年度地区公共イメージ向上委員会 ◉ガバナー事務所 B1F

15:00-

青少年交換学生 茶道稽古 ◉裏千家 今日庵 東京道場

12 金
13 土
14 日

2019 年規定審議会（登録・準備日）◉アメリカ・シカゴ

15 月
16 火

2019 年規定審議会 ◉アメリカ・シカゴ
12:00-15:00

一般社団法人 R の友事務所 理事会・常任委員会

16:00-20:30

地区ビジョン策定委員会 ◉京王プラザホテル 42F 津久井

17 水

↓

18 木
19 金
20 土

ローターアクト地区行事（植樹）◉所沢トトロの森

21 日

14:30-20:00

22 月

14:00-16:00

日本のロータリー 100 周年「記念事業等委員会」◉ミズノ（株）会議室

14:30-

地区会計処理 ◉ガバナー事務所 1F

23 火

12:00-13:30

現・新年度合同多摩分区連絡会 ◉石和温泉 銘石の宿「かげつ」

地区ロータリー財団委員会（昼食会）◉ハイアットリージェンシー東京 27F エクセレンス
地区研修協議会〔ホスト：東京臨海 RC〕◉ハイアットリージェンシー東京

24 水
25 木
26 金

地区学友委員会
16:00-

一般財団法人比国育英会バギオ基金 第 10 期第 2 回理事会 ◉弘済会館

27 土

15:00-

青少年交換学生 茶道稽古 ◉裏千家 今日庵 東京道場

28 日

12:00-18:30

全国インターアクト研究会／ 18:50-20:50 ロータリアン限定懇親会 ◉福岡国際会議場

12:00-17:00

全国ローターアクト研修会／ 17:30-19:30 懇親会 ◉福岡国際会議場

29 月

10:00-13:00

↓

↓

30 火
＊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。

今後の RLI 開催スケジュール
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

尚、パートⅠを受講されなくても、パートⅡ、
パートⅢは受講できます。
卒後コースは、パート
Ⅰ、パートⅡ、パートⅢまで修了していないと受
講できません。詳細は RLI 委員会までお問合せ
ください。
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トピックス

母子の健康月間に寄せて
2016 年 3 月、国連パレスチナ難民救済事業機関でイ
ンターンをしていた時のことです。保健センターの診
察室に入って来たのは、真っさらなカルテ携えたお母
さんと 6 ヶ月位の赤ちゃん。
新生児でないのに真っさ
らなカルテ、今まで一度も保健センターに来ていな
かったのかしら？と不安になったところ、お母さんの
手には JICA（国際協力機構）が作成した青色の母子手
帳が。紛争でシリアからヨルダンに逃げて来たパレス
チナ難民のお母さんでした。母子手帳には今までの記
録がしっかりと記載されており、その記録に基づき、
避難して来たヨルダンの保健センターでも滞りなく
予防接種を実施することが出来ました。
日本で小児科医師をしていると、母子手帳は「連絡帳」
のような存在です。
入院患児がいると、必ず母子手帳で
出生前後の経過や予防接種状況を確認します。この連
絡帳は児の重要な情報を、お母さんやこの子に関わっ
た助産師や医師、
保健師が記載し繋いでいきます。
紛争や自然災害、
経済的な事情など、
人は様々な事情で

移動を余儀なくされることがあります。たとえどこに
移動しようと、
「生命のパスポート」と呼ばれる母子手
帳を繋ぐことで、子供が継続的にケアを受けられる世
界であって欲しい。その方法を探す為に大学院で母子
保健や人道支援の勉強をしています。チャンスを与え
て下さったロータリーの皆様に感謝しています。
2018-19 年度ロータリー財団
グローバル補助金奨学生
小児科医師 袖野美穂
（スポンサークラブ：東京ワセダ RC）

地区幹事・地区副幹事だより
さて、
地区副幹事としての、
クラブ会長・幹事・クラブ
リ−ダ−の皆様へのメッセ−ジを書いて下さいとの依
頼を頂きましたが、
はてさて
何をお伝えしようか・・・と悩んでしまいましたが皆
様に余り知られていない地区副幹事の実態と仕事内容
についてでも、
お話しする事にしましょう。
まず、活動年度の約 1 年程前に地区副幹事予定者と内
定すると招集掛かります、次年度の事業運営予定のス
ケジュ−ル調整、ガバナ−の活動予定スケジュール調
整、日程の決定、各大会、勉強会、協議会等の内容決定、
当日の運営予定、
ホテルの手配 式次第の作成、
各クラ
ブへの連絡手配、出欠席表作成 など・など・・・と
是でもかと色々な準備作業が有ります。
また、年度が始まると各クラブ、大会への、ガバナ−又
は幹事の代理出席などの業務もあります。
地区行事運
営の影の黒子ですね。
しかし、
多くの方との出会いもあり、
大変に勉強にも成
る事も事実です。
皆さんも自分のスキル UP の為に地区副幹事の依頼が
来たら、
是非受けられた如何でしょうか。

昨年のちょうど今頃、松坂順一ガバナー ( 当時はガバ
ナーエレクト ) から、今年度のガバナー月信の編集方針
を伺いました。
従来の印刷したものでなく、メールで
データ配信したい。
ガバナーメッセージの他に、パスト
ガバナー、地区委員長、地区役員の皆様にご寄稿いただ
き地区の活動報告を充実させたい。
この二つの命題を受
けて、年間編集案が出来上がったのが昨年 5 月の初旬
でした。
その間に今井地区幹事の予算提示がありその額
に驚愕しましたが、
幸い小社の関連会社にグラフィック
デザイン会社がありましたので、
そのスタッフに協力を
お願いしました。
肝心のガバナーメッセージは、地区ク
ラブ奉仕委員長の中川雅雄さん ( 東京浅草 RC) のご協
力を得て、松坂ガバナーのターゲット
「研修と活性化」
と
RI の月間テーマ、その時々のトピックスを読みやすく
理解しやすい文章で解説して各月号の冒頭で展開させ
ていただきました。
月信担当者としてガバナーはじめ寄稿者の皆様の原稿
を拝読・ページ構成をする過程が、
私自身のロータリア
ンとしての成長に繋がれば良いのかなと思いました。
今年度のガバナー月信は残すところ 5 月号と 6 月号で
すが、
お読みいただいている会長・幹事・クラブリーダー
の皆様の今年度の総仕上げのお手助けになるような内
容にしようと思っています。

地区副幹事 山本智治（東京東村山 RC）

地区副幹事 佐藤文則 ( 東京四谷 RC)
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謹んで哀悼の意を表します。
栗原 武弘 会員
（くりはら

たけひろ）

（東京城北 RC）

逝去日 2019 年 3 月 15 日 享年 92
入会日 1980 年 7 月 18 日
栗原建物株式会社 代表取締役

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
8回
小林 力 （東京セントラルパーク）
6回
古内 亀義 （東京セントラルパーク）
5回
川口 晃玉 （東京ワセダ）
3回
林 弘之 （東京城北） 大谷 昌義（東京新宿）
2回
矢口 敏晴 （東京ワセダ）
1回
齊藤 四方司（東京ワセダ）
ポール･ハリス･フェロー
服部 晶子 （東京城北）
喜田 克英 （東京新宿）
中島 先一 （東京新宿）
土屋 嘉男 （東京新宿）

米山奨学生期間終了式に参加して
2 月 19 日ホテルニューオータニにて、2580 地区 2018 学
年度米山奨学生期間終了式が催され、私も米山奨学生学友
会 ( 東京 ) 理事長としてお招き頂きました。
国際会議通訳
者として活躍する韓国学友の講演。
松坂ガバナーによる終
了証授与などに続き、私から学友会の案内をさせて頂きま
した。
期間始業式、三者懇談会そして今回と参加して、奨学生達の
この一年間の著しい成長を実感しました。
ロータリアンへ
の謝辞は丁寧な言葉で綴られ、懇親会での各人のスピーチ
は今後の飛躍を期する頼もしいものでした。
そして学友会
のイベントが皆の楽しい思い出になっていることも嬉しく
思いました。
これからもロータリーへの感謝を忘れること
なく、同じ米山学友として多くの活動を共にすることを期
待しております。
ロータリー米山奨学生学友会（東京）
理事長 梁 一強

神崎 正浩 （東京新宿）
長尾 進也 （東京新宿）
西久保博信（東京新宿）
鈴木 祥太 （東京ワセダ）

米山功労者・メジャードナー
21 回 田邊 恵三（東京お茶の水）
11 回 古内亀義（東京セントラルパーク）
米山功労者・マルチプル
3回
柴田 和正（東京四谷） 矢野 幸士（東京浅草中央）
2回
斎藤 彰悟（東京浅草中央）
2 月28 日分まで 敬称略、順不同

第 2580 地区 2019 年 2 月会員数
7 月 1 日クラブ数
7 月 1 日会員数（前年度から継続）
( 内女性会員
2 月末クラブ数
2 月末会員数
( 内女性会員
2 月入会者
( 内女性会員
2 月退会者
( 内女性会員
本年度入会者
本年度退会者
本年度会員増減数
本年度女性増減数

編集後記
70RC
3,017 名
204 名 )
71RC
3,072 名
213 名 )
10 名
3名)
11 名
0名)
184 名
129 名
55 名
9名

3 月 21 日 ( 祝 ) に東京の桜の開花宣言がありました。
沖縄
では 1 月下旬から県内各地「さくらまつり」がありました。
東京はこれからお花見の最盛期を迎えます。
春本番ですが、
お花見には
「花冷え」
がつきもの、
「寒の戻り」
もあります。
ロータリーも春本番。PETS を終え、4 月 23 日の地区研
修協議会に向けて、いよいよ次年度モードになります。
この
時期、クラブ役員の皆様には、クラブの会員の異変にお気遣
いください。
桜の花が散るように退会者が出ませぬように。
皆様がこの 4 月号をご覧になる頃には、“新元号”が発表
されているでしょうね。
地区副幹事 ガバナー月信担当
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
E-mail:oﬃce@rid2580.org URL:https://www.rid2580.org/

