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　この度、国際ロータリー第2580地区ガバ
ナーに就任しました那覇ロータリークラブ所
属の新本博司と申します。

2019-20年度RI会長テーマ

　去る1月サンディエゴ国際協議会におい
て、今年度RI会長マーク・ダニエル・マロー
ニー氏は2019-20年度テーマとして「ロータ
リ ー は 世 界 を つ な ぐ（ R O T A R Y 
CONNECTS THE WORLD）」を掲げられ
ました。要旨は次の通りです。
　『若い弁護士としてシカゴにやってきた
ポール・ハリスがロータリーを創立した最大
の理由が見知らぬ街で他の人たちと「つな
がる」ことでした。ロータリーに入会した動機
は各自様 で々も、ロータリーと出会い、私たち
の支援を必要としている人たちがどこにいる
のか、どのような支援をすれば良いのか考え
ることが「つながり」をもたらしてくれます。
　ロータリーは地域社会から孤立している
存在ではありません。世界をつなぐために奉
仕しています。
　他に類をみないユニークなネットワークを
駆使し、共通の目的において末永く続く深い

「絆」を創り出します。世界がこれまで以上に
分断する今日、私たち全員をつなぐのはロー
タリーです。
　長年にわたるロータリーと国連との歴史
的な関係にも焦点を置き、2020年に75周
年を迎える国連とのパートナーシップを祝
い、世界各地で一連の会長主催会議を行
います。国際理解、親善、平和を推進し、世
界中で最も支援が必要とされる人道的ニー

ズは何かを考え、長期的な変化をもたらす
ために、持続可能な世界に向けた国連の継
続したコミットメントを共有しています。

地区行動指針

　マローニーRI会長の方針を受けて、地区
ターゲットを「奉仕の実践/平和で明るい未
来」としました。
　当地区ではここ3年間、吉田建二地区研修
リーダーのもと、上山昭治・吉田雅俊・松坂順
一3名のガバナーが「研修充実こそ活性化」
との信念できめ細かい研修を重ね、不易流
行、時代に沿った柔軟性ある組織運営を目指
し、大きな実績を上げてこられました。これらの
土台の上にロータリーの理念をしっかりと踏ま
え、時代の流れとともに私たちの背景が大きく
変化している状況に対応して、実践活動を進
めてもらいたいと思います。
　しかし、多様化する社会にロータリーはど
う向き合うか、魅力的で活気あふれるロータ
リーライフをどのように築くか、問題解決は決
して容易ではありません。
　まさに今こそ原点に戻り温故知新、各クラ
ブにおいて会長・幹事がリーダーシップを発
揮して地域や社会のニーズを掘り起こし、
2019-20年度戦略計画を立て「奉仕の実

践」をすることです。
　奉仕をどのようにすれば良いのか、迷うク
ラブもあると思います。そのような時、ガバ
ナー補佐、地区役員・地区委員の皆さんが
サポートしてくれます。
　来年（2020年）日本のロータリーは創立
100周年を迎えます。
　今こそ100年余りも続いているロータリー
の魅力を感じ、奉仕の理想を世界中のロー
タリアンが手を結び実践すれば、益々一人
一人が幸せに光り輝くこと、そして人類の未
来が明るいことは間違いありません。
　そして、次代を担う若い人々の考えを取り
入れ、つないでいきましょう。
　家族をつなぎ、地域社会をつなぎ、国 を々
つなぎ、一人一人が輝き、ロータリークラブ
に入って本当によかったと思える一年にしま
しょう。
　ガバナー公式訪問で一人一人のロータリ
アンとお会いできるのを心待ちにしています。　　
　浅学非才の身ですが一期一会の縁を大
切に、東京・沖縄71ロータリークラブの会
長・幹事をはじめ、全ての会員の皆様のご
協力を得て、楽しく且つ有意義なロータリー
を目指して頑張る決意ですので、よろしくお
願い申し上げます。
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ガバナー補佐
　今年度も昨年度同様に、ガバナー補佐13名体制（中央分区、
北分区、東分区は3名体制で、武蔵野分区、多摩分区は1名、沖縄
分区は2名体制）を踏襲いたしました。
　ガバナー補佐は、国際ロータリーの戦略計画、マローニーRI会
長の強調事項、当地区活動方針を理解し、ガバナーの分身とし
て、クラブを最低年4回訪問していただくように、お願いしてありま
す。ガバナー補佐の皆様には、各クラブと地区を結び付け、クラブ
を活性化に導くため、昨年度のうちから7回の研修を受けていただ
きました。

ガバナー公式訪問
　ガバナー公式訪問については、合同例会をお願いして、23のク
ラブにお受けいただきました。ありがとうございます。
　内容は3月27日開催のPETSにて、お願いした通りです。各クラ
ブには、別途書面にてご案内をお送りいたしますので、訪問2週間
前までに資料（公式訪問スケジュール確認書、2019〜20年度事
業計画書・クラブ会員名簿）をご提出願います。ご協力の程、よろし
くお願いいたします。

IT活用
　クラブの皆様には、ぜひロータリーショーケースなどのツールを
使って、奉仕活動の情報を発信していただきたいと考えております。

（ロータリーショーケースの使い方については、最後をご覧くださ
い）。世界中の活動を知ることができるロータリーショーケースは、
大変有用なツールです。2580地区で検索すれば、当地区に関係
する活動のみを閲覧することができます。キーワードで検索すれば

（例：実施地＋アフガニスタン）、特定の分野に絞り込んで他クラ
ブの活動を知ることも可能です。
　ロータリーショーケースに投稿された案件については、面白いも
のがあれば、ガバナー月信や地区のFacebookでも紹介していき
たいと考えています。

公共イメージ向上
　今月は特に、公共イメージ向上について、少し触れたいと思いま
す。今回、公共イメージ向上委員会を新たに設置して、私が一番力
を入れているところです。
　奉仕を実践して、メディアを通して社会に知らせることを目標とし
ます。委員会では、一年かけて、どのようなことができるかを検討しま
す。ロータリーショーケースに、どんどん皆さんの奉仕活動を載せて
欲しいと言うのも、この為です。

　ロータリークラブ定款「委員会」の節に則り、各クラブに公共イ
メージ委員会の設置、あるいは担当者の設置をお願いします。

ロータリーデー
　もう一つの重要なトピックは、ロータリーデーです。ロータリー活
動を一般の方々にPRするイベントとして、ロータリーデーを開催し
たいと考えています。
　今年度は、沖縄で地区大会が行われることから、一日をロータ
リーデーに割いて、沖縄らしいロータリーデーの開催を目指してお
ります。
　地区大会費用で大体の費用を賄う予定ですので、在京のクラ
ブの皆様には、ぜひ多くの地区大会参加をお願いすると同時に、
支援のために全員登録をクラブ会長・幹事の皆様にはお願いし
たいと存じます。
　クラブ訪問の際にも、この点については、お願い申し上げますの
で、よろしく支援の程ご検討ください。
　お隣の第2750地区は、昨年度の5月に、地区のロータリーデー
を開催しました。今年度は、IMに付随して東分区がロータリーデー
を開催する予定ですし、クラブ単位で既にロータリーデーを開催し
ているところもあります。
　継続していくこと、地域と連携することが大事だと考えます。今の
ところ集客を考えて、イベント型が多いのですが、今後地域のお祭
りなどをスポンサーするなどの違った形も考えられるのではないで
しょうか。

地区大会
　地区大会については、6月初旬に、稲垣純一実行委員長と喜屋
武力ホストクラブ副会長名で、「参加意向調査のお願い」を発送
いたしました。調査にご協力いただきありがとうございました。
　2月11日(火・祝)昼から、ロータリーデーです。那覇市ぶんかテ
ンブス館前広場において、ロータリアンだけでなく一般市民や観
光客を対象とした展示・物販を行い、国際通り周辺で地域関係者
と一緒になって、ロータリー関係者が清掃活動を行います。
　12日(水)は、ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービューに
おいて、委員会・会長幹事会・平和フォーラム・RI会長代理夫妻歓
迎晩餐会、13日（木）は沖縄コンベンションセンターにおいて、新
会員昼食会・本会議・懇親会となります。
　平和フォーラムには、インターアクター、ローターアクターなどの
青少年や、行政機関や一般市民の参加もあります。
　14日(金)には、オプションの視察ツアーを計画していますので、
大勢の参加を希望します。
　詳細は、地区大会実行委員会から送られた「参加意向調査別
紙（行事の流れ）」をご覧ください。

RI会長方針
RI会長のテーマ講演については、こちらをご覧下さい。RIの日本語版の資料が見られます。
https://www.rotary.org/ja/rotary-international-president-maloney-theme-2019
マローニーRI会長エレクト(国際協議会当時)動画(日本語吹き替え版)は、こちらをご覧ください。
https://drive.google.com/open?id=1Psehy7R6rLRkrfmT0z6unJdUX1HpRK0T

GOVERNOR's Monthly LetterD2580　ガバナー月信 JULY 2019 Vol.1



今後の予定
　次月号では、8月に青少年交換留学生が来日する月であること
から、危機管理問題、そして青少年育成プログラム一般について、
取り上げてみたいと考えております。
　マローニーRI会長は、ローターアクトをロータリアンに準ずる立
場として扱い、ロータリアンの集まる会合にも呼んでいます。ロー
ターアクトの規定上の扱いについても、色 と々変更がありました。こ
ういった動きに関しても、関係委員会を通じて、皆様にご報告をさ
せていただくつもりです。
　私も、ローターアクト、インターアクトを多くのクラブに提唱してい
ただきたいと考えておりますので、今年度中に新設の検討をお願
いします。

2019年7月1日クラブ数  71RC
5月末日会員数   3,082名

（内女性）   212名

会員数報告

　ガバナー月信では、その都度トピックを取り上げて、皆様にお伝
えしていきます。国際ロータリー、地区が望んでいる方向性につい
て、クラブでの活動として取り上げていただきたく、検討を依頼する
ものであります。
活動は、クラブが行うものです。ただ、今年の体制が決まってしまっ
たからとか、そう言うことでRI方針や地区方針の検討を止めない
でいただきたいと思います。今年度中に成果を求めるのではなく、
次年度以降に向けて検討を継続していただきたいのです。
　公共イメージ向上活動も、これからずっと続けていかねばならな
いトピックです。

役立つ資料のご紹介
地区スケジュールについては、地区ウェブサイトの行事予定ページ

（https://www.rid2580.org/schedule/07.html）をご覧ください。
ロータリーショーケース　ユーザーガイド
https://my.rotary.org/ja/document/rotary-showcase-user-guide
ロータリーショーケース　　プロジェクトの掲載方法
https://my.rotary.org/ja/document/how-add-project-rotary-showcase

編集者：遠山 明良　2019-20年度地区副幹事　東京ロータリークラブ所属
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ご厚意に対し、深く感謝申し上げます
	 	
ポール ･ハリス ･フェロー	
	 飯塚	貞子	（東京本郷）	

米山功労者・マルチプル	 	
8 回	 比留間	孝司	（東京武蔵村山）
	 	 	 	
米山功労者
	 嘉納	英樹	（東京丸の内）
	 田村	純朗	（東京王子）
	 生沼	芳則	（東京臨海西）

	 　　　5月 31日分まで　敬称略、順不同

謹んで哀悼の意を表します［哀悼］
東京練馬西ロータリークラブ
莊 博（しょう	ひろし）会員
逝去日　2019年5月26日　享年90
入会日　1985年12月6日
㈱ショウビズ　代表取締役
ロータリー財団メジャードナー
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター
米山功労者メジャードナー

東京セントラルパークロータリークラブ
北條 賢三（ほうじょう	けんぞう）名誉会員
逝去日　2019年5月28日　享年90
入会日　1982年5月18日
宗教法人東光寺　住職
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者マルチプル

東京西北ロータリークラブ
川辺 正二（かわべ	まさじ）会員
逝去日　2019年5月29日　享年94
入会日　1975年6月2日
川辺㈱　名誉会長
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

東京小石川ロータリークラブ
山﨑 光信（やまざき	みつのぶ）会員
逝去日　2019年6月4日　享年72
入会日　1997年11月28日
㈱山﨑伊久江美容室　代表取締役会長
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者マルチプル


