
ロータリーと共に寄り添い奉仕の扉を開こう 地区スローガン  

「世界を変える行動人」 

1月は「職業奉仕月間」です 
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 表紙の写真は、2017年Well-Being for Kids From Ukraineプロジェクトに参加した子どもたちの集合写
真。2017年8月26日、ポーランド、ザコパネWell-Being for Kids From Ukraineは、ポーランド・ウクライナ国
際共同委員会とポーランドの第2231地区が共催しました（資金提供は第2231地区）。ウクライナ東部の戦
争で父親が死亡したか、または重傷を負ったためPTSD（心的外傷後ストレス障害）にかかった7～12歳の子
どもたちを援助するプログラムです。 



国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク 



ガバナー メッセージ ガバナー 藤井 秀香 

 ロータリアンの同志の皆様、新しい年が始まりました。去年
は、新型コロナウィルス感染拡大により煩悩された一年でし
た。 

 この様な中地区内67クラブの公式訪問を自クラブの岸和田
東ロータリークラブ訪問を最後に終了させて頂きました。会員
の健康と安全が一番と考えられて、リアル、オンライン、ハイブ
リッド、DVD視聴とクラブにより様々でしたが、暖かく迎えて頂
き、改めて2640地区の素晴らしさを再確認いたしました。ここ
に感謝し御礼申し上げます。 

 各クラブには思い入れのバナーがあり、お話を聞いている
内に素晴らしいバナーをガバナー事務所に飾り訪問された関
係者に紹介したく、強く願いました。各クラブにお願い致しまし
たところ、快く提供して頂き、ガバナー事務所の壁面を彩り良
く飾ってあります。 

 ガバナー事務所に来られる会員は必ず観てご自分のクラブのバナーを探しておられます。地区
大会で、また月信でも紹介させて頂きます。是非、ガバナー事務所へお立ち寄り下さい。 

 ガバナー事務所では、オンラインシステムを推進する為、75インチのTVを購入いたしました。オン
ライン会議で、大活躍してます。 

 さて、今月は「職場奉仕月間」です。現在は標準ロータリークラブ定款第4条、RI定款第4条 のロー
タリーの目的の第2項が職業奉仕の土台となっています。職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕
事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会 としてロータリアン各自の職業を高潔な
ものにすること」この哲学的声明のもと、ロータリーは今も昔も職業倫理と高潔性を大切にしてきま
した。 また『ロータリアンの行動規範』では、「個人としてまた事業において、高潔さと高い倫理基準
をもっ て行動する」と定められています。ロータリーの職業倫理の高潔性、ロータリーの職業奉仕
の重要性が語 られてきました。 

 それを具体的に表しているのが、「四つのテスト」
です。では、どのように実践できるのでしょうか。  

●例会で、各会員が自分の職業について話し、互い
の職業について学び合う。  

●地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを生かす。  

●高潔さを重んじて仕事に取り組み、言動を通じて模範を示すことで倫理的な行動を周囲に促す。  

●若者のキャリア目標を支援する。 

●専門能力の開発を奨励し、指導する。 

 職業奉仕はロータリアンが各自の職業を通じて社 会に対し最良の奉仕をすることだと考えま
す。この1月の職業奉仕月間。皆様のクラブでも、職業奉仕について話をしてみて下さい。そして何
か一つ行動することをリソースなどから学び、職業体験や出前卓話などを実践することにより、青
少年や会員が得ることは、多いでしょう。 

 ポリオ根絶、コロナ終息を祈願し、今年は皆様にとって、健やかで明るい一年になりますように。 

Rotary International    District2640. 

  2020-21  Governor   Hideka Fujii 

新年のご挨拶と職業奉仕月間によせて 



「職業奉仕」という概念 
 「ロータリーの目的」（前頁を参照）は、
ロータリーの存在目的とロータリアンの責務
について記した哲学的な声明です。職業奉
仕は、「目的」の第2項を土台としており、こ
の項で、ロータリアンは次のことを奨励し、
育むことが求められています。 

• 職業上の高い倫理基準 

• 役立つ仕事はすべて価値あるものという
認識 

•  社会に奉仕する機会としてロータリアン
各自の職業を高潔なものとすること 

 職業奉仕はどのように実践できるでしょ
うか。にいくつかの方法をご紹介します。 

• 例会で、各会員が自分の職業について話
し、互いの職業について学び合う 

• 地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを生かす 

• 高潔さを重んじて仕事に取り組み、言動を通じて模範を示すことで倫理的な行動を周囲に促す 

• 若者のキャリア目標を支援する 

• 専門能力の開発を奨励し、指導する 

職業奉仕はロータリーの核心であり、世界中の地域社会で奉仕を行う土台となるものです。 

職業奉仕の手引きから 

行動しよう 
 職業奉仕を実践例から学ぶことができます。同様または類似した活動を
クラブで実施したり、これらの例を参考に現在の活動を見直したりすること
をご検討ください。 

高潔性と倫理 

 ロータリーでは、高潔性と高い倫理を重視しています。その中でロータリ
アンによって生みだされたのが、「四つのテスト」と「ロータリアンの行動規
範」の2つであり、職場や生活のあらゆる場面で倫理的行動を実践するため
の指針となっています。 

「四つのテスト」の歴史 

 「四つのテスト」は、1932年、シカゴ・ロータリークラブ会員で、1954-55年
度に国際ロータリー会長を務めたハーバートJ. テイラーにより発案されま
した。倒産寸前の会社を建て直す役目を担ったテイラーは、仕事における全
側面において従うべき倫理的指針として「四つのテスト」を創り、このシンプ
ルな哲学のおかげでこの会社は倒産を免れました。その後、1934年に国際
ロータリーで採用されて以来、「四つのテスト」はロータリアンが倫理的行動
を判断するための尺度として用いられてきました。このテストは、多くの言語
に翻訳され、世界中でロータリアンにより推進されています。 

ロータリアンの行動規範 

 「ロータリアンの行動規範」は、「四つのテスト」と並び、すべてのロータリ
アンが事業や専門職において指針とできる、倫理的行動の枠組みとなるも
のです。 

 ロータリーの職業奉仕では、地域社会のニーズに取り組み、支援を必要と
する人たちが自らの力で生活を立てていけるよう支援するために、職業の
知識とスキルを活用することが求められます。クラブでの活動や職業を通じ
て充実した職業奉仕を実現できるよう、実践的なアイデアを紹介した本手
引きをご活用ください。 



スキルと職業 

 職業とそのスキルの重要性を認識するロータリーに
は、多様な職業や経験をもつ会員がおり、地域社会のさ
まざまな職業、ビジネス、団体とのつながりを生かした
活動が実践されています。会員には、職業スキルを奉仕
に生かし、自らの職業をクラブで代表するとともに、職場
においてもロータリーの理念を実践する責務がありま
す。 

ロータリアン行動グループに参加する 

 さまざまな専門分野ごとにグループがあり、ロータリ
アン、その家族、ロータリープログラムの参加者・学友が
メンバーとなっています。メンバーは、クラブや地区に
よって成果あふれる奉仕プロジェクトが実施されるよ
う、助言したり、協力したりできます。 

詳しくは rotary.org/ja/actiongroupsをご覧ください。 

ロータリー親睦活動グループに参加する 

 同じ関心や趣味をもつロータリアン、その家族、ロータ
リープログラムの参加者・学友と楽しく交流できるのが、
「ロータリー親睦活動グループ」です。執筆、編集・出版、
保健、法律、写真、警察など、多くのグループは特定の職
業分野に関連しています。詳しくはrotary.org/ja/
fellowshipsをご覧ください。 

奉仕プロジェクトで職業スキルを活用する 

 科学、医学、機械エンジニアリング、起業、金融、パブ
リックスピーキング、執筆などの自分の職業スキルを生
かして、地域社会に変化をもたらす奉仕プロジェクトに
参加しましょう。 

リソース、ネットワークで専門知識を生かす 

 ロータリーの6つの重点分野、プロジェクトの計画と実
施、ニーズ調査、成果の測定、あるいは大規模な補助金
プロジェクトにおけるその他の側面に関する専門知識を
お持ちの方は、地区の国際奉仕委員長にご連絡くださ
い。自分の専門知識・スキルを用いて、地元クラブの活動
や大きなインパクトを生むプロジェクトの立案に貢献で
きます。 

職業関連のロータリー友情交換に参加する 

 異文化における特定分野の職業体験に関心のある地
区間で交換活動が実施できるよう、地区ロータリー友情
交換委員長と連絡を取りましょう。若い職業人にも参加
してもらい、海外で自らの職業に対する理解を深めなが
ら、異文化交流ができる交換活動を計画しましょう。 

職場で高い倫理基準を推進するために 

 事業や専門職務のリーダーであるロータリアンは、職
場や地域社会において模範を示し、高い倫理基準を推
進することのできる立場にあります。ロータリアンは、次
のような方法で倫理を実践し、奨励できます。 

• 従業員の雇用、研修、指導において、誠意、責任、公平
さ、尊重について説明し、その重要性を強調する。 

• 仕事仲間による模範的な行動を称え、奨励する。 

• 顧客、業者、仕事関係者と接する際は、高い倫理基準
を遂行し、思いやりと熟慮をもって行動する。 

• ビジネスや組織において、社会的・環境的に責任ある
慣行を推進する。 

現会員・新会員への教育の機会を設ける 

 「四つのテスト」や「ローアリアンの行動規範」の重要

性について話し合いましょう。倫理的な課題を含むシナ
リオに基づいて話し合うワークショップを行いましょう。
ビジネスや職業において、高い倫理基準に即して行動し
ている人を表彰しましょう。 

若い人の参加を促す 

 若い世代が充実したキャリアを積み上げていけるよ
う、会員による就職相談会や、ワークショップ、職業開発
セミナーを開きましょう。 

職業研修と職業スキルの向上 

 職業人同士の交流を目的として設立されたロータ
リーでは、より良い地域社会を築くために、職業やビジ
ネスにおけるリーダーが力を合わせ、アイデアを交換し、
協力関係を築くことの重要性を強調しています。ロータ
リー会員は、職業に関するスキル研修とサポートを人び
とに提供することを通じて、自らの職業スキルの向上に
も努めています。ビジネスネットワークの拡張と職業スキ
ルの向上を目的とした地域イベントに参加しましょう。 

• ベントンビル ロータリークラブ（米国アーカンソー州）
は、学生や中小企業の社員が利用できる職業能力開
発の機会が少ないことに注目し、地元の女性リー
ダーと協力して「国際女性デー」にちなんだシンポジ
ウムを開催しました。国際ロータリー元理事も出席し
たこのイベントでは、地元の学生や社会人300人以上
が集まり、女性のキャリア向上と仕事と生活のバラン
スについての役立つ情報を学びました。 

• 米国カリフォルニア州の複数クラブは、ビジネスの研
修、ツール、ネットワーキングの機会を若い職業人に提
供するためのイベントを開催しました。経験豊かな職
業人とキャリアの浅い若者が知り合うきっかけとなっ
たこの1日のイベントでは、起業家と慈善活動家によ
る討論が行われたほか、人として、また職業人として
成長し、キャリアを発展させるためのアイデアが紹介
されました。 

キャリア相談会 
• ケープ ムニョニョ ローターアクトクラブ（ウガンダ）

は、地元高校で毎年、インターアクターを対象とした
職能開発や就職指導を提供しているほか、高校生と
の合同奉仕活動を実施しています。 

• バーミングハム ロータリークラブ（米国アラバマ州）
は、提唱しているローターアクトクラブとのメンタリン
グ（個人指導）プログラムを実施しています。このプ
ログラムでは、ローターアクターとロータリアンが二
人一組となって職業や市政に関する意見交換をする
ことで、ローターアクターが将来の職業やさまざまな
産業部門、またロータリアンの職業について学ぶこと
ができます。 

次世代の意欲を高める 
• タマール香港ロータリーEクラブは、若者を対象に、生

活と仕事のバランスに焦点を置いたセミナーを実施
しました。会員は、旅行、宝飾、娯楽などの産業や起業
に関する経験を紹介したほか、履歴書の書き方や面
接に関するアドバイスを行いました。 

• マドラス インダストリアルシティ ロータリークラブ（イ
ンド）は、インターアクターが将来の職業について考え
るためのワークショップを実施しました。地区職業奉
仕委員長と協力して、若者がキャリア計画を立てるた
めの講習を行ったほか、女子生徒を対象とした特別
ワークショップも開き、全体で200名を超える生徒が
参加しました。 



ロータリーの基礎は職業奉仕にあり 

地区職業奉仕委員長 角谷 浩二 

 職業奉仕という言葉で一番陥りやすい間違いが「奉仕」という言葉を社

会奉仕の「奉仕」と職業奉仕の「奉仕」を「同意語」だと思われている方

が非常に多くおられます。職業奉仕は英語で「Vocational Service」と

表現されます。社会奉仕は英語で「Community Service」であります。同

じ「Service」という言葉が使われ「奉仕」と訳されておりますが、全く

違った意味を持っております。 

 社会奉仕のServiceは「世のため人の為に尽くす」という「奉仕の精

神」でありますが、職業奉仕のServiceは「職業倫理」という意味を持っております。この「職

業倫理」が職業奉仕の基本的な考えであり、ロータリー活動にとって基礎的な理論でありま

す。「職業奉仕の実践」を簡単に表現すると「ロータリアンのお金儲け」であります。この

「お金儲け」と「社会に奉仕する」という考えは異次元のものであると考えるのがロータリー

以外の奉仕団体であります。しかしロータリーはこの二つの考えは一つであると考え「世のた

め人のために奉仕する心を持って職業を営むべし」と説いております。 

 この過程において非常に重要なのが「職業倫理」であります。何故かというと、もし仮に、

人を泣かせ騙したお金が奉仕に使われていたならそれは真の奉仕と言えるだろうか。人を泣か

せ騙した人間が平気な顔をしてボランティア活動をしていたならばそれは偽善者であります。

ロータリーの奉仕とは「職業倫理に徹することによって儲けたお金で家族、従業員を養い、そ

してその余ったお金の一部を奉仕に使う。そして、その人間の就労時間の余暇を使ってボラン

ティア活動をする」ロータリーは奉仕に使う「お金」や「人間」にも倫理を求めているのであ

ります。 

 このような人間の集まりが「クラブ」であり、その集合体が「ロータリー」であります。社

会奉仕や国際奉仕等は非常に発展性があり面白い活動でありますが、そればかりをやっている

と他の奉仕団体と何ら変わりのない奉仕団体となってしまいます。ロータリーは単なる奉仕団

体、慈善団体、寄付団体でありません。 

 毎週一回の例会でその半分の時間を使い卓話が行われ

ます。卓話は聞いては忘れ、聞いては忘れるのですがし

かし、次第に自分自身が磨かれ、倫理が身に付いてくる

のであります。ロータリアン自身が倫理を学ばなければ

世の中に倫理を提唱することはできないのであります。

職業奉仕こそがロータリー活動の土台であり、この土台

の上に社会奉仕や青少年奉仕、国際奉仕等が成り立って

いることを認識しなければならないのであります。 



ガバナー公式訪問  

12月2日 松原中ロータリークラブ 

 松原商工会議所会館  

  会長 仲川 正明 

  幹事 関井 皓司  

 

 

 

 

12月4日 岸和田東RC 

 岸和田グランドホール 

  会長 上林 史和  

  幹事 山元 芳裕 
 

 

 

 

 

 
 

  



地区大会 ・ 記念ゴルフのご案内  

地区大会実行委員長 上林 史和  

 地区大会日程につきまして新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、実行委員会で話し合いを重ねてまいり
ました。参加者及び関係者の安全面を第一に考慮し、予定しておりました2日間の開催を1 日として、 

2021年3月28日（日）岸和田市の「南海浪切ホール」にて開催することとさせていただきました。 

  国際ロータリー第2660地区のパスト・ガバナーでいらっしゃいます山本博史氏と、国際ロータリーポリオ根
絶大使のジュディ・オング氏をゲストに迎えご講演をいただきます。 

  ご参加の皆様に安心してご参加いただける地区大会を目指し、当日は感染防止対策を十分講じた上で開
催させていただきます。多数の会員皆様方のご参加をお願い申し上げます｡ 

ホストクラブ：岸和田東ロータリークラブ 

コ・ホストクラブ：岸和田ロータリークラブ／岸和田南ロータリークラブ 

※ 新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては企画内容等を変更する可能性がございます。 

会場：南海浪切ホール 大ホール 

   大阪府岸和田市港緑町1-1 TEL：072-439-4173 

地区大会賦課金：一人あたり6,000円 

参加登録料：一人あたり2,000円 

（地区大会が1日となりましたので、参加登録料3,000円を   

 2,000円とさせて頂きます） 

日時 ： 2021年3月28日(日)  

  12:00 受付 

 12:30 オープニングパフォーマンス 

 13:00 本会議 

 17:30 閉会 

【お問い合わせ先】 
国際ロータリー第2640地区 2020～2021年度 地区大会事務局 
〒596-0821 大阪府岸和田市小松町2514 コルロフ5102号 
TEL：090-2644-2640 FAX：072-440-2101 
E-mail：chiku-taikai2020@rid2640g.com 

記念ゴルフ大会実行委員長 亀井 亮雄 

  今年度の地区大会記念ゴルフ大会は、2021年3月13日(土)泉ヶ丘カントリークラブに於いて開催させてい
ただきます。第2640地区に所属するロータリアンの友情が更に深まり、友の輪が広がる催しにしたいと思って
おります。多数の会員皆様方のご参加をお願い申し上げます｡ 

日時：2021年3月13日（土） 

午前7:30登録開始（スタート時間30分前までに受付を済ませて下さい） 

午前8:00葛城コース、岩湧コース、金剛コースより同時スタート 

会場：泉ヶ丘カントリークラブ    〒590-0106大阪府堺市南区豊田2990-226 TEL 072-292-8500 

競技方法：ダブルぺリア方式 

参加費用：参加登録費10,000円（参加費、ホールアウト後の食事代、賞品代） 

          ※プレイ費は各自ご精算をお願いします。 

参加定員：200名先着順にて締め切ります。 

★当日懇親パーティー・表彰式は行いません。各自ラウンド(入浴)終了後、会場(レストラン)にて順次お食事をし
ていただき、自由解散とさせていただきます。優勝者は3月28日（日）地区大会にて表彰し、それ以外の賞に対し
ては後日各クラブ様に賞品を発送させて頂きます。（参加賞はゴルフ当日お渡しします）参加者にはメークアッ
プカードを発行させていただきます。 





【新春特集】 クラブ会長、クラブバナーの紹介 

新年のご挨拶 
謹啓 新しい年を迎え、会員の皆様におかれましては、ご健勝のことと存じます。 

昨年は新型コロナウイルスに翻弄された1年となり、日本や世界で感染対策と経済対策がせめぎ合いの状況で推
移しました。令和3年には、ワクチン投与による感染の鎮静化と経済の復興を祈念するとともに、会員の皆様の健康
とご活躍を切に願っております。 

今年も、地区役員が一丸となって、地区の発展に励む所存ですので、宜しくお願い申し上げます。        謹白 

令和３年１月吉日                                                 ガバナー 藤井 秀香 ・ 地区役員一同 











ROTEX主催 オンラインでクリスマス会 開く 

 １２月１３日（日）午前１０時～１２時の２時間ですが、ROTEX主催オンラインでクリスマス会を開

催しました。 

 今年度、コロナ禍で青少年

交換事業が中止のため、昨年

度の受入学生に呼びかけ、ア

メリカより４名の参加を始め、

派遣学生、クラブカウンセ

ラー、ホストファミリーそして、

藤井ガバナー、豊岡ガバナー

エレクト、豊田地区青少年交

換委員会担当幹事、地区委員会委員、先輩ROTEXメンバーを加え２４名の参加がありました。 

 近況報告について、日本語交じりの英語では、先輩ROTEXが交代で訳してくれました。数種

類の全員参加ゲームも想像以上に楽しく、予定の２時間が短く感じました。 

 Zoom操作について、地区ローターアクト副代表の安阪雄大さんにお手伝い頂き、厚くお礼

申し上げます。 

地区青少年交換委員長 中野 均 



「和歌山市子ども暗唱大会」をテレビ･ラジオで広く告知ＰＲ 

和歌山城南ロータリークラブ 

 和歌山城南ロータリークラブ（会長 柏原 康文)は、次世代を担う子どもたちに、美しい日本語の表
現やリズムに触れることで国語力の向上、情操の健全な発達を願い、2006年から和歌山市内の小中
学生を対象とした「和歌山市子ども暗唱大会」を開催しています。 

 この大会は、クラブの中核事業として「音（おん）で ことばで、ひろがり・つながる・ひびきあう」を
テーマに、子ども達が、優れた名文や詩を暗唱し朗読することによりその名文や詩に含まれた豊か
な情感や生命に対する愛情を、自身の精神の中に育ててもらおうとの試みで、昨年は４２組１７２人の
参加を得ています。 

 今年度は第１５回を向かえる予定でしたが、コロナウィルス感染症の影響を考え、中止と決定し、開
催に代わり活動の状況を広くラジオ・テレビで紹介する番組を作成いたしました。番組は、いずれも、
第１回から大会に携わり審査委員長をお願いしている和歌山大学教育学部 菊川恵三 教授と、大会
の立ち上げに尽力された当クラブ 浦武宏 名誉会員の解説のもと、これまでに実施した大会の最優
秀賞受賞者を中心に放送いたしました。 



『ポリオのない世界まで本当に「あと少し」です』 

松原ロータリークラブ会長 住田  進 
松原中ロータリークラブ会長 仲川 正明 

 コロナ禍でロータリー活動もままならぬ中、「世界ポリオデー」にあわせ地区から提案のありまし

た「ポリオ撲滅募金」に協力すべく、松原ロータリークラブと松原中ロータリークラブは共同で、松

原市役所に募金箱の設置をお願いしました。 

 松原市役所の協力を得て、松原市地域保健課の窓口と両ロータリー事務所のある松原商工会議

所の受付窓口に11月の1ヶ月間、募金箱を設置していただきました。 

 窓口を訪れた市民ならびに事業者の皆様にご協力いただき、地区のポリオ募金口座に無事振り

込むことができました。 

 ポリオのない世界のゴールが見えています。あとちょっと、ロータリアンができる形で手を差し伸

べることができればと思います。 



子供食堂「マリリンの家」に空気清浄器を贈呈 

堺清陵ロータリークラブ 

 子供食堂「マリリンの家」で、子供たちがコロナ禍の中安心して過ごせるようロータリー財

団補助金を利用させて頂き、堺清陵ロータリークラブより、空気清浄器を2台、12月12日に贈

呈致しました。 

 「マリリンの家」では、手作りの食事を提供し、子供やお母さんの居場所にもなっています。 

 夢・目標を持って生きる人に、そして子供たち自ら”千羽鶴”を折って医療従事者に届けた

り、24時間テレビでは募金を呼びかけたりして、ボランティアの基地にもなっています。 



がん征圧・患者支援チャリティーイベント 

「リレー・フォー・ライフ・ジャパン泉州かいづか」に参加・協賛 

貝塚コスモスロータリークラブ 

  

 貝塚コスモスロータリークラブ（会長 木下 保)は、がん征圧・患者支援チャリ
ティーイベントの「リレー・フォー・ライフ・ジャパン泉州かいづか」に参加・協賛
し、のぼりを10本寄付しました。また、会員よりルミナリエの協力等を行いました。 

 本年度はオンライン開催の為 YOU TUBE配信の動画撮影も行われました。 

 また、昨年度よりFacebookにてクラブの活動を紹介しています。 

https://www.facebook.com/cosumosRC/ 



2021-2022年度 主要行事のお知らせ 

ガバナーエレクト 豊岡 敬 

地区代表幹事 橋本竜也 

国際ロータリー第2640地区 

ガバナーエレクト  

       豊岡  敬 

  富田林ロータリークラブ 

2021-22年度 国際ロータリー会長  

    シェカール・メータ 

カルカッタ-マハナガル ロータリークラブ 

（インド、西ベンガル州） 

2021年 国際協議会は、参加者の健康と安全を最優先し、2021年2月1～11日 に

バーチャル形式（オンライン）で開催されます。  



テーマを基にご意見を交換するコーナー「侃侃諤諤（かんかんがくがく）」 

次回のテーマは「新型コロナ体験 得たこと 失ったこと」 

 新型コロナ感染拡大を体験して、「在宅勤務で家族との会話が増え、絆が強まった（逆に、
悪化した）」「本を読む時間が増えた」「会食が減った」など、得た（失った）ことは何です
か？ 「会社の設備、労働環境を見直した」「オンライン例会で懐かしい会員と会えた」な
ど、仕事やロータリーに関することでも。ふるってのご投稿、お待ちしています！ 

 

※記入用紙PDFをご利用ください。もちろんワード文書、原稿用紙など、別形式でも結構です。 

（※記入用紙PDF ダウンロードして、お使いください） → kankangakugaku7.pdf 

原稿 : 600 字以内 

投稿者情報 : クラブ名、お名前、日中連絡可能なご連絡先（メール、電話番号）をお書き添え
ください。 

締切 : 2021年3 月10 日（5 月号以降掲載予定） 

送り先・問い合わせ 















 

 

  ガバナー月信は、地区と地区内クラブの情報交流を促進し、各クラブの運営、活動に活かせ

てもらうため、情報収集に努めています。皆様の寄稿、ご協力をお願いします。 具体的には、

記念事業や特別例会、クラブ奉仕活動、親睦活動（家族会、親睦旅行、 同好会等）や会員増強

等、職業奉仕（講演会、講習会、視察等）、社会奉仕（清掃活動、福祉・教育支援事業等）、国際奉

仕（友好クラブとの交流、各社会奉仕プロジェクト）、青少年奉仕（青少年交換、インターアクト、

ローターアクト、ライラ等）、そのほか、ロータリー財団、米山記念奨学会等の活動などの案内、

募集、報告等の寄稿をお願いします。 また、ご提供いただける情報は、文書面、 資料、写真を

ＦＡＸ、封書等又はメールでガバナー事務所へご連絡ください。 月信では、引き続き、国際ロー

タリー、地区、クラブの情報をとりまとめ、掲載情報の収集等、紙面の充実に努めてまいりま

す。 ご協力、よろしくお願いします。                     （地区 ＩＴ・ガバナー月信委員会）  

国際ロータリー 

第2640地区 ガバナー事務所  

〒640-8331  

和歌山市美園町3-34 けやきONE 301号室  

TEL（073）426-2640  

FAX（073）426-2660 

http://rid2640g.com/fujii/ 

e-mail: fujii@rid2640g.com 
JR和歌山駅西口から徒歩7分  

阪和道、和歌山インターから約10分 


