
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」 
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表紙の写真は、コートジボワールにあるパスツール研究所で顕微鏡をのぞく技師。ポリオウイルスのモニ

タリングが行われているこの研究所では、ロータリーから寄贈された機器が使われています。 



国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク 



ガバナーの基本方針 

「日本のロータリー100周年、超我の奉仕に魂を!」 

 ２０２０年は、日本にロータリーが誕生して、ちょ
うど１００年目に当たります。 

 この間日本のロータリーは歴史の流れに翻弄
され紆余曲折があったものの、今や地域に、世界
になくてはならない奉仕の団体として活躍して
います。 

 この様な記念すべき年にこれからを担う重要
な年度にガバナーを務めることになり喜びと共
に責任の重さを、感じております。地区やクラブ
の強み、弱みを知り、目標設定や行動計画の準備
をします。地区委員の役割と責務の確認をしま
す。 

 情報や資料、リソース（教材）を活用して、ストー
リー（実話や体験談）を通して心に訴える事でイ
ンパクトを与えます。 

 直前・エレクト、ノミニーと地区戦略会議を開き
ます。 

 魅力ある生き生きとしたクラブが作れるよう
各クラブに戦略計画委員会を設けていただき３
年・５年後クラブがこうありたいと、目標を立てて
いただきます。 

 危機感を持って先を読み、クラブの現況を数
値化してデータを分析して戦略計画を立てる様
指導していきます。クラブでも研修リーダーを任
命し、例会の少しの時間を利用して、ロータリーに
ついて勉強していただくよう、指導します。 

《女性会員ゼロクラブゼロ》 

《各クラブ純増１名》 

 若い会員・女性会員の増強に努めます。 

 ＲＬＩは実施いたします。会長・幹事予定者は受
けていただけたらと思います。 

ＲＩは、ロータリークラブと、ローターアクトクラブ
の連合体です。 

 ローターアクトの委員長はセミナーや行事に
参加していただきます。 

 インターアクトの研修旅行は、今年は国内で実
施しようと思います。 

 ロータリー青少年指導者養成プログラム(ＲＹＬ
Ａ)世界遺産の高野山で心を育てます。 

 ロータリー精神を表す言葉として大事にして
いる一片の詩がありますので、ここに紹介させ
ていただきます 

誰かに良い事をしたい 

誰かの為になるなら 

喜んでもえるなら 

それが私の喜び 

私が幸せな事のお裾分け 

地区スローガン 

《ロータリーと共に
寄り添い奉仕の扉を
開こう》 

 今在る自分のお陰
様に感謝し、救いを
求める声に寄り添い
ロータリーと共に
（友と）奉仕しましょ
う。 

 

ＲＩの活動方針 

ロータリーのビジョン声明 

【2017年7月RI理事会でビジョン声明が採択され
ました。】 

 私達は世界で、地域社会でそして自分自身の
中で持続可能な良い変化を生むために、人々が
手を取り合って行動する世界を目指しています。 

ロータリーの中核的価値観の大切さ 

●親睦 

●高潔性 

●多様性 

●奉仕 

●リーダーシップ 

ロータリー活動の今後の活動を方向付ける、４つ
の戦略的優先事項 

●より大きなインパクトをもたらす（何のため
に誰のために） 

●参加者の基盤を広げる（地域社会とパート
ナーを組む） 

●参加者の積極的な関わりを促す 

●適応力を高める（急速に変化する社会に追
いつき進化） 

7つの重点分野 

●平和の推進 

●水と衛生 

●母子の健康 

●教育の支援 

●地域経済の発展 

●疾病との戦い 

●環境の保全（新設） 

 

ガバナー 藤井 秀香 

【次ページへ】 



地区ビジョンについて  

〇国際ロータリー第２６４０地区は、国際ロータ
リーで定められた新しい「ビジョン 声明」と、
それに基づく「戦略的優先事項」及び目的を
理解し、地域の特性を鑑みて活動を展開しま
す。  

〇国際ロータリー第２６４０地区は、不変である
「ロータリーの中核的価値観」を尊重すると共
に、新しい変化にも柔軟に対応し、持続可能な
ロータリーを目指します。  

〇国際ロータリー第２６４０地区は、クラブの多様
性に配慮し、元気で、個性のある、 魅力あるク
ラブ作りに注力します。  

地区中期３か年目標 （2019-2020年度、2020-
2021年度、2021-2022年度）  

① クラブの会員基盤の向上に対する支援強化  

・各クラブの戦略計画（中長期計画）作成を推奨
します。  

・地区内会員数について、各クラブと協力し、
2,000人を超えるよう努力します。  

・地区内には、ロータリークラブのない市町村も
あります。クラブ拡大の可能性を検討します。  

・各クラブの個性を尊重しつつも、会員の多様
性に配慮するように推奨します（幅広い年齢
層と女性比率の向上）。  

・ローターアクトクラブの接点を増やします。  

② 人道的奉仕の重点化と財団利用の推進  

・公共イメージの向上を図るため、人道的奉仕
を重点化します。  

・ロータリー財団利用実績を年間４０件の目標と
します。  

・ロータリー財団及び米山記念奨学金への寄付
を推進すると共に、寄付ゼロクラブがないよ
うに協力体制を敷きます。  

③ 公共イメージの向上とデジタル化の推進  

・公共イメージの向上のため、地域社会に開か
れたロータリー・イメージを意識して、ロータ
リー・デー等市民向け事業を推奨します。  

・社会への露出を促すため、メディア対応を改善し
ます。  

・デジタル化の推進のため、「My Rotary」の登
録率を６５％に目標設定します。 

・デジタル化の推進とデータ活用のために、
ロータリークラブセントラルへの入力を各クラ
ブすべてが行えるようにします。 

※「このビジョンは2020年３月に策定し、７月より
取り組むこととします」 

 

 

地区運営および活動方針 

 ガバナー補佐および地区委員長・委員は、クラ
ブのサポートを強化し、人道的奉仕活動を活発
化する様、努力してください。 

 ２０２０年１０月２４日「世界ポリオデー」に関西国
際空港にてブースを設けてポリオ根絶キャン
ペーンを計画しております。（開催できるか、未定
です。） 

ポリオを根絶する５つの理由 

⑴生活の向上 

⑵未来への投資 

⑶医療費の削減 

⑷子供の健康の向上（命を守る） 

⑸歴史をつくる 

 世界保健機構（WHO）は３月、コロナの感染予防
策として大規模なワクチン予防接種を停止する
様指示しました。ポリオワクチン予防接種キャン
ペーンが延期になっております。多くの子ども達
のワクチンの定期接種の機会を失った様です。 
ロータリーは世界の子ども達と約束したのだか
ら、守らなくてはいけません。 

 戦略計画により、クラブの強化を活性化しま
しょう。まだ、お作りでないクラブは元・現・次期・
次次年度クラブ会長からなる戦略計画立案チー
ムを編成し、クラブの目標達成を支える計画を立
ててください。 

 戦略計画には、下記の要素を盛り込む事が重
要です。 

❶現状分析（地区、クラブの現状はどうか） 

❷ビジョン（将来、3〜5年先）にどうありたいか。 

❸戦略的優先事項と目標（何を達成する必要が
あるか） 

❹行動計画と成功の基準（各目標をどの様に達
成するか） 

❺計画の実施手順（各段階の担当者を含む） 

❻成功の評価方法、目標への進展について情
報を共有する方法、必要に応じて計画を修正
する方法など 

 マイ・ロータリーへの登録推進（会長・幹事は必
ず登録するようにしてください。）クラブ・セント
ラルを有効活用してください。 

 インターアクター・ローターアクターと地域社
会との奉仕プロジェクトを計画する。人を育てる
事は心を育てます。未来のリーダーを育てます。 

 ポリオ・プラス、年次基金を増やし、地区補助
金、グローバル補助金を利用した、地域や海外で
の活動を推進しましょう。《世界を変える行動人》
になりましょう。 

 
【次ページへ】 



国際ロータリー・地区等 拠出金 

●人頭分担金 会員 一人当たり ＄６９（7月 1日
会員数）＄３４．５０ （1月 1日会員数）＄３４．５０ 

 なお、上半期のみに規定審議会費＄１がプラス
されます。 

●地区資金 会員一人当たり ２０，０００円（7月1日
会員数）１０，０００円 （1月1日会員数）１０，０００円 

中途入会者も同額 

●ロータリー財団と米山記念奨学会への支援 

 ロータリー財団一人当たり ２１０ドル(年次寄付
180ドル／ポリオ・プラス 30ドル) 

 （ポリオ・プラスの割合を増やしました。） 

 米山記念奨学会一人当たり １５，０００円(普通
寄付6,000円／特別寄付9,000円) 

●日本のロータリー100周年記念地区大会 

 地区大会賦課金 一人当たり ６，０００円 

 地区大会参加登録料 一人当たり ３，０００円 
＜記念品配布を考えております＞ 

 新型コロナ ウイルス 感染拡大 防止のため 
延期し、新しい 日程で開催します。 

 地区大会 一日目 2021 年 3月 27 日(土曜
日 ）於:ホテル日航関西空港 

 地区大会 二日目 2021 年 3月 28 日(日曜） 
於:岸和田市立 浪切ホール (南海 浪切ホー
ル ) 

“ポリオ根絶まであと少しす。” 

 子どもたち との約束を守る ため 最優先課
題「ポリオ根絶」を重点的 最優先課題「ポリオ根
絶」を重点的 最優先課題「ポリオ根絶」を重点的 
とした 、記念講演の講師をお迎えする予定で
す。また、当地区では初めての試みすが、当地区
では初めての試みすが、 ＲＩ の理事は 招聘せ 
ず、尊敬する他地区パストガバナーのお話しをお 
聞きしたいと思います。 

 地区大会では、是非、皆様と“日本のロータリ 
ー100周年”を祝いましょう ！ 

◇地区大会記念ゴルフ大会の開催日、 開催場所
は下記のとおりです 。 

 2021 年 3月 13日(土曜日 )  

 於： 泉ヶ丘カントリ ークラブ 

 社会奉仕は各クラブの奉仕活動を学び地区補
助金による奉仕プロジェクトを立案してインパク
トを与えてください。持続可能なのか、効果があ
るのか、公共イメージの向上になるのかどうか考
えていただきたい。 

ロータリークラブの公共イメージと認知度を強
化しましましょう。 

○ロータリーとは何か 

○ロータリアンとはどの様な人々か 

○ロータリアンの活動はどの様な成果をもたら
しているか 

○ロータリーは、他の団体とどの様な違いがあ
るか 

 クラブホームページを充実させてください。 

クラブ会員増強計画 

 ほとんどのクラブの最優先事項は、会員の高
齢化と会員増強（若い会員、女性会員）。会員増
強出前卓話を利用していただきたい。地区では、
講師をお呼びして会員増強セミナー（元気なク
ラブづくりの為のワークショップ）を開催する計
画をしております。 

 元気なクラブづくりのためには、長期的な会
員増強計画が必要です。長期的な計画を立てる
ことにより、現在ではだけでなく将来的にも活気
あるクラブであり続けることができます。多様な
会員がいるクラブを築き、クラブを強化し活気づ
け、地域社会にとって重要な存在であり続けなく
ては、なりません。 

会員数 87,613人 

女性会員 6,040人 

女性比率は、7% 世界は、23% 

地区女性オーナー 8％ 

地区目標《女性0クラブゼロ》 

標準クラブ定款３条 

 クラブの目的は、「ロータリーの目的」の達成
を目指し、５大奉仕部門に基づいて、成果あふれ
る奉仕プロジェクトを実施し、会員増強を通じて
ロータリーの発展に寄与し、ロータリー財団を支
援し、クラブレベルを超えたリーダーを育成する
ことである。奉仕の理想を実践する中で、多くの
ロータリークラブは色々な社会奉仕活動を考え
て、会員に奉仕の機会を与えてきました。「超我
の奉仕」の哲学であり「最もよく奉仕する者、最
も多く報いられる」という実践的な倫理原則に
基づくものである。辛いときは、そばに駆けつけ
寄り添うものですが、愛すればこそ、今は、距離
を開けなくてはいけないのです。通常でない「新
しい日常」にも慣れてきました。 

 ２０２０年１０月に日本のロータリーが誕生して、
100周年を迎える記念すべき時に私と委員の皆
様は共に祝い、共に活動し発展を目指しましょう。 

インスパイア・柔軟性・多様性かつ継続性を持つ
地区運営を行っていこうと思っております。 

ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。 

《自分のためだけに生きるのではなく、他者に奉
仕する喜びのために生きるのです》 

アーチ・クランフ 

 



中野直前ガバナーへの感謝の言葉 

中野ガバナーお疲れ様でした 

 思い返せば、エレクトの時から全ての会議に誘っていただきお勉強させていただきました。その前

の2年間のガバナー補佐を踏まえると。学んだ事は多いのですが、いざ実行しようとした折、新型コ

ロナウィルス感染拡大の為三大研修はおろか例会も数人の会合さえ許されぬ事態となってしまい

ました。 

 中野ガバナーの同期の地区大会もいくつか中止になり、私も参加できなくなりました。幸いガバ

ナーは主要セミナー、地区大会も無事終わられホッとされましたが、3月頃からは地区委員活動や

全てのロータリー活動が止まってしまいました。 

 一番残念だったのは、ハワイでの国際大会の中止だったと思います。私も紹介していただきまし

たが、ガバナーの同期の皆様３４人とても仲がよろしく、パートナーの結束と活躍が素晴らしいで

す。ハワイでの楽しい計画も中止になりました。でも培った友情は永久です。 

 奥様の美紀様、ガバナーが参加出来ない地区大会に変わりに参加されたりサポートも万全でし

た。きっぷの良い、肝っ玉奥様で私も親しくさせていただきました。お子様達もお逢いしましたが、お

育ちの良さを感じました。忘れてはいけないのが、芝犬の姫子です。電話が長くなりますと、「ええ加

減にしいや」とワンワン！ これからは、お散歩も長くなるかな？ 

 最後に私が中野ガバナーから学んだ事は、（ガバナーは優しさ思いやり、誠実さが無くてはいけ

ない。）そうすると、至らぬ点は誰かが寄り添いカバーしてくれます。一人ではガバナーは、勤めあ

げれません。大変な年にガバナーになられましたが、お疲れが出る頃です。 

 御身御自愛の程お願い申し上げます。 

2020-21年 DG 藤井 秀香 



ガバナー補佐（分区担当）の紹介  



地区幹事（担当委員会）の紹介 



地区組織図 



地区委員会組織表  



2020-2021年度 ロータリー賞 

ロータリー賞に関する留意点 

・ロータリー賞の手続きは、ロータリークラブ・セントラル内で電子的に行われます。 

・クラブは、丸１年(2020年７月１日～2021年６月30日)をかけてロータリー賞の達成に取り組みます。 

・ロータリー賞を受賞するには、クラブはその年度を通じて正規であり、瑕疵なき(人頭分担金の未
納がない)クラブでなければなりません。 

・ガバナーは、ロータリー賞の各項目に向けたクラブの推捗をＭy Rotaryから確認できます。 

・ローターアクトクラブとインターアクトクラブ対象のロータリー賞には、ロータリークラブ対象とほ
ぼ同じ項目が含まれています。ただし、若い世代用に若干の違いが加えられています。ローターア
クトとインターアクトの表彰状はＰＤＦ形式となり、賞への推薦は提唱ロータリークラブ会長がオン
ラインで行います。 

「意義ある奉仕賞」 

 「意義ある奉仕賞」は地域社会の重要な課題やニーズに取り込むプロジェクトを実施したクラブを
表彰する賞です。各クラブによって実施された１つのプロジェクトのみ、本賞の受賞対象となります。 

各クラブ会長から、１つのプロジェクトを地区ガバナーに推薦戴きたくお願い申し上げます。 

当地区では上限を３クラブとし、受賞クラブを決定します。 

推薦要件： 

 ・クラブが地域社会の重要な課題やニーズに取り組む社会奉仕活動 

 ・財政支援にとどまらず、多くのクラブ会員が直接参加した活動 

 ・地域社会にロータリーの公共イメージを向上させる活動 

 ・他のロータリークラブの活動の模範となる活動 

 ・国際的な活動も含めた活動 

 ・今年度に実施した活動（活動の開始／完了年度が今年度でなくてもよい） 

 ・１クラブ１申請に限る 

 ・以前に「意義ある奉仕賞」を受賞しているプロジェクトは、本賞の対象とはなりません。 

※ 推薦方法：別途ご連絡申し上げます。 



主要行事予定  

クラブ周年記念行事予定表  



クラブ会長・幹事一覧  



ガバナー公式訪問予定① 



ガバナー公式訪問予定② 





  ロータリー財団管理委員会と国際ロータリー理事会は、「環境の保全」という新たな重点分野

を追加しました。 

  過去5年間、財団のグローバル補助金では、1800万ドル以上が環境に関連したプロジェクトに充

てられてきました。環境を支援する別個の重点分野を設立することで、ロータリアンが世界中の

地域社会で好ましい変化をもたらし、より大きなインパクトを生み出す一助となります。 

  環境の保全は、ロータリーの7つ目の重点分野となり、グローバル補助金によって実施される奉

仕活動のカテゴリーとなります。そのほかのカテゴリーは、平和構築と紛争予防、疾病予防と治

療、水と衛生、母子の健康、基本的教育と識字率向上、地域社会の経済発展です。 

  プロジェクトのための補助金申請は、2021年7月1日から受付を開始します。この新たな重点分

野におけるグローバル補助金を支えるため、ロータリアンやその他の方々からの寄付や誓約を今

後募っていくこととなります。 

第1回 雑誌・公共イメージ委員会 

 地区雑誌・公共イメージ委員会（委員長 井手 良明）は、6月13日(土)、11時から、

ガバナー事務所で、雑誌・公共・イメージ委員会を開きました。 

 世界ポリオデーの10月24日(土)、関西国際空港フロアの一部(予定)で、藤井ガ

バナーの「ロータリーと共に寄り添い奉

仕の扉を開こう」のスローガンの下、ロー

タリークラブの公共イメージ向上を図る

ため「ポリオ根絶キャンペーン」実施に向

けて、当日の準備等について、協議しまし

た。   

 出席者は、藤井秀香ガバナー、大石武徳代表幹事、岡本弥生地区幹事、井手良明

雑誌・向上イメージ委員長、同 八田眞弓委員。 













 

 

  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送付ください。 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。  

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 

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 


