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RI会長 1月メッセージ 



ガバナー １月メッセージ       

 職業奉仕月間によせて  

  

 

 

 

 

 

 

          国際ロータリー 第2640地区 

             ガバナー 樫畑 直尚 

 

 新年あけましておめでとうございます。 

 本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

２０１９年（平成３１年）は、「亥年」。相場格言は「固ま
る」。この固まるとは、昨年の「戌年」の流れを固める
という意味合いなのだそうです。戌年の相場格言
は、笑うでしたので、今年は良い流れに乗ることがで
きればと期待をしたい所です。 

さて、１９０５年にロータリークラブが誕生したのは
シカゴ。２０世紀に入った頃のシカゴは、成長著しいア
メリカにあってもなお急成長の町。しかし、社会の在り
方を含めて、ビジネスマナーも現在のようなもので
はなく、まだまだ未成熟であったのでしょう。やりた
い放題のビジネスの世界において、自衛のためにビ
ジネス倫理（商道徳）を尊ぶ仲間が必要として生まれ
たのが、ロータリークラブでした。 

当時、まずはそれぞれの業種から信頼に足る１人
が選ばれ、選ばれた会員同士は強固な互恵関係で
結ばれることになります。クリーニング屋さんが会員
にいたなら、クラブの会員はそのクリーニング屋さん
に仕事を頼み、他には極力出さないというような関
係です。このような会員同士の取引を管理するため
に、統計係が置かれてクラブ内取引を数字で示すほ
どであったといいます。 

このシカゴクラブをモデルに、クラブが増えていく
なかで、それぞれのクラブが会員に対し、高い道徳
観（評判・評価）を保証し、職業分類を明らかにしてい
れば、例え大陸の反対側にある取引であっても、ロー
タリアンなら安全で円滑な商取引ができるという図
式です。 

但し、日本では、ロータリーの先駆けであった東京
ロータリークラブや大阪ロータリークラブの会員は、
すでに確立された財界人の集まり（商工会議所、財閥
等）が母集団であったので、アメリカでのロータリー
とは多少、構成面で質が違ったかも知れません。 

しかし、いずれにせよ、ロータリーは、歴史的に「職
業」を抜きに語れないものであることは動かしよう
のない事実です。 

ここで、ロータリーの目的と職業奉仕の関連性を、
もう一度確認してみましょう。 

以下は、RIから公表されている「職業奉仕の手引
き」から抜粋です。 

「ロータリーの目的」 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として
奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的
には、次の各項を奨励することにある。 

第1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とす
ること； 

第2 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； 

第3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業
および社会生活において、日々、奉仕の理念を
実践すること；  

第4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット
ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進す
ること； 

「ロータリーの目的」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。以下
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。 

（職業奉仕の手引きより） 

これに加えて、2016年規定審議会において「制定
案16－10奉仕の第二部門を改定する件」が採決さ
れ、職業奉仕の定義の中で、会員の役割の部分に「自
己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立て
るために、クラブが開発したプロジェクトに応えるこ
と」と、新しく追加されたことを合わせて考えると、
新しいロータリアン像が浮かび上がってきます。 

ロータリアンは自らの職業に品位と道徳水準を高
め、自らを取り巻く人達の模範となり、職業を通して
培った自らの能力を青少年奉仕（次世代奉仕）、社会
奉仕や国際奉仕に生かしていくこと。これを初夢に
するには少々ロマンティックに過ぎるかも知れませ
んが、残る任期の半年間、夢を目指して頑張って参る
所存です。皆さま、今年も宜しくお願い申し上げます。 



ガバナー レポート Facebook（h ps://www.facebook.com/kashihata.rid2640/ ) 

12月3日(月) 

ＲＩ第2640地区「中野均ガバナーエレクト壮

行会」。ご夫婦が、サンディエゴで開催され

る国際協議会に参加されるにあたり、壮行会

が開催されました。お気をつけて！ 

12月4日(火) 

今日はホームクラブである和歌山ロータ

リークラブの年次総会。会長ノミニーに笹本

昌克会員が選ばれました。頑張ってくださ

い。  

12月9日(日) 

ＲＩ第2640地区「クラブ雑誌・公共イメージ委

員長会議」。豊岡委員長のプレゼンテーショ

ン「公共イメージ向上のために」。素晴らしい

内容でした。年末のお忙しい中、皆様有り難

うございました。  

12月11日(火) 

和歌山ロータリークラブ例会。タイ国、ノン

ケームRCの礒部理事がご挨拶に来訪。当ク

ラブは、来年2月に浄水器を贈呈します。  



ガバナー レポート Facebook（h ps://www.facebook.com/kashihata.rid2640/ ) 

12月7日(金) 

ＲＩ第2660地区(大阪北部)「地区大会」。 

山本博史ガバナーの登場❗リーガロイヤル

ホテルの光琳の間が満杯。  

12月8日(土) 

ＲＩ第2660地区大会２日目。山本博史ガバ

ナーとRI会長代理の小沢一彦PDGががっち

りと握手。おめでとうございます。山本ガバ

ナーの神業スピーチと小沢代理のカリスマ

スピーチ❗  

12月13日(木) 

ＲＩ第2640地区大会に際しての支援と協力に

対 し て、国 連 難 民 高 等 弁 務 官 事 務 所

(UNHCR)から、感謝状を賜りました。  

12月16日(日) 

ＲＩ第2640地区のＷｉｎｔｅｒ ＲＹＬＡ。冬季とあっ

て、会場はクリスマスムード一杯。   



ガバナー レポート Facebook（h ps://www.facebook.com/kashihata.rid2640/ ) 

12月18日(火) 

今夜はホームクラブ恒例の年末家族会に参

加。木綿会長の素晴らしい会長振りに感服。

アトラクションは、新会員のマジックショー

に、会長夫人のフラメンコ！ 

12月24日(月) 

ＲＩ第2640地区インターアクトクラブ台湾・友

好の旅。行って来ます。 

12月24日(月) 

台湾新竹市の元培醫事科技大学で記念植

樹です。3501地区の鄭ガバナーと共に記念

写真。そして盛大な交流会が始まりました。

生徒達も楽しそう ! 

12月25日(火) 

元培醫事科技大學の蔡専任理事。フォルモ

サRCのチャーター会長。大学創立者のお父

様は、京都の大学で学び、医学技術を台湾

に紹介した功労者。現在は7000人が学んで

いる。お父様もお嬢様も三代にわたるロータ

リアン！ 



職業奉仕月間に寄せて  

 皆さんロータリーを楽しんでますか？こ

んな挨拶をすると誤解を招く事になるかも

知れませんが、実際ロータリーに入会して

良かったですか？為に成りましたか？ 

多くのロータリアンはこのように質問される

と？？？となるかも知れません。 

 職業奉仕月間に因んで、今一度皆さまに

職業奉仕について基本から学んで頂きた

く、職業奉仕の手引きから抜粋してお伝え

いたします。 

 先ず、ロータリーの目的とは？ 意義あ

る事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、

これを育むことにある。とされてます。 

 次に「職業奉仕」という概念は、 

１）職業上の高い倫理基準   

２）役立つ仕事はすべて価値がある。 

３）ロータリアン各自の職業を高潔なものと 

する。 

 又、職業奉仕の実践として  

１）各会員が互いの職業について学び合う 

２）奉仕プロジェクト職業スキルを生かす   

３）高潔さを重じて仕事に取り組み模範を示

し倫理的行動を周囲に促す  

４）若者のキャリア目標を支援する 

５）専門能力の開発を奨励し指導する 

 上記のように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活動を

行う土台となるものです。ロータリーでは

高潔と高い倫理を重要視しています。 

 ここから生まれたのが「四つのテスト」と

「ロータリアンの行動規範」です。このように

ロータリーは崇高な素晴らしい目的と職業

奉仕の概念、そして職業奉仕の実践を奨励

しています。 

 

 

 

 

 

地区職業奉仕委員長 山下 茂男 

 

 自身の職業スキルアップ、高潔性と崇高

な倫理観を持ってロータリーの理念の実施

を通じて社会に貢献して、有意義なロータ

リー活動を楽しんで頂きたいと思っていま

す。 

 追伸、最後に下記の「四つのテスト」と

「ロータリアンの行動規範」を追記します。 

 

４つのテスト 

１ 真実かどうか 

２ みんなに公平か 

３ 好意と友情を深めるか 

４ みんなのためになるか どうか 

 

ロータリアンの行動規範 

１． 個人として、また事業において、高潔さと

高い倫理基準を持って行動する 

２． 取引のすべてにおいて公正に努め、相

手とその職業に対して尊重の念をもって

接する。 

３． 自分の職業スキルを生かして、若い人び

とを導き、特別なニーズを抱える人びと

を助け、地域社会や世界中の人びととの

生活の質を高める。 

４． ロータリーやほかのロータリアンの評判

を落とすような言動は避ける。 



中野 均ガバナーエレクト 国際協議会壮行会 

地区代表幹事 山本 進三 

2018年12月3日、中野 均ガバナーエレクトの国際協議会への出発に向け、中野年度の前途を祝
い激励する意味を込めて壮行会が開催されました。 

 壮行会では平岡正巳パストガバナーを筆頭とする６名のパストガバナーと、樫畑直尚ガバナー、
藤井秀香ガバナーノミニー他、2018-2019年度と2019-2020年度の役員・幹事の皆様、合計35名が
参加されました。 

 開会とともに、樫畑がバナーよりご挨拶いただい
た後、歴代パストガバナーの皆様より、温かくも力強
い激励のお言葉をいただきました。その後、岡本 浩
直前ガバナーによる乾杯のご発声をいただき、壮行
会は終始、和やかな雰囲気のまま懇談の場へ移りま
した。 

 会も終わりに近づいた頃、藤井秀香ガバナーノミ
ニーより中野 均ガバナーエレクト夫妻へ花束が贈呈され、中野 均ガバナーエ

レクトはお礼のお言葉と共に、年明けに出発する国際協議会への決意と覚悟を表明されました。 

 その後、堺東ロータリークラブ 2018-2019年度 会長 吉村 登志子 様、2019-2020年度 会長 
藤田 隆生 様からもお礼のお言葉をいただき、樫畑直尚ガバナーの閉会挨拶をもって、壮行会は
無事に終了いたしました。 

中野 均ガバナーエレクトの今後のご活躍を祈念いたします。 

  

 なお、中野 均ガバナーエレクトは下記のご旅程で国際協議会に向かわれます。 

 国際協議会のご旅程 

  （ご出発） 

  ２０１９年１月12日（土） 

   関西国際空港 （国内線） 11：00 発 ＮＨ-3822便 

  （ご帰国） 

  ２０１９年 1月21日（月） 

   関西国際空港 （国内線） 21：50 着 ＮＨ-097便 



「職業奉仕」という概念 

 「ロータリーの目的」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。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。 

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RC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、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。 

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。 

 

 

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 

・キャリア相談会  

・次世代の意欲を高める 

 

職業研修チーム 

 ロータリーの職業研修チーム（VTT）は、実地参加を通じて
職業奉仕を行う機会です。職業の専門知識やスキルを有する
メンバーで構成されるチームは、訪問先で知識を深めたり、
研修を実施したりします。また、現地の人びとや地域全体の
知識やスキルを高めることで、地域社会の人びとが自力で問
題を解決できるようになり、持続的な変化がもたらされます。
ロータリアンは、VTTへの参加を通じて、文化交流や国際親善
だけでなく、訪問の後にも持続する影響を残すことができま
す。 

      （My ROTARY 職業奉仕の手引きから、抜粋）      

高潔性と倫理 



 毎年1月には、ウェブサイトの「ご入会」のリンクから入会への関心を寄せてくる人が大勢います。

寄せられた情報は、国際ロータリー職員が確認を行った後、適切な地区に入会候補者として紹介し

ます。その後、地区リーダーがこの入会候補者情報をMy ROTARYで確認し 、その人に合ったクラブ

を指定します。指定されたクラブは、直ちにこの人に連絡するか、もっとふさわしいと思われるほか

のクラブを指定するよう地区に情報を戻します。あなたのクラブは、指定された入会候補者への連

絡を行ったことがありますか。入会候補者情報が届いているかどうかを確認する方法は、入会候補

者情報プログラムを通じて入会の問い合わせをした人は、クラブからの連絡を待っています！ 

「会員増強詳細報告」は、クラブでの会員増強に役立つ情報、ベストプラクティス、リソースを紹介し

た、隔月発行のニュースレターです。 My ROTARYから、受信登録できます。 



       

  

 

    

世界で行動する人びとの体験談とストーリー 

 「ロータリーボイス」は、誰でもロータリーでの体験談や役立つ情報を紹介できる、ロータリーの
日本語版ブログサイトです。ロータリーは、若い世代のエンパワメント、人びとの健康支援、平和の
促進、地域社会への支援、ポリオの撲滅など幅広い活動を行っています。日本語で情報や体験談
をシェアできるサイトですので、ぜひ寄稿文をお寄せください。 

ロータリーでの体験談をご紹介ください！ 

 ロータリーの奉仕プロジェクトに参加した経験、ボランティア活動や奨学金を通じて得られた貴
重な体験など、あなたのロータリーのストーリーをお聞かせください。 

 ロータリアンやロータリーファミリーのメンバーは、ブログ寄稿、写真、動画をお寄せください。ま
た、ポリオ撲滅やそのほかのロータリーの重点分野（平和と紛争予防／紛争解決、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、経済と地域社会の発展）に詳しい方からの
寄稿も受けつけています。 

トピックの例 

• 活動・イベントの体験談 

• クラブ自慢／クラブ紹介 

• ポリオ撲滅活動（予防接種、募金活動など）、ポリオサバイバーやその家族の体験談 

• 奨学生、学友、平和フェロー、職業研修チームメンバーなどの体験談 

• ロータリーの6つの重点分野の活動 

• 活動に役立つ情報 

• 国際大会の思い出 

 

寄稿文の字数と送付先 

 寄稿文は1,000～2,000字程度を目安としてください。寄稿文と写真または動画は、
globalcommunications@rotary.orgまでお送りください。国際ロータリーでは、お寄せいただいた寄
稿文をすべて掲載できない場合があることをご了承ください。寄稿のガイドラインの「寄稿文執筆
のポイント」に沿っていただくことで掲載の可能性が高まります。 

https://rotaryblogja.files.wordpress.com/2018/04/blog-guidelines_ja.pdf 



 

  

■「End Polio Now」ニュースレター 

 ロータリーのポリオ撲滅活動に関するニュースレター。最新データや感動的なストーリーを紹介。 

■寄付増進＆補助金ニュース 

 ご寄付と補助金活動への参加を通じてロータリー財団を支援するための役立つ情報源。 

■会員増強詳細報告 

 会員基盤を発展させるための新しいアイデアや方策、リソースなどを紹介。 

■Peace In Action 

 ロータリー平和センターにかかわる人のためのニュースレター。 

■Reconnect（リコネクト） 

 ロータリーの学友（プログラム元参加者）のためのニュースレター。 

■ロータリー国際大会の最新情報 

 ロータリー国際大会に関するお知らせ、最新情報、各種締切日を掲載。 

■Rotary Leader（ロータリーリーダー）  

 クラブリーダーや地区リーダーに役立つ情報やニュースを紹介。 

■ロータリー奉仕の最新情報 

 効果的な奉仕プロジェクトの計画に役立つ情報を紹介。 

■Rotary Weekly 

 ロータリー全般の最新情報と世界各地の耳より情報を紹介。 

■Rotary Youth Exchange 

 青少年交換プログラムの最新情報と役立つリソースを紹介。 

■The Rotarian Newsletter 

 ザ・ロータリアン誌の今月号からハイライトを紹介。 

■Training Talk 

 研修に関するお知らせ、RI理事会の決定事項、研修のヒントなどを紹介。 

■職業奉仕の最新情報 

 職業奉仕に関するニュースと役立つリソースを紹介。 

■Young Leaders In Action 

 インターアクト、ローターアクト、RYLAなど、ロータリーの青少年プログラムに関する最新情報を紹介。 

My ROTARYから「ニュースレター」を受信登録しましょう！ 

My ROTARYから、関心のあるトピックの最新情報のニュースレターを受信登録することができます。 My ROTARYの
アカウントをお持ちの方は、どなたでも受信できます。受信希望する項目にチェックし、登録すれば、最新情報を
メールで届けてくれます。 https://my.rotary.org/ja/news-features/newsletters 



ロータリー グローバル リワード （会員特典プログラム） 

スマホでアプリをダウンロードしすると割引などの特典をご利用いただけるほ

か、購入代金の一部をロータリーの支援に充てることもできます 。 



国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)から感謝状 
 10月27日、28日に開催した「地区大会」での募金活動と寄付に対し、感謝状が贈られました。 

 
ＵＮＨＣＲは、国連難民高等弁務官事務所 

（The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees）
の略称で、1950年に設立された国連の難民支援機関です。 

 紛争や迫害により故郷を追われた難民・避難民を国際的に保護・支援し、
難民問題の解決に対して働きかけています。 スイス・ジュネーブに本部を
置き、約11,000人の職員が世界130か国で約7,144万人の支援に従事してい
ます。  



地区大会における「国連難民支援キャンペーン」の結果報告  



「意義ある奉仕賞」に多くの推薦を！ 

 

地区代表幹事 山本 進三 

 

推 薦 者 クラブ会長 

推薦期日 2019年5月31日 

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ます。 

     ＊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） 

 

推薦方法 My ROTARY、会員コーナー、各種賞・表彰、意義ある奉仕賞のオンライン 

      推薦フォーム（https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_55CFSyWTWCwhQln） 

          から地区ガバナーに推薦します。 

 また、活動中の写真(3枚)をガバナー事務所（kashihata@rid2640g.com）へ 

メールで送信します。 

 

お問合せ 第2640地区ガバナー事務所（TEL 073-426-2640） 担当：菅田 

 

 

 ※「意義ある奉仕賞」は、従来の「意義ある業績賞」から、名称が変わりました。 

「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組むプロジェク

トを実施したクラブを表彰する賞です。多くの推薦をお願いします。 

一つのクラブによって実施されたプロジェクトのみ、本賞の受賞対象となりま

す。各クラブ会長は、毎年一つのプロジェクトを地区ガバナーに推薦し、地区ガ

バナーが受理し、審査、決定します。当地区では、上限を３クラブとし、決定いた

します。 



国際大会（ ドイツ ・ ハンブルグ ） ツアーのご案内 

 

地区オンツー・ハンブルク委員長 脇坂 三蔵  

 

2019年6月1（土）～5日(水)にドイツのハンブルグで国際大会が開催されます。 

第2640地区では、ＪＴＢ企画の旅行日程で募集させて頂きます。 

申込みは、各クラブでお取り纏めの上、クラブ宛のご案内の参加申込書にて、お申込みく

ださい。 

募集締め切りは、２０１９年１月２５日（金）までとなります。 

主な内容 

【出発日】 2019年5月30日（木） 

【利用予定航空会社】 ルフトハンザドイツ航空 

【利用予定ホテル】 ミュンヘン ： ウェスティン･グランド･ミュンヘン 

          ハンブルク ： スカンディック･ハンブルク･エンポリオ 

基本旅行代金 

①4泊6日コース（2019年5月30日～6月4日） 

  ≪暫定基本旅行代金 ４９８，０００円（２０名以上の場合）≫ 

※旅行代金は諸条件により変更となる場合があります。 

【ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗｽ席追加想定代金390,000円(日本～ドイツ間)、お一人部屋追加代金120,000円】 

②5泊7日コース（2019年5月30日～6月5日） 

  ≪暫定基本旅行代金 ５３８，０００円（２０名以上の場合）≫ 

※ご旅行代金は諸条件により変更となる場合があります。 

【ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗｽ席追加想定代金390,000円(日本～ドイツ間)、お一人部屋追加代金150,000円】 

③6泊8日コース（2019年5月30日～6月6日） 

≪暫定基本旅行代金 ５７９，０００円（２０名以上の場合）≫ 

※ご旅行代金は諸条件により変更となる場合があります。 

【ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗｽ席追加想定代金390,000円(日本～ドイツ間)、お一人部屋追加代金190,000円】 

《お問合せ先》 株式会社ＪＴＢ和歌山支店 支店長 吉田（不在の際は増田まで） 

                                 ☎073-432-1261 

  国際大会の登録につきましては、参加者の各人がMy ROTARYよりオンラインでの登録

をお願いします。 http://www.riconvention.org/ja/hamburg 

  ご不明な点につきましては、オンツー・ハンブルグ委員会  

                         委員長 脇坂 （090-3265-0443） にお問い合わせ下さい。 



国際大会 地区ナイトのご案内  

 

地区オンツー・ハンブルク委員長 脇坂 三蔵 

 

『地区ナイト』 は、国際大会にご参加いただいた地区会員とそのご家族が親睦を深

めると同時に、会員皆様には１年間のご活躍に感謝し、また、新たに7月からガバナー

に就任される中野ガバナーエレクトの新しい船出をお祝いすることを目的として行い

ます。 

是非ロータリアンのご家族、友人の方々もお誘い合わせの上、多くの皆さまのご出

席を願っています。 

申込みは、クラブにご案内の申込書にご記入の上、ガバナー事務所までメールまた

はFAXをお願いします。なお、準備等の都合上1月25日(金)必着でお願いします。 

また、地区ナイトの登録料につきましては各所属クラブにご登録頂けますようお願

    日  時  ２０１９年6月2日（日） １９：００～ 

   参加費  ２０，０００円 

   場  所  WANDRAHM RESTAURANT 

   Am Kaiserkai 13, 20457 Hamburg-Hafencity 



地区活動報告 

クラブ雑誌・公共イメージ委員長会議  

 

 

 

地区雑誌・公共イメージ委員長 豊岡 敬  

 12月9日（日）ルミエール華月殿で、クラブ雑誌・公共イメージ委員長会議を開催しました。 

 グループに分かれて、「公共イメージ向上と会員増強」をテーマに討論いたしました。討論

内容の発表では、「それぞれのクラブや分区で、よいことを実践しているのですが、そのこと

を一般の人達に伝えていくことは難しい」という意見が多かったように思いました。 

 ロータリークラブは、100年以上の長い歴史の中で、世の中に貢献する奉仕を実践してきま

したが、ロータリーに対する認知度は、余り高いとは言えないようで

す。本年度のバリーラシンＲＩ会長は、一般の人達に開かれた 「ロータ

リーデー」 の開催を呼び掛けています。地元の人達に、ロータリークラ

ブが何を実践しているのかを知って頂き、奉仕の理念を共有して頂く

ことによって、新たな会員を増やしていくことを目指していきたいと

思っています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

 また、世界のロータリーがどんな奉仕を実践しているのかの情報をロータリアン同志が共

有していくことも重要です。インターネットで MY ROTARY のページを開いて、「ROTARY 

SHOWCASE」を覗いてみてください。世界中のロータリーが実践している奉仕活動を知ること

ができます。皆さんのクラブや分区が実施された奉仕活動を「ROTARY SHOWCASE」に投稿し

て下さい。奉仕活動の報告は、ガバナー月信でも取り上げていますので、こちらの方への投

稿も宜しくお願いします。  



地区活動報告 

ロータリー財団 補助金報告  

 

 

地区ロータリー財団委員長  初田 隆生 

皆さまがロータリー財団の年次基金へ寄付されたものは、その50％がDDFとして地区に

返ってきます。その半分までを地区補助金として、残りはグローバル補助金として使うこ

とになります。 

2018－2019年度の各クラブでの奉仕活動に役立てて頂ける財団地区補助金は、前年度

の2018年５月１日～６月30日まで申請の受付を行いました。その期間に、25クラブから23

の事業（２つの事業は２クラブ合同）について、申請がありました。7月21日、地区ロータリー

財団委員・地区国際奉仕委員長・地区社会奉仕委員長からなる地区補助金審査委員会に

より、各クラブからの申請内容を審査し、申請額の減額や事業実施に関して条件を付けさ

せて頂いたものもありましたが、申請案件の全てを承認し、その後、TRFからも承認され、

各クラブへ補助金の振込を行いました。 

申請がありましたクラブは以下の通りです。（申請順） 

貝塚コスモスRC、田辺RC、高師浜RC、和歌山中RC、岸和田東RC、堺東RC、有田RC、和歌山

城南RC、大阪金剛RC、和歌山東南RC、海南RC、田辺はまゆうRC、和歌山南RC、海南東RC・

海南西RC、堺清陵RC、堺北RC、橋本RC、岩出RC・粉河RC、河内長野RC、堺泉ヶ丘RC、関西国

際空港RC、和歌山RC、りんくう泉佐野RC 

 なお、原則、補助金受領後６カ月以内に、最終報告書を地区財団委員会に提出して頂く

ことになっています。 

グローバル補助金については、堺清陵RCと堺北RCより、タイ王国 RC. Nongkhaemと

RC. Roi-Etとの国際プロジェクトについての申請があり、２つの事業ともTRFより承認され

ました。 

グローバル奨学生については、昨年度 ３名の申し込みありましたが、本年度の募集期

間中（７月～11月末）に申請はありませんでした。 

 

2018－2019年度の「財団補助金申請ハンドブック」は、 

当地区ウェブサイトにアップしています。  

 

http://rid2640g.com/kashihata/download/d2640info/20181130d2640info1.pdf 

 

2019年３月21日（木・祝）に、「財団補助金管理セミナー」を開催します。各クラブからのご

出席をお願い致します。  



地区活動報告 

Winter RYLA 報告  

地区青少年・RYLA委員長 橋本 竜也  

 

 地区青少年・RYLA委員会は、12月16日(日)に大阪府の岸和田市立

浪切ホール(特別会議室)で、第1回 Winter RYLA を開催しました。 

 テーマは「今どきの若い者は･･･凄いぞ!! 解き放て、君のエネル

ギー!」と題し、地区内のインターアクト、ロータアクト、青少年交換学

生、米山記念奨学生、米山学友会、ローテックス、ロータリアンとロー

タリーファミリー、合計 176名（RYLAセミナー生 91名、ロータリアン 

45名、ダンススクールの講師・生徒・保護者 40名)が集まりました。 

 当日は、午後１時スタート。樫畑ガバナーの開会点鐘で開会式。スピーチや紹介が行

われ、立食パーティーで懇親と腹ごしらえ。この後、 MOVIN’ HIGH STUDIO とレッスン生徒

様によるダンスパフォーマンス、トークとワンポイントレッスン。そして、レッツダンス！、ダ

ンスコンテストと表彰やプレゼント交換など、身体を動かす多彩なプログラムで、寒さを

吹き飛ばし、思いっきり楽しみました。 



クラブ活動報告 

「あいとく子ども食堂お米贈呈式」&お食事会  

和歌山アゼリアロータリークラブ 

 和歌山アゼリアロータリークラブ(会長 黒田 忠嗣)は、11月8日（木） 愛徳医療福祉セン

ター移動例会(第890回例会)で、社会福祉法人愛徳園が、地域貢献の一環として支援して

ている「子ども食堂」へ、昨年6月から農業体験で田植えをし、稲を刈って、収穫したお米を

寄贈しました。同時に、いつも調理いていただいているボランティアの方々のご協力のも

と、子ども達と一緒に食事会を開きました。 

 メニューは、二種類のおにぎり、お好み焼き、わかめのお吸い物、柿のヨーグルト和え。 

愛情たっぷりの献立で、とても美味しくいただきました。また、子ども達から、手作りのキー

ホルダーと手作りのフォトフレームに写真を入れたプレゼントをいただきました。食事の後

はお菓子を食べたり、当たりもので楽しいひと時を過ごしました。  

鳴神子ども食堂を支援 

 さらに、2018年12月12日には、 ＮＰＯ法人

健康とコミュニティを支援するなるコミ

「鳴神子ども食堂」のボランティアスタッフ

のユニフォーム、女性 エプロンと三角巾20

セット、男性 ジャンパーとエプロン15セット

を寄贈しました。  



クラブ活動報告 

和歌山アゼリアＲＣ・和歌山北ＲＣ合同夜間例会 

 

 和歌山アゼリアロータリークラブ(会長 黒田 忠嗣)と和歌山北ロータリークラブ

(会長 有田 佳秀)は、 11月12日（月） に、両クラブ初の合同夜間例会を開きました。 

 両クラブは、お互いの例会日が毎週、月曜日と同じ曜日であるため、メーキャップも

含め、交流する機会が少なく、 和歌山アゼリアＲＣの呼びかけで、今回、初めて合同例

会を開催することになりました。例会では、相互の親睦と交流を深め、特に、懇親会の

アトラクションでは、アゼリアバンドの演奏をはじめ、両クラブメンバーの有志が自慢の

歌を披露しました。 終始、和やかな雰囲気で、とても楽しい合同例会となりました。 

 和歌山北ＲＣ 有田会長                                     和歌山アゼリアＲＣ 黒田会長 



クラブ活動報告 

久米田池 清掃奉仕活動 

           岸和田ロータリークラブ 

岸和田ロータリークラブ（会長 宇野 芳孝）は、11月11日（日）に岸和田市にある久米

田池の周辺清掃奉仕活動を実施致しました。 

本事業はボーイスカウト岸和田第5団が世話役になり、岸和田市の各種団体が共催

して、毎年実施しています。久米田池は、2010年にため池百選、2015年には世界灌漑施

設遺産に選ばれており、四季を通じて野鳥が飛びかう久米田池をいつまでも美しい環

境に保つ為、周遊コースや池の中も清掃を行います。 

当日は、岸和田ＲＣの他、岸和田東ＲＣ、岸和田南ＲＣ、岸和田ローターアクトクラブも

参加しました。久米田池の清掃奉仕活動は、次回、2月にも実施予定です。 



クラブ活動報告 

「米山奨学生フォンさん 結婚おめでとう」  

  ～ 例会でサプライズの結婚お祝い ～            堺北ロータリークラブ 

この度、今年度 米山奨学生のフォンさんがめでたく結婚されました。 

 お相手は、日本語教室で出会ったスマートな好青年で、結婚式は11月17日にお二人の母国
ベトナムに帰って執りおこなったそうです。 

 せっかく堺北ロータリークラブとの縁があったフォンさんですから、何か彼女（彼）が驚く
ような事をしてみてはどうか！と、カウンセラーの発案にて、フォンさんの卓話の日にサプラ
イズのお祝いをすることにしました。ちょうどご主人も来日していたので、紹介を兼ねてご夫
婦揃って出席を、また彼女には民族衣装の『アオザイ』を着て出席するように依頼しました。 

 準備万端、早速くす玉（手作り）・横断幕・メッセージボード・クラッカーなどを用意し、
今週の歌を『花嫁』に差し替え、当日の例会ではサプライズの成功を目指し、それぞれ担当の
メンバーがスタンバイ、会長の点鐘を皮切りに『おめでとう作戦』がはじまりました。 

 くす玉をわると同時にクラッカーの鳴り響く音、二人の驚き喜びの表情がとっても微笑まし
くもありました。ベトナムではくす玉というものが無いのか『結婚玉』と言っていたのが印象
的でした。 

 全員で『花嫁』を歌い、お祝い金贈呈と素人の演出でしたが、何とかその場が盛り上がり、
例会終了後に全員で記念撮影をして一連のサプライズを終えました。メデタシ！メデタシ！ 

トアンさん、フォンさん、末永くお幸せに！  

【寄 稿】 



地区では、登録率 ５０％UP を目標にしています。皆さんのご協力をお願いします。 







  

「ロータリー文庫」は、日本ロータリー50周年記念事業の一つとして、1970年に創立された皆様の資
料室です。ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約２万４千点を収集・整備し、皆様のご
利用に備えております。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶版
資料についてはコピーサービスも承ります。 

また、一部資料はホームページでPDFもご利用いただけます。クラブ事務所にはロータリー文庫の
「資料目録」を備えてありますので、  ご活用願います。 以下資料のご紹介を致します。 

ロータリー文庫 
〒105－0011東京都港区芝公園2-6-15黒龍芝公園ビル3階 

TEL（03)3433-6456・FAX（03)3459-7506  http://www.rotary-bunko.gr.jp 

開館＝午前10時～午後5時  休館＝土・日・祝祭日 

ホームページから検索 http://www.rotary-bunko.gr.jp 

ロータリー文庫通信374号 2018年12月 古典文献の翻訳書より 

今世紀に入り、国際ロータリーは大きく変質しました。2001年から2016年の規定審議会での
制定案が採択されることにより、組織規定上のロータリーのあり様が変わりました。同時に
目には見えないロータリーの本質的な基本的価値の多様化が進みました。現在から未来
へ続くロータリーを考えるには過去を正しく理解しなくてはなりません。その意味で、今回
はロータリーの古典文献の著名な翻訳書をいくつかご紹介いたしました。  



ロータリーへようこそ！ 

 より良い世界をめざして活動する120万人の会員から成るロータリーへようこそ。ロータリーの

強さは、会員にあります。会員一人ひとりがクラブにもたらすスキル、経験、熱意が、それぞれの地

域に、そして世界に変化をもたらします。会員が一体となれば、子どもたちを苦しめるポリオを世界

からなくし、平和の担い手を育て、疾病、飢餓、識字、貧困といった問題も少しずつ解決できると私

たちは信じています。交流を通じてアイデアを広げ、関心や社会奉仕への熱意を同じくする人たち

と生涯にわたる友情を築く。それが、ロータリーのコミュニティです。クラブ、地区、国際ロータリー

のリソースを最大限に活用し、積極的に参加してください。        【My ROTARY から、抜粋】 

ロータリークラブの魅力は、職業やビジネ
スで活躍する会員と出会い、いっしょに
リーダーシップを発揮しながら、地元のた
めに活動できることです。 

例会で情報を学んだり、アイデアを持ち
寄って奉仕プロジェクトを計画したり、楽
しく活動する中で生涯にわたる友情が育
まれるでしょう。 

さまざまな方法でクラブに積極的に参加
してみましょう。 

ロータリークラブへの入会は、職業人や
市民リーダーの世界的ネットワークの一
員となること。ロータリーの会員は、クラ
ブの枠を超えて海外の会員と交流した
り、リソースを寄せあって国際奉仕活動も
行っています。 

積極的に活動すれば、クラブと地域に貢
献できるだけでなく、自分自身にも変化
があるはずです。同じ目的意識をもつ仲
間と交流し、人と人との結びつきを育み
ながら、何ものにも代えがたい経験が得
られるでしょう。ロータリーでは、さまざま
な方法で参加すればするほど、チャンス
が無限に広がります。 





2018-2019年度 国際ロータリー第2640地区 オフィシャルホームページ 

http://rid2640g.com/kashihata/ 
2018-2019年度 国際ロータリー第2640地区 facebookページ 

https://www.facebook.com/kashihata.rid2640/ 

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

協力をお願いします。 

※ロータリー文庫通信は、２ヶ月に１回の発行と

なりました。次回掲載は、3月号になります。 


