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RI会長 11月メッセージ 



ガバナー 11月メッセージ       

 ロータリー財団月間によせて  

  

 

 

 

 

 

 

 

          国際ロータリー 第2640地区 

             ガバナー 樫畑 直尚 

 

昨年、ガバナーノミニーとして、アトランタ（米

国ジョージア州）で開かれた2017年ロータリー国

際大会に参加しました。この大会は「ロータリー

財団の誕生100周年を祝う」ための記念大会とし

て位置付けられ、ロータリー財団100歳の誕生

パーティーが目玉企画となりました。私も参加を

したのですが、バースデーケーキとアイスクリー

ムでお祝いとは、甘いもの好きなアメリカ人好み

の企画に違いないと思わず笑みを漏らしてしま

いました。 

 

「私たちは、自分のためだけに生きるべきでは

ありません。誰かのために“よいこと”をする喜び

のために生きるべきです」（ロータリー財団創設

者 アーチ・クランフ） 

 

アーチ・クランフが財団を創立して100年間が

過ぎましたが、この間、合言葉は一貫して「Doing 

Good in the World」、すなわち「世界でよいこ

と」であり続けました。 

その対象先は、変遷と収斂を経て、現在、きれい

な水と衛生設備の提供、疾病の予防と治療、平

和と紛争解決、基本的教育の推進、経済と地域

社会の発展、そしてポリオ撲滅となりましたが、

ロータリー財団は、過去から現在に至るまで、常

に、そのいずれの分野においても重要な役割を

果たしてきたことは、私たちの良く知るところで

す。 

 そして、これらの功績によって、ロータリー財

団はＣＮＢＣ（米大手ニュース放送局）によって

「2016年に世界を変えた慈善団体トップ10」の

第３位に選ばれるなど、その活動は広く世間に

認められる存在にまで成長を遂げました。 

 世界と結ぶ、120万人のネットワークの凄まじい

力を再認識するとともに、その方向性が的確で

あったことに驚きます。 

しかし、一方では、もったいないことに、積み重ね

てきた立派な功績も、ロータリーそのものの公共

イメージの向上には、上手く結びついていない

ように思います。それは、私たちが住む地域にお

いて積極的に「世界でよいこと」をアピールして

こなかったのも一因だと思われます。ご寄付を

頂くことも大変重要ですが、使う事によって、そ

の存在価値に有難味が生まれてくるのも事実で

す。地域にとって重要な発言力を持ち、実行力を

持つ、各クラブの皆さま方に、是非、財団資金を

利用して「世界でよいこと」をして頂きたいと思

います。 

そして、そのことを地域において発信して下さ

い。「私たちがあれをやり遂げた！」と、その意義

や意味を、地域に発信して下さい。 

それが、クラブの拡大や、会員増強につながりま

す。より強力なネットワーク作りになります。この

ような良いサイクルを生み出すために、そして、

よりインパクトのあるインスピレーションとなるよ

うに、是非、財団の利用を考えて下さい。 

また100年後に、私たちの子や孫が、再びあの

「甘い想いで」に浸れるように、持続可能な機関

であるロータリー財団を育てて行きましょう。 

 



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

9月29日(土) 

RI第2640地区「米山学友総会」。学友という

我が国と出身国、両国の人的資産である留

学生の総会。浅岡善彦ガバナー補佐がガバ

ナー代行を務めました。ご苦労様でした。 

10月2日(火) 

RI第2640地区「和歌山市内会長幹事会」で

「和歌山県知事表敬訪問」。労いのお言葉を

頂きました。 

10月9日(火) 

RI第2640地区「和歌山市内会長幹事会」で

「和歌山市長表敬訪問」。和やかな歓談の時

間になりました。  

10月10日(水) 

RI第2640地区「2018-19年度地区大会 記念

ゴルフ大会」。朝焼けの美しい頃に家を出

て、会場の大阪ゴルフクラブに向かいます。

皆様、プレーを楽しんで下さいね！  



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

10月10日(水)。RI第2640地区「2018-19年度

地区大会 記念ゴルフ大会」。参加賞は、刺繍

入り泉州タオルのセット。Rotary Clubの刺繍

が眩しい。 

10月13日(土) 

岐阜市にてRI第2630地区大会「RI会長歓迎

会晩餐会」に参加。木村静之ガバナーご夫

妻の晴れ舞台！同期生の仲間と共に参加さ

せて頂きました。何とここで津市の三藤治

喜さんと再会。次年度地区代表幹事との事。

10月14日(日) 

RI第2630地区大会。講師として参加されて

いる、2710地区パストガバナーの西村栄時さ

んとお会いしました。何と親友のお父様であ

る2640地区パストガバナー、故前田孝道さ

んと同期。懐かしいお話しをお聞かせ頂き、

感激の「Rotary Moment」となりました。  

10月20日(土) 

国際ロータリー第2690地区大会「RI会長代

理歓迎晩餐会」。素晴らしく出来上がってい

る地区大会。よほど練りに練っているか、完

全にマニュアル化されているかのどちらか。

いずれにせよ脱帽です。  

 



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

10月21日(日) 国際ロータリー第2690地区

大会「本会議」。岡山フィルハーモニック管弦

楽団の演奏で始まり、数々のスピーチが続き

ます。この本会議の直前まで指導者育成セ

ミナーがありましたので、丸々１日の会議で

す。地区が違えば運営もそれぞれ。でも学

ぶことは一杯あります！  

  

10月26日(金) 明日から、いよいよ国際

ロータリー第2640地区大会が開催されま

す。ホストクラブ和歌山RCの姉妹クラブの皆

さんが、台湾から和歌山入り。今夜は大歓迎

会です。Rotary club of Panchiaoの 阮良雄

(Wireless)会長と第３４９０地区の劉祥呈パス

トガバナーとともに記念写真。木綿紀文会長

と阮良雄会長の素晴らしいスピーチに聞き

惚れてしまいました。  

 

10月27日(土) RI第2640地区、地区大会。

立野純三RI会長代理の歓迎晩餐会。二日間、

何卒宜しくお願い致します。  

10月27日(土) RI会長代理歓迎晩餐会にお

出ししたスペシャルビール。国産生ポップを

使ったペールエールタイプ。本人もびっくり

の大好評‼�吉田さん、ご指導有り難うござ

いました。  



ガバナー 公式訪問レポート 

10月3日(水)。公式訪問その58。「和歌山西

ロータリークラブ」。石塚会長、安井幹事を始

め、若い会員がクラブを牽引。強力な増強策

で、現在の会員数12人、本日の出席者6人。

今後の展開に期待。特に例会場が大学前に

ある立地を生かしたい。  

10月4日(木)。公式訪問その59。「岩出ロータ

リークラブ」。中村会長、藤岡幹事を始め、中

堅層が活発に役割を果たす。和歌山つくし医

療・福祉センターへの支援や、「みんなで歌

おう第九合唱」は特筆すべき事業。長期交換

留学生マンディさんも出席。  

10月4日(木)。公式訪問その60。「海南西ロー

タリークラブ」。神出会長、高田幹事を始め、

地域のトップリーダーが集うクラブ。ふれあ

い登山など社会貢献にも取り組んで来た

が、高齢化で転換期。しかし、きちんと新規社

会奉仕事業は軌道に載せる。  

10月5日(金)。公式訪問その61。「美原ロー

タリークラブ」。脇田会長、泉並幹事の絶妙

なリードによって、ベテランとフレッシュなメ

ンバーの利点が生かされたクラブが出来

上がっている。少年野球への協賛等、地域

の貢献にも熱心に取り組む。今例会は家族

例会で、ご家族にもアドレスをお聞き頂きま

した。  

Facebook（h ps://www.facebook.com/kashihata.rid2640/ ) 



ガバナー 公式訪問レポート 

10月11日(木)。公式訪問その62。「有田ロー

タリークラブ」。上野山会長、嶋田幹事始め、

伝統的かつ新鮮さも併せ持つ理想的なク

ラブ作りに取り組む。特にロータリー情報は

地区内唯一無二のレベル。成川PDGや上野

山地区研修委員に労いの言葉を頂き感激。

男性陣全員お揃いのネクタイ姿に恐縮。  

10月11日(木)。公式訪問その63。「大阪金剛

ロータリークラブ」。伊原会長、酒谷幹事、平

井副会長を中心に、2003年の創立ながら、

極めて正統かつ品格ある運営が展開され

る。現在でも全会員の約半数がチャーター

会員。珍しくスポンサークラブのないクラ

ブ。  

10月13日(土)。公式訪問その64。「Rotary E

-Club Sunrise of Japan」。西井会長代行、

平賀幹事を中心に先進的なE-Club運営に

取り組む。いつもはwebだが、今日はリアル

例会。何もかもがチャレンジ、頑張って下さ

い。今日は、有り難うございました。  

10月17日(水)。公式訪問その65。「ワールド

大阪ロータリーEクラブ 」。原田会長、門田

幹事を中心に、E-Clubのフロンティアとして

の自覚と責任において、誰もが素晴らしい

と思える理想のクラブ作りに取り組む。目

指せ、ElegantとExcellentのE。   

Facebook（h ps://www.facebook.com/kashihata.rid2640/ ) 



ガバナー 公式訪問レポート 

10月18日(木)。公式訪問その66。「和泉南

ロータリークラブ」。道川会長、嘉手納幹事

始め、入会年度の若い会員執行部とベテラ

ンがバランス良くクラブを牽引する。海外ク

ラブとの交流を積極的に進める。クラブを

楽しくをモットーに工夫を凝らした移動例会

が特色。チャーターの5人が良きご意見番。  

10月25日(木)。公式訪問その67。「富田林南

ロータリークラブ」。土井会長、越井幹事始

め、立派で模範的なロータリーアンが集う。

小学校の校門で行う「挨拶運動」は素晴らし

い社会奉仕事業。チャーターの4人が、クラ

ブ合併を決めた今も見守る。  

10月30日(火)。公式訪問その68。「高石ロー

タリークラブ」。中井会長、古川幹事始め、伝

統的かつ進取の気性に富むロータリーアン

が集う。市内の小学校への「図書寄贈」やタ

イのダムロン高校との交流は素晴らしい事

業。創立50年でチャーターの3人がご健在。 

Facebook（h ps://www.facebook.com/kashihata.rid2640/ ) 

ガバナー公式訪問 11月の予定  

 11月6日(火) 和歌山ロータリークラブ 場所：ダイワロイネットホテル4Ｆ 



       

 ロータリー財団月間に因んで 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ロータリー財団委員会 
            委員長  初田 隆生  

 

1917年にアーチ・クランフ氏の提言と、

26ドル50セントという小さな寄付でスター

トしたロータリー財団は、昨年2017年に

100周年を迎えました。 

今年もロータリー財団は、慈善団体の格付

けを行う独立機関『チャリティ・ナビゲー

ター』から10年連続で、４つ星の最高評価を

受けました。チャリティ・ナビゲーターのコ

メントによりますと 

「当機関が格付けを行っている慈善団体のう

ち、10年連続で４つ星の最高評価を受けて

いる団体は、わずか１％で、この評価によ

り、ロータリー財団が米国内の他の慈善団

体より優れ、信頼性の高い団体であること

が実証されています。」ということです。 

皆さん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。グローバル補助金として使

う場合は、DDFの残りの半分であるWFから

同額が補助されますから、考えてみますと、

寄付されたものの75％が地区に返ってくるこ

とになります。そしてそれに、恒久基金寄付

の運用益がさらにプラスされます。 

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、RI財団から

も承認され、各クラブへの補助金の振込を行

いました。 

2016 － 2017 年 度 は 15 ク ラ ブ、

2017－2018年度は17クラブからの申請でした

ので、年々、申請数は増加してきています。 

現時点当地区では、各クラブへの地区補助金

は、各クラブの３年前の年次基金寄付の金額の

25％を一応の目安として地区補助金の額を算

出し、それに1人当たりの寄付額を考慮するこ

とにさせて頂いています。 

グローバル補助金については、昨年度にグ

ローバル奨学生の申し込みが３名あり、地区で

の承認後、最終的に３名ともRI財団から承認さ

れました。また２つの事業についてグローバル

補助金の申請がありました。 

西日本豪雨や近畿を襲った大きな台風、そし

て北海道やインドネシアで起こった地震など、

このところ災害が多発しているように感じま

す。地区補助金やグローバル補助金は、被災地

の支援にも使用することができます。 

地区ロータリー財団委員会としましては、

2013年に変革したロータリー財団のプログラ

ムや補助金の制度について説明させて頂き、皆

様からのご寄付を各クラブの奉仕活動に有効に

ご活用頂けるように、そのお手伝いが出来れば

と考えていますので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

        参考サイト 

 

 

    

h p://www.japanese.emgabrasil.com.br/



「公益財団法人 米山梅吉記念館」は、日本

ロータリーの父と仰がれている米山梅吉氏の

自宅のあった静岡県駿東郡長泉町にあり、(公

財)ロータリー米山記念奨学会とは別組織であ

ります。日本全国のロータリアンと第2620 

地区（静岡・山梨）による寄付金によって運

営されておりますが、その半額が流動的寄付

金であり、安定した事業資金の確保が喫緊の

課題です。 

私は1999年ガバナーに就任した際とその

後も2回訪問しています。2017年度から理事

に選出されました。当2640地区の前任理事

は大澤PDGでした。 

＜公益財団法人 米山梅吉記念館＞ 

「公益財団法人 米山梅吉記念館」は昭和44

年(1969)３月26日、財団法人として設立さ

れ、平成10年(1998)新館竣工され（現 記念

館）、平成23年(2011) 公益財団法人に改組

されました。日本最初の東京ロータリークラ

ブ創設者 米山梅吉を記念するとともに、日本

のロータリー文献を備え、かつ生涯身をもっ

ての奉仕活動、社会貢献した遺徳を偲び、そ

の偉業を顕彰し、根幹にあるロータリー精神

の普及を図ることを目的としています。 

来館者は、年間約5,000余名で、170余ク 

ラブが来館しています。全国各地区から米山

奨学生・奨学委員会の受入・研修および全国

からのクラブ移動例会、個人的ご来館等です。 

事業活動資金は、年間支出およそ1,500万円

（減価償却費除く）。 

事業活動収入（全て寄付金・主なるもの） 

・固定的寄附 700余万円（全支出の47.％） 

2620地区450万円（記念館所在地区）、米

山奨学会200万円（奨学生研修費補助）、東京

ＲＣ10万円（100円募金）、2780・2590 

地区50万円（神奈川・人頭）等 

・流動的寄附 650余万円（全支出の43％） 

個人的には、全国一人100円募金200万

円、賛 助 会 員 会 費（１ 口 3,000 円）200 万

円、移動例会・来館者等スマイル等160万円、 

2620地区内クラブの周年事業等 特別寄附 

90万円等。 

以 前 の 寄 付 は、2620 地 区（会 員 負 担 ：
1,000円）が中心となり、2580地区（東京・
沖縄）と2590地区（神奈川東部）・2780地
区（神奈川西部）（会員負担：200円）、そし
て全国の協賛クラブ（会員負担：100円）で行
われていました（2640地区のクラブも支援し
ています）が、現在は、2620地区（約3,000
名の会員）からは定額で毎年450万円を頂くよ
うに変更されています。  

公益財団法人 米山梅吉記念館 

 皆様「米山梅吉記念館」をご存知ですか？ 

 既に訪問された方もおられると思います。今回は「米山梅吉記念館」をご紹介します。「米

山梅吉記念館」の所在地は、静岡県駿東郡(すんとうぐん)長泉町です。 

米山梅吉記念館  
             理事  成川 守彦（PDG） 



理事は、2620地区から7名、東京RC：1

名、米山記念奨学会：2名、2580地区（東

京・沖 縄）、2590 地 区（神 奈 川 東 部）、

2640地区（大阪南部・和歌山）、2650地

区（京都・奈良・滋賀・福井）、2680地区

（兵庫）、2700地区（福岡・長崎・佐賀）、

2710地区（広島･山口）、2760地区（愛知）

2780地区（神奈川西部）からはそれぞれ1名、

長泉町長の計20名です。 

監事3名は 2620地区から、評議員は20名

で、14名は2620地区から、2590地区（神奈川

東 部）、2640 地 区（大 阪 南 部・和 歌 山）、

2750 地 区（東 京・北 マ リ ア ナ・グ ア ム）、

2830地区（青森）からそれぞれ1名と沼津市教

育長、長泉町教育長。相談役は渡邉 脩助氏

（2620）、事務局長 水谷隆 一氏（2620）、

事務局次長 細澤哲哉氏（2620）。 

例祭は、春季（4月）・秋季（9月）年2回

開催され、全国から120～150名が集いま

す。講演や全国から集う会員の交流、情報交

換など有意義な例祭です。皆様も、是非ご参

加いただきたいと思います。（登録料無料） 

米山梅吉記念館は、平成31年 (2019)に記

念館設立50周年を迎えます。今回「創立50

周年記念実行委員会」が設立されました。 

＜米山梅吉 そのロータリーとのかかわり＞ 

 日本に初めてロータリークラブが生まれた

のは、最初のシカゴクラブの誕生から15年

たった大正９年(1920)10月20日のことで

す。東京ロータリークラブで、その登録番号

は、翌年４月１日の登録であるが、なんと

855番でありました。 

 この時期、日本にロータリークラブが生ま

れるについて、米山梅吉と三井物産の福島喜

三次との米国ダラスでの数奇な出会いがきっ

かけでありました。米山と福島のダラスでの

出会いは、日本のロータリーにとって極めて

重要なことでありました。 

 米山は、大正６年(1917)9月13日、男爵

目賀田種太郎を委員長とする政府特派財政経

済委員に任命され、翌月の10月15日東洋汽

船コレヤ丸で横浜港を出航し米国に向かいま

した。米山は当時49才で三井銀行の常務取締

役でした。米山が福島に会ったのは、この使

節一行の日程の中での、大正７年(1918)元旦

のことであります。 

ところで、福島は、佐賀県有田の出身で、長

崎商業学校から東京高等商業学校（現一橋大

学）を明治37年(1904)に卒業し、三井物産に

入り、初めは、門司支店に勤務しました。翌

38年５月ニューヨークに転勤し、オクラホ

マ、そしてヒューストン、さらにダラスで勤務

しました。福島は大正６年（1917）の秋に、ダ

ラス・ロータリークラブの会員となりました。 

米山が大正７年(1918)の正月を福島の家で

過ごしたとき、ロータリーの話が出たかもしれ

ません。 

福島は、大正９年(1920)１月帰国しまし

た。帰国に際し、ダラスクラブの会員から、日

本にもロータリークラブを作るように勧められ

ました。そして、大正９年2月28日付で、シカ

ゴのロータリークラブ国際連合会から東京に

ロータリークラブを作るべく、特別代表を委嘱

されました。福島は、米山にその実質的な権限

を託しました。  

米山は、大正９年８月、自らが選定したであ

ろう18名を集めて、ロータ

リー創設の説明をし、さらに

９月１日には設立準備委員会

を開き、10月20日、東京銀

行集会所で創立総会を開きま

した。このとき出席したのは

24名中14名でした。ここ

で、米山は、東京ロータリー

クラブ初代会長に選任され、

福島は幹事となり、ここに日

本におけるロータリークラブ第１号、東京ロー

タリークラブが誕生したのです。 

米山は、メンバーを選ぶについて、高い基準

を設けました。いわば国家的な人物、国際的な

視野を有する人物というのが選考の基準であり

ました。このような考え方は、大阪ロータリー

クラブにも、そして、その後のロータリークラ

ブへと受け継がれました。国際的な視野という

ことからすれば、英語ができることが前提であ

りました。   



末尾になりますが、公益財団法人米山梅吉記

念館定款の第２章 目的及び事業には、次のよ

うに記載されています。  

（目 的）  

第３条 この法人は、日本ロータリーの創設者

である米山梅吉を記念するとともに、社会奉

仕、国際親善に人生を捧げた米山梅吉の思想を

普及し、もってより良い社会の形成の推進、健

全な地域社会の発展、青少年の健全な育成及び

国際相互理解の促進に寄与する事業を行うこと

を目的とする。  

皆様も、是非、米山梅吉記念館を訪れて米山

翁の精神、足跡に触れ、様々な事象の顕彰を通

し、これからのロータリー活動の一助にされた

らいかがでしょう。 

引用文献： 
「公益財団法人 米山梅吉記念館」HP  
http://yoneyama-umekichi.jp/index.html 
 

 

公益財団法人 米山梅吉記念館 理事会報告  

9月理事会 

 日時 平成30年9月15日（土）  

     午後0時50分～午後1時20分 

 場所 静岡県駿東郡長泉町上土狩346番地1 

   公益財団法人 米山梅吉記念館 
 議事 議長 ： 理事長 積 惟貞 氏 
    第1号議案 理事選考委員会設置の件 

    第2号議案 臨時理事会の開催 

                   （10月8日） 

         臨時評議員会の開催 

                   （10月8日） 

    第3号議案 行事予定 

       第4号議案 「シェルドン顕彰碑」の「米山 

                   梅吉記念館」へ移設の件 

 10月理事会 

     日時 平成30年10月8日（月） 

   午後3時～午後3時30分 

場所 静岡県駿東郡長泉町上土狩346番地1 

   公益財団法人 米山梅吉記念館 

議事 議長 ： 理事長 積 惟貞 氏 

     第1号議案 監事辞任による後任監事 

                   選定の件 

     第2号議案 理事定数変更による候補 

                   者選定の件 

 

    



米山梅吉記念館「秋季例祭報告」  

去る9月15日（土）「公益財団法人 米山梅吉記念館 秋季例祭」が開催されました。 

 

プログラム 
 日  時   ２０１８年９月１５日(土) 

 例祭受付   １３:００～ 

 墓    参   １３:００～１３：５０ 

 場  所   公益財団法人  米山梅吉記念館 

                                                                      (敬称略) 

  式 次 第   司会 地区米山梅吉記念館委員会   委員    渡邉 富夫 

  開会の辞   14:00 公益財団法人米山梅吉記念館  副理事長 加藤 丈夫 

  主催者挨拶  公益財団法人米山梅吉記念館       理事長  積  惟貞 

  来賓挨拶   ＲＩ第２６２０地区ガバナー                  星野 喜忠 

  来賓挨拶     東京ロータリークラブ               会長     山本 泰人 

  講師紹介   地区米山梅吉記念館委員会         委員長   外川 正知恵 

  記念講演    14:30 演題 「 伊豆と世界史 ～維新から150年～、米騒動から100年～」 

                     講師  櫻井 祥行 氏  静岡県立韮山高校 校長（写真） 

               16:00 アトラクション  アンサンブルＦＥＰ(フェップ) 

                                 フルート・二胡・ピアノ・歌 
  閉会の辞     16:50 公益財団法人米山梅吉記念館  副理事長 井上  雅雄 

  休   憩 

  懇 親 会   司会 地区米山梅吉記念館委員会   副委員長  矢岸 貞夫 

  乾    杯     17:00 

 

 

http://yoneyama-umekichi.jp/index.html 



和歌山県内信号機自動起動式発電機設置の義捐金お願い  

第1､２､３､４分区 ロータリークラブの皆様へ  

2018年（平成30年）９月の相次ぐ大型台風の襲来によって、和歌山県内各地では多くの被害を

受けました。特に台風21号では、記録的な強風により停電した地域が多く発生し、各住居や店舗の

みならず信号機の消灯によって県内の交通までも危険な状態に陥ってしまいました。 

このような状況を受け、和歌山県では以前から、設置を進めていた停電時の信号機の自動起動

式発電機（1機 約250万円）の設置を早め危機管理に対応していく必要があると判断し、ロータ

リークラブ他、各奉仕団体に資金協力を求める旨のお願い（依頼文別掲）が参りました。 

当地区と致しましては県内の各クラブ皆様のご理解と御協力のもと地区内への義捐金を募り、

信号機の自動起動式発電機の設置資金として、取りまとめの上、和歌山県庁へお届けしたいと存

じます。 

 詳しくは、各クラブに通知いたしており、2018年12月28日まで受付けています。 

つきましては、趣旨をご理解いただき、和歌山県内各クラブにおきましては、何卒、ご協力と御支

援を心よりお願い申し上げます。  

依 頼 文 
御坊市役所北交差点の装置 



2018-2019年度 国際ロータリー第2640地区  

地区大会記念ゴルフ 

2018年10月10日（水）大阪ゴルフクラブ 

優 勝 田中 正章 （富田林RC） 

準優勝 寺本 忠司 （橋本RC） 

成績表（10位まで） 



2018-2019年度 国際ロータリー第2640地区 地区大会 





2018-2019年度 国際ロータリー第2640地区 地区大会 

 





大 会 決 議 



表  彰 





米山功労者 

 

米山功労者 



地区大会で行いましたインドネシアの被災地募金と、ポリオの募金について、多く

の皆さんから、ご寄付を頂きました。ご報告いたします。 

      インドネシア 地震・津波災害募金    ￥73,460 

      ロータリー財団委員会 ポリオの募金 ￥141,000 

ご協力、ご寄付、有難うございました 



RIニュース 

2020－21年度 国際ロータリー会長に スシル グプタ 氏が選ばれる 

 

 国際ロータリー会長指名委員会は、インドのデリーミッドウェスト 

ロータリークラブ所属のスシル グプタ氏を、2020－21年度ＲＩ会

長に選出。10月1日までに対抗候補者が出なかったため、会長ノ

ミニーとして宣言されました。 

 

 

 ロータリーの人道奉仕のインパクトを高め、会員基盤の多様化を進めることがグプタ氏

の願いです。「個人でできることには限界があります。しかし120万人ものロータリアンが

一致団結すれば、不可能なことなどなく、世界を本当に変えることができるのです」とグ

プタ氏は声明の中で述べています。 

 

 グプタ氏は、Asian Hotels （West） 社の会長兼代表取締役社長であり、ハイアット・リー

ジェンシー・ムンバイおよびＪＷマリオット・エアロシティ・ニューデリーのオーナーです。イン

ドのホテル・レストラン協会連盟（Federation of Hotel and Restaurant Associations of 

India）の元会長、インド観光金融公社（Board of Tourism Finance Corporation of India）

の元理事であり、現在はインドの観光振興を目的とする観光業界とインド政府の官民パー

トナーシップ団体・Experience India Societyの会長、Himalayan Environment Trust の副

会長、Operation Eyesight Universal（インド）の理事を務めています。 

 

1977年にロータリークラブ入会。以来、地区ガバナー、研修リーダー、リソースグループ顧

問、数々のＲＩ委員会の委員長、副委員長、委員を歴任しました。 

 

 水保全への貢献によりジャイプールのＩＩＳ大学から名誉理学博士号を授与されたほか、

観光と社会福祉事業における功績が認められ、インド大統領から、社会市民に贈られる賞

としてはインドで4番目に高いPadma Shri賞を受賞しています。 

 

 ロータリー財団では、人道的・教育的プログラムへの支援が評価されて特別功労賞を

受賞。ヴァニタ夫人とともに、ロータリー財団のメジャードナーおよびアーチ・クランフ・ソ

サエティのメンバーとなっています。 



地区委員会活動報告 

 

  

関四地区情報交換会及び交流会 

ローターアクト委員会 

 関西四地区情報交換会及び交流会が10月14日(日)に大阪市内の大阪産
業創造館にて開催されました。午前中は、情報交換会が開催され、事前に代
表達で作成した四地区交流会の規約について討論が行われました。当地区
からはローターアクト委員2名と地区役員3名が参加しました。午後からは交
流会が開催され、今回は、大阪万博の誘致とSDGｓについて、大阪府の担当
者様よりご講演していただき、そのあとは、グループに分かれてディスカッ
ション、そしてSDGｓの分野ごとの発表をビデオで撮影しました。今回、四地
区交流会は新しいRACメンバー、そして、仲間との再会をすることができま
した。再来年は当地区が四地区のホストなので準備をしっかりしていきたいと思います。 

 交換会では、四地区の地区役員が揃い四地区交流会についての討論が行
われ、交流会では各地区の紹介や大阪万博誘致とSDGｓについて各グループ
でディスカッションをしました。各グループでの話し合ったことは最終動画に
おこし全員が共有出来るようになっている。今回の交流会で一番勉強になっ
たのは、日本赤十字社に勤めている方の献血についてのお話であった。当地
区でも、今季初めて地区� �事で献血活動を うのでとてもためになりました。
今回学んだことは、地区全員で共有出来るようにしていきたいと考えています。   (4地区代表) 

【全体総評】 RAの参加人数は今期地区行事の中で一番少なく、不満が残
る。参加者の分布をみても例年参加しているメンバーが多く、せっかく他
地区と交流する場なのでRA歴の短いメンバーや普段自クラブ以外で活
動していないメンバーにもっと参加を促せるように今後していかないと
関� 四地区交流会の存続理由が薄れていく様に思う。参加したメンバーは
概ね楽しみながら今回のプログラムに取り組んでいた様に見え、やはり同
年代の様々な価値観、業種、立場の人間と交流でき、刺激をもらえる貴重
な行事事である。また通常地区代表が� う地区の活動紹介を今回は副幹

事に任せました。自地区での普段の様子と比較すると段違いに良いプレゼンをしてくれ、今回の行事を通し
て成長してくれたと素直に感じ、今後の更なる活躍に期待します。 

地区大会（10/28)ジビエサンドの試食会 

  2018年10月12日(金)、20:00-21:00に御坊商工会議所で、地区大会（10/28)のジビエバーガー出店に向けての試食会
を開催しました。合計44名の参加。（RAC 25名、RC 2名、ｹﾞｽﾄ 17名） 

  はじめに、ホストクラブの窪会長は、平日の夜に地区内から他クラブのアクターのみなさんが御坊の例会に出席して頂
き、全体で40名を超える出席者となりました。とても御坊RACメンバーの刺激になる例会になりました。チームジビエの
和歌山工業専門学校(和高專)の生徒達との交流も深められ、今後この機会を活かして御坊RACと和高専の交流を深め
ていけたらなと考えています。また彼らが考えた商品もよくできていて、かなり形になっていたと思いました。御坊RAC
では10/27(土)商工際にてジビエサンドを100食販売を目標に高専生と共に頑張りたいと思っています。 

 担当地区役員からは、和歌山高専のチームジビエの方々が考案したジビエサンドの見た目は「インスタ映え」にこだ
わったという事で色のある野菜がトッピングされており、ジビエサンドが見える包装になっていました。ジビエは硬さが
難点なので、ジビエカツをカットして使用していました。ソースには梅が使われていて酸味のあるさっぱりとした味でし
た。試食後に皆で意見を出し合い、価格やボリューム、味などの点を話し合いました。ジビエはカットされていても硬く食
べずらいこと、梅の酸味が強いことなど改善点はあるようです。 

【全体総評】 9/9(日)の統一アクトの日で実施予定であったが、台風21号の被害の影響の為中止となり、後日御坊RACの
例会を利用するかたちで開催しました。平日の夜、御坊という開催場所にも関わらず、今期の地区行事でRAの出席率が
一番良かったというのが嬉しい反面、その他の地区行事の課題とも感じます。商品(ｼﾞﾋﾞｴｻﾝﾄﾞ)自体の完成度は高く、改
善ポイントは多少あるものの、今回実施したアンケートの結果をもとに10/28に向けてブラッシュアップしたいと考えま
す。今後、RAとしては販売価格や会場でのPR方法等販売戦略を熟考する必要があり、200個の完売を目指して残された
日数でしっかり取り組んで行きたいと考えます。 

※10/27(土)の御坊商工祭(御坊RACクラブ行事)でもジビエサンドを販売します。 



地区委員会活動報告 

第１回 2019-2020年度 派遣留学候補生オリエンテーション 

 

 

 

青少年交換委員長 水崎哲男 

 

 10月21日（日）14：00～16：00に和歌山市のけやきＯｎｅ 4F において、第1回 2019～2020

年度派遣留学候補生のオリエンテーションを開催しました。 

さる、9月16日に行われた面接を経て、中学生2名、高校生4名が合格されました。 

 2019年8月の出発に向けて、アプリケーションの作成の準備説明が始まりました。候補生

にとってはパソコンに向かって悪戦苦闘でしょうが留学が具体的になってきたことを実感

し、まずは第１関門をくぐりかけるところでしょう。 

２０１８年９月１６日(日)の様子 



白木海岸 清掃奉仕活動  

有田２０００ ロータリークラブ  

  

 有田２０００ ロータリークラブ（会長 南 良暢 ）は、１０月20日（土）に 和歌山県有田郡広川

町の白木海岸の清掃をいたしました。 

 白木海岸は、西有田県立自然公園内にあり、ＪＲ広川ビーチ駅から徒歩で50分、湯浅御坊道

路広川ＩＣから車で10分のところにあり、海水浴のほか、化石採取でも有名。県立自然博物館が

2001年から毎年開催している人気のイベント「きのくに野外博物館～恐竜をさがせ！」（2018

年3月18日開催）という恐竜の化石を探すイベントも開催されているなど、普段はとても美し

い海岸です。 

 今年は、例年に比べて台風の影響で大きな木材やたくさんのごみがありました。 

 一つ一つのごみを丁寧にひらい、ペットボトルの中身を捨てたり、大きな材木は、チェエン

ソーで切ったりしながらの作業でした。自然災害の恐ろしさや、人間が出したごみが、綺麗な

海岸を汚している事を、身に染みて感じました。 

クラブ活動報告 

台風前の普段の白木海岸 



クラブ活動報告 

和歌山Ｒ．Ｃ．アスリートクラブ 

和歌山ロータリークラブ 

和歌山Ｒ．Ｃ．アスリートクラブ 

会長 藤井 幹雄 

  和歌山ロータリークラブ(会長 木綿 紀文）の会員の中には、競泳、自転車、マラソン、そして、

トライアスロンを趣味としている会員がたくさんおり、一緒にチームを組んで大会に出て、その後

は、飲んで、食べて懇親を深めてきました。そのような普段の中で、正式に「アスリートクラブ」を作

ろうという機運が高まり、理事会の承認のもと、平成27年4月23曰に「和歌山Ｒ．Ｃ．アスリートクラ

ブ」が発足しました。現在、会員は11名です。会員のうち、トライアスロン経験者は７名、和歌山ロー

タリークラブの総会員数の10％超を占めています（来年デビューも1名）。そのほかにも､ホノルル

センチュリーライド（160km）などの数々の自転車レースに参加するベテラン会員、元箱根駅伝ラン

ナーもいます。今後とも、アスリートクラブの目的である「スポーツを通じて会員相互の親縢を図

り、ロータリー活動の発展に寄与」していきたいと思っています。  



クラブ活動報告 

 こども食堂の支援 （10月は経済と地域社会の発展月間） 

海南東ロータリークラブ 

  海南東ロータリークラブ（会長 山畑 弥生）は、社会奉仕委員会(委員長 倉橋 利徳)を中心に

2018年10月12日に紀美野町 キノコ食堂、また、10月17日に海南市内海の木内食堂と海南市船尾の

そら恵有食堂をそれぞれ訪問し、活動の支援金を手渡しました。 

子ども食堂とは、親が仕事で忙しく、一人で食べる「孤食」の子や、バランスの取れた食事を、お

なか一杯食べる。皆で食べる喜びを知れば、孤独な子もおしゃべりできるようになる。「美味しい」

は「嬉しいこと」、「楽しいこと」であると気づいてもらう為の子ども食堂です。子ども食堂は、健全

な子どもの育成が目的です。地域全体で子どもを育てていく意識をもつことは、家庭にとって子育

てをしやすくするだけでなく、子どもを中心として地域全体が活性化していくことを願っています。

運営は、地域の人や高校生や大学生のボランティアが支えています。 

海南東ロータリークラブでは、昨年に引き続き、こども食堂の支援を行いました。今年度は新しく、

紀美野町のキノコ食堂を加え、3箇所の援助を行いました。こども食堂のボランティアの方は、中高

年が多数なのですが、特に紀美野町のキノコ食堂には、地域のボランティアの方々に交じって、和歌

山大学の先生と学生、さらに、海南高校(大成校舎）の学生も参加してくれていました。和歌山大学

と紀美野町は2016年から地域社会の発展と学術の振興に貢献する為に地域連携推進の包括協定

を締結しているとの事で、その一環として大学が地域インターンシップ（LIP）に取り組み観光学部の

ゼミの先生と学生が、ボランティアに参加しています。こども食堂は、地域に広がり、徐々に増えて

きています。クラブでは地域との繋がりを更に深め、地域団体や支援グループ、学生の皆さんと連

携し、今後も多くのこども食堂の支援を続けていくことを目指しています。 



クラブ活動報告 

「富田林ロータアクトクラブ再始動」 

富田林ロータリークラブ 

 富田林ロータリークラブ(会長 上野 克己)は、長年青少年奉仕に力を入れてきまた。

インターアクト、青少年交換、ＲＹＬＡ、米山と様々なプログラムに参加してきました。18歳

から30歳までを対象にした、ロータアクトクラブも1975年に提唱し、富田林ロータアクトク

ラブが発足しました。 

 歴史ある富田林ロータアクトクラブでしたが、近年は会員が減り、2015年に最後のロー

タアクターが卒業した後は、会員数がゼロとなり、実質休眠状態となりました。我々は、も

う一度、富田林ロータアクトクラブの再興を願っておりましたが、一度消えた火を燃え上

がらせることが難しいように、困難を極め、数年が経過しました。しかし、本年度のクラブ

ロータアクト委員長・瀧さんのご尽力と、松原ロータアクトクラブの協力のもと、再度富田

林ロータアクトクラブを復活させることができました。 

 まずは、8月25日（土）の富田林寺内町灯路に参加、たこ焼屋台の出店から始まりまし

た。10月10日（水）には、単独例会を開催することもでき、11月23日（祝）の河南フェスへの

出店、来年2月10日（日）の献血キャンペーン等への参加も予定しています。台湾の友好ク

ラブとの関係も疎遠となっていますので、また交流をスタートできればとも思っていま

す。まだまだ、人数も少なく男性ばかりですが、女性会員や学生会員さんも増やしてい

き、また活気溢れる富田林ロータアクトクラブを蘇ることができればと願っています。 



クラブ活動報告 

第２９回南輪会ゴルフ大会（第６地区 ゴルフ同好会） ご案内 

 

 

開 催 日 ： ２０１８年１１月２５日（日） 

開催場所 ： 関空クラシックゴルフ倶楽部 

       大阪府泉南市信達牧野780  

 

ホ ス ト  ： 貝塚コスモスロータリークラブ 

  

南輪会 ： 第６地区の８RCによるゴルフ同好会 

    年１回開催、ホストクラブは持ち回り 

 

参加RC クラブ整理No 43 泉佐野 

 44 貝塚 

 45 貝塚コスモス 

 46 関西国際空港 

 47 岸和田 

 48 岸和田東 

 49 岸和田南 



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。 







 [373] 

「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

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】 





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。 

11月の行事予定表 

※ロータリー文庫通信は、２ヶ月に１回の発行と


