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2019-2020年度 ＲＩ会長挨拶 



2019-2020年度 ＲＩ会長紹介 

ジケーター ロータリークラブ所属 （アメリカ アラバマ州） 

  「クラブはロータリーの心臓部であり、ロータリーのあらゆることはクラブで起こる」とマ

ローニー氏。弁護士であるマローニー氏は、草の根レベルでクラブをサポート・強化し、奉仕を

大切にする会員制組織としてのロータリーの文化を守り、成長のために地域別の新たなアプ

ローチを試みたいと考えています。 

 「ポリオが撲滅されれば、ロータリーが大きく認知され、多くの機会が訪れるでしょう」。そう

語るマローニー氏は、世界でよいことをするグローバルな組織としてロータリーが世界を先導

する立場になれる可能性があると考えています。 

 

 税法、遺産、農業法を専門とする Blackburn, Maloney, and Schuppert法律事務所の社長で

あるマローニー氏は、アメリカ南東部・中西部の大手農場経営者の顧問弁護士であるほか、ア

メリカ弁護士協会の農業関係委員会の委員長を務めています。また、アメリカ弁護士協会とア

ラバマ州弁護士協会、アラバマ州法律協会の会員です。 

 

 地元ジケーターでも熱心に活動し、自身が所属する教会の財務委員長、地元カトリック学校

理事長、ジケーターモーガンカントリー商工会議所の会頭を務めています。 

 

 1980年にジケーターＲＣに入会して以来、ＲＩ理事、財団管理委員と副管理委員長、ジョナサ

ン・マジィアベＲＩ会長（2003－04年度）のエイドを務めました。また、規定審議会の議長と副議長

のほか、2004年大阪国際大会委員会のアドバイザー、2014年シドニー国際大会の委員長も務

めました。ガバナーとなる前には、研究グループ交換（GSE）のチームリーダーとしてナイジェ

リアに赴いた経験もあります。 

 

 ロータリー財団関連では、未来の夢委員長、ロータリー財団地域コーディネーター、財団研修

セミナーのモデレーター、恒久基金米国アドバイザー、平和センター委員、ＷＡＳＨ（学校での水・

衛生）委員会のアドバイザーを歴任しました。 

 

 同じ法律事務所の弁護士であり、ジケーターＲＣの元会長でもあるガイ夫人とともに、ポー

ル・ハリス・フェロー、メジャードナー、遺贈友の会会員となっています。  

マーク・ダニエル・マローニー 



ＲＩ会長 7月のメッセージ     ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 



2019-2020年度 ガバナー挨拶         ガバナー 中 野  均 

この度、国際ロータリー第２６４０地区ガバナーを仰せつかりました

中野 均 でございます。このような大きな役職をパストガバナー

の諸先輩が残された功績を汚さないよう努めさせて頂く所存でご

ざいます。 

  まだまだ未熟者、浅学菲才の私ではございますが、皆様方のお力

添えを賜りより良い地区になりますよう運営させて頂きます 

  クラブ会長、役員始め会員の皆さま向う一年間宜しくお願い申し

上げます。 

今年のＲＩテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」とのことで、皆さまは、何等かのつながり

でロータリークラブへ入会されたことと思います。このつながりを途切れることなくつない

で行って頂ければ会員増強につながることになるでしょう。宜しくお願いします。 

地区内の各委員会事業について、委員会の皆さまのご尽力により活発に運営されていま

す。今年度も引き続き委員会の皆さまのご意向に可能な限り添えられるよう取り組みさせて

頂きます。 

さて、昨今、各地区、各クラブにおいて素晴らしい事業が行われている中、危機管理に関す

る事例が報告されています。当地区においては、危機管理委員会を中心に勉強の場を設け、

共通認識を持ちたいと思います。続いて、公共イメージアップに寄与したいと思います。クラ

ブ事業、地区委員会事業について、上手く広報して頂くことをお願いし、一般の方からロータ

リー活動を広く知って頂き、また理解されることを期待します。 

 最後になりましたが、地区組織に一部変更を加えましたが、奉仕活動、親睦が基本に変わ

りはありません。各クラブにおきまして、引き続き奉仕活動、親睦にお力を注いでくださいま

すよう宜しくお願い申し上げます。  



2019-2020年度 ガバナー紹介          

中 野  均 (なかの ひとし) 

 堺東ロータリークラブ所属 

  １９５５年７月２日生 

学  歴   大阪工業大学工学部電子工学科 卒業 

職  歴   １９８３年          百舌鳥郵便局長拝命 

              １９９８年～２００７年 近畿地方特定郵便局長会 大阪堺地区理事 

              ２０１４年          不動産賃貸 有限会社中野産業 

 

公  職   ２００２年          保護司 

       ２０１７年           高石市青少年指導員 

 

ロータリー歴 １９９４年            堺東ロータリークラブ入会 

             ２００７年～２００９年   地区ロータリー財団委員 

             ２００９年～２０１０年   地区Ｒ財団奨学金小委員会委員長 

             ２０１２年～２０１３年  クラブ会長 

             ２０１５年～２０１８年  地区ロータリー財団委員会委員長 

 

Ｒ財団寄付   ベネファクター 

            メジャードナーLevel１ 

 

米山寄付   米山功労者② 



2019-2020年度 ガバナー基本方針 

  当地区の会員数が近年１，８００名台を推移してい
る。思うように会員増強が計れず各クラブとも苦慮
している状況を考えるとロータリークラブに入って
も何も魅力がないのではと思われる。しかし、現状
は、そうではなく純増が伸びていないだけと思いま
す。会員の皆様におかれましては、それぞれの楽し
み方で、ロータリー活動を楽しんでいただいている
と思います。 

  また、地区の委員会活動に参加してみませんか。
各クラブにおいて、関係する委員会事業のみの参加
になっていないでしょうか。地区各委員会委員長始
め委員の皆様は、多くのロータリアンに参加していた
だけるよう企画し事業されています。各事業に参加
して、改めてロータリー活動の楽しみや良さが認識
されることでしょう。 

 各事業内容を地域の方に広報し、公共イメージ
アップにつながるよう取り組みさせていただきたく
思います。本当に微力ではありますが、会員皆様の
ご支援ご協力を賜り一生懸命努めさせていただき
ますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 併せて、会員の皆様とともに参加してロータリー
活動を楽しみたく思います。 

地区委員会活動方針 

 ２０１７年６月国際ロータリー理事会会合において、
地区リーダーシッププランを次のようなかたちで修
正されました。（２０１９年７月より実施） 

〇地区会員増強（入会・参加促進）委員会と地区新ク
ラブ結成・推進委員会を地区会員増強委員会に統
合する。 

〇会員特典委員会をなくす。 

〇職業奉仕委員会と青少年（新世代）奉仕委員会の
責務を、社会奉仕委員会に統合する。 

〇ロータリー地域社会共同隊とロータリー親睦活動
委員会の責務を、社会奉仕委員会に統合する。 

〇地区クラブ奉仕委員会をなくす。 

 前述のように、２０１９～２０年度から、地区委員会組
織が大幅に変更することとなります。 

 当地区において、青少年奉仕委員会の活動内容に
より、「青少年交換委員会」を国際奉仕委員会に統合
し、「インターアクト委員会」「ローターアクト委員会」
「青少年・ライラ委員会」を社会奉仕委員会に統合す
ることとしました。また、職業奉仕委員会を研修委員
会に統合しました。 

①クラブの拡大と会員増強 

 クラブの拡大について、かなり難しいと思います

が、設立可能な地域があると思われます。分区の状
況を見て、ご意見をお伺いしながら設立準備に努力
したいと思います。 

 会員増強について、現在、１，８００人台を推移してい
ます。当該年度スタート時１，９００人以上とし、その人
数を下回らないよう維持・増強に努力したいと思い
ます。その方法として、地区戦略計画委員会と会員
増強委員会で検討する。 

②広報及び公共イメージの向上 

 雑誌・公共イメージ委員会に取り組みを委ね、ロー
タリーの活動内容を広報及び公共イメージの向上に
努めることとします。 

③月信の配布について 

 地区内各クラブの活動状況や情報交換そして、広
報・公共イメージアップのためＩＴ委員会が中心となっ
て作成し、ホームページにアップする。また、各クラ
ブにメールにて配信することとします。なお、紙媒体
での発行はしません。 

④分区活動について 

 既に各分区において、活動していただいていま
す。分区毎にガバナー補佐がおられますので、分区
内クラブ会長と連携して特色ある分区活動をお願い
します。併せて広報し、公共イメージアップに努める
こととします。 

⑤ガバナー公式訪問 

 各クラブを個別に訪問し、雰囲気を体現したく思
います。合同開催については、ご希望に添えるよう
にさせて頂きます。 

⑥会長会議 

 エレクト時に１回、当該年度に１回地区内会長会議を
開催し、国際ロータリーからの情報提供や各クラブの
取り組み、活動報告そしてガバナー補佐より分区活
動の紹介等情報交換の場として計２回開催させて頂
きます。 

⑦地区戦略計画委員会 

 会員減少に伴い、会員増強委員会と連携して、退
会防止策・入会見込み者の確保について検討して頂
くこととします。 

⑧地区情報規定委員会 

 ３年に１度の国際ロータリー規定審議会があり、そ
の内容により地区として取り組むべく課題について、
地区情報規定委員会として解りやすく説明させて頂
きます。 

                 【次ページへ】 

スローガン 「参加してロータリー活動を楽しもう」 



⑨ＩＴ委員会 

 地区ホームページの維持・管理に努めます。月信
の作成や「Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ」の登録推進・アドバイスをし
ます。クラブ事務局において「Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ Ｃｅｎｔｒａ
ｌ」の登録推進・アドバイスをします。 

⑩ロータリー財団委員会 

 年次基金寄付「０」クラブが「ゼロ」となるよう取り
組みます。地区補助金申請を出来る限り多くのクラ
ブからしていただけるよう取り組みます。また、グ
ローバル補助金申請についてもチャレンジして頂き
たく思います。ロータリー財団寄付金として、年次基
金寄付一人当たり２００ドルとポリオ・プラス１０ドルをお
願い致します。 

⑪米山記念奨学委員会 

 米山奨学生の受け入れと奨学生と共に国際交流
の一役を担う活動をしたく思います。米山記念奨学
会寄付金について、今年度と同額目標とさせて頂
き、一人当たり普通寄付金６，０００円と特別寄付金
９，０００円の合計１５，０００円で皆様のご理解ご協力を
お願い致します。 

⑫国際奉仕委員会 

 ２０１７年６月国際ロータリー理事会会合において、
地区リーダーシッププランの一部修正に伴い、当地
区は、青少年交換委員会を統合しました。青少年交換
事業は、奉仕活動のプログラムとして重要なもので
ありますが、地区の予算規模に応じた内容での活動
としたく思います。 

⑬社会奉仕委員会 

 ２０１７年６月国際ロータリー理事会会合において、
地区リーダーシッププランの一部修正に伴い、当地
区は、従来の社会奉仕活動に加えて、インターアクト
委員会、ローターアクト委員会、青少年・ライラ委員会
を統合しました。これらの委員会活動は、将来の指導
者育成をするために重要な役割を担っています。特
に、ＲＹＬＡについては、広く参加頂けるよう考えたく
思います。 

⑭地区大会及び地区大会記念ゴルフ大会 

 より多くの会員さんにご参加頂き、最後まで残って
頂けるような内容にしたいと考えています。また、
ロータリーデーの一環として市民参加の講演会を計
画しています。 

・地区大会記念ゴルフ大会 

 ２０１９年１０月１０日（木） 

 天野山カントリークラブにて １６０名 

・地区大会 

 ２０１９年１０月２６日（土）～２７日（日） 

 ホテル・アゴーラリージェンシー堺にて 

地区資金について 

①予算 

 会員減少に伴い、過去を意識した予算作りに努め
て参ります。また、青少年交換事業のように計画年と
実行年が２年に渡る事業は、計画年を考慮した予算
にしました。 

②地区大会 

 地区大会は、重要な行事として、ロータリアン全員
で基本的な必要費用を負担願いたいと思います。参
加登録者については、受益者負担の趣旨で、実費相
当分の登録料を負担して頂きます。 

 

２０１９－２０２０年度 ロータリー財団年次基金及び 
米山記念奨学会への寄付金目標額 

１ ロータリー財団年次基金寄付 

 ロータリー財団寄付金について、今年度と同額の
目標額とさせて頂きますので、各クラブのご理解と
ご協力をお願い致します。 

 一人当たり  年次基金寄付 ２００ドル 

        ポリオ・プラス １０ドル 

２ 米山記念奨学会への寄付 

 米山記念奨学会寄付金について、今年度と同額の
目標額とさせて頂きますので、各クラブのご理解と
ご協力をお願い致します。 

 一人当たり  普通寄付金  ６，０００円 

        特別寄付金  ９，０００円    

        合 計    １５，０００円 

 

２０１９－２０２０年度 地区資金分担金 

１ 地区基本賦課金 

  会員一人当たり ２０，０００円 

 上半期（７月１日）１０，０００円（７月２日～１２月３１日
入会者１０，０００円） 

 下半期（１月１日）１０，０００円（１月２日～６月３０日 
入会者１０，０００円） 

２ 地区大会賦課金 

 会員一人当たり ５，０００円（７月１日） 

 7月2日～9月30日に入会の場合
10月1日に５，０００円 

３ 地区大会登録料 

 参加者一人当たり ２，０００円 

 地区大会は、両日とも午後からの開催を予定して
おります。昼食はお済ませの上、ご出席願います。 



樫畑直前ガバナーへの感謝の言葉 

国際ロータリー第２６４０地区 

ガバナー 中 野  均 

 

 樫畑直前ガバナーは、私がガバナーノミニー、ガバナーエレクトとして

地区運営に対して、勉強の場を与えてくださいましたことに感謝申し上

げます。有難うございました。 

 樫畑直前ガバナーは、素晴らしい経歴の持ち主で、広く指導をして頂

きました。また、地区運営について、改善すべきところを指摘し、改善され

ました。 

 併せて、幅広い人脈の持ち主でもあり、私の同期の仲間の間において

も、樫畑直前ガバナーのお名前が良く出て参ります。私は、樫畑直前ガバ

ナーと同じようには出来ませんが、ご指導頂いたことを忘れずに一生懸

命地区運営に努力させて頂きます。 



ガバナー補佐（分区担当）の紹介 



地区 組織図 



地区 委員会組織表 



2019-2020年度 主要報告書ならびに送金先一覧 



2019-2020年度 ロータリークラブ対象のロータリー賞 



その他の各種賞、表彰（My ROTARY から） 

意義ある奉仕賞  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。 

世界インターアクト週間の表彰  初のインターアクトクラブ創設を記念
する「世界インターアクト週間」（11月5日を含む、月曜から日曜までの
一週間）に、これを記念する特別な活動を実施したインターアクトクラ
ブを表彰する賞です。 

インターアクト・ビデオ賞 インターアクターが制作した優れたビデオを
表彰する賞です。 

卓越したローターアクト・プロジェクト賞  地元や海外で、ロータリー
の重点分野のいずれかにおいて持続可能な影響をもたらす画期的な奉仕
プロジェクトを実施したローターアクトクラブを称える賞です。 

【個人の表彰】 

奉仕部門賞（地区による表彰） 地区からの表彰という形で、クラブは5
つの奉仕部門における奉仕活動に参加したロータリアンを称えます。奉
仕部門は、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕で
す。 

奉仕部門賞（RIによる表彰） 地区は、すべての奉仕部門で奉仕活動を
実施した会員を、世界レベルの賞に推薦できます。 推薦者：地区ガバ
ナー 推薦期間：通年 表彰形式：ピンおよびクリスタルの表彰 

ロータリー財団功労表彰状 ロータリー財団と関連した活動に積極的に
取り組んだロータリアンを称える賞です。 

ロータリー財団特別功労賞 ロータリー財団において模範的な奉仕を実
践したロータリアンに与えられる財団最高の賞です。ロータリアンは、
功労表彰状を受賞後、少なくとも丸4年が経過してから、財団特別功労賞

の候補者となる資格を得ます。 

ロータリー財団地区奉仕賞 財団プログラムを通じて優れた奉仕活動を
実践したロータリアンを表彰するものです。 

超我の奉仕賞 積極的なボランティア活動を行い、他の人びとを助け、
模範的な奉仕を実践した人に贈られる特別な賞です。 

ポリオのない世界を目指す奉仕賞 ポリオのない世界を実現するために
大きな貢献をしたロータリアンに贈られる賞です。地域賞と国際賞のた
めに個人を推薦することができます。 

ポリオプラス・パイオニア賞 ポリオのない世界の実現に向けて類まれ
な貢献をしたロータリアンを称えるための賞です。1992年11月1日以前
に、ポリオ活動で卓越した奉仕を行ったロータリアンが受賞対象となり
ます。 

【ロータリアン以外の表彰】 

ロータリー 優秀学友会賞 学友がロータリーで果たす重要な役割につ
いて認識を高め、ロータリーで大きな影響をもたらした学友会を表彰す
る賞です。  

ロータリー学友世界奉仕賞 人道的奉仕の実践や職業での活躍を通じ
て、ロータリープログラムの影響を身をもって示した優れた学友に贈ら
れる賞です。 

ロータリー人道奉仕功労賞 ロータリアンのパートナーと配偶者を含
め、ロータリーの理念と調和する模範的な人道奉仕を行ったロータリア
ン以外の人を表彰する賞です。 

※ 詳しくは、My ROTARY |会員コーナー|各種賞・表彰 



ガバナー公式訪問日程 



クラブ会長・幹事一覧 



地区年間行事予定表 







 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。 



新コーナー「侃侃諤諤（かんかんがくがく）」原稿募集！ 

「ロータリーの友」は、日本のロータリークラブ会員のための雑誌です。 





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。 



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:nakano@rid2640g.com 

国際ロータリー第2640地区  

ガバナー事務所 アクセス 

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 


