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　2015 -16年度2710地区ガバナー月信の創刊にあた

り、地区会員の皆様に一言ご挨拶申し上げます。2013

年11月地区ガバナー選考委員会の推薦を頂き、ガバ

ナーノミニーに指名された時点ではまだ先の話と

思っていましが、東京での2回のGETSを経て、サン

ジェゴで開催された国際協議会に参加し、日本に戻っ

て束の間、PETS、地区協と時は目まぐるしく動くなか

で、遂に私のガバナー年度がやって参りました。ガバ

ナーの最大の仕事は、ガバナー補佐、地区役員、各ク

ラブ会長および会員と心を一つにして、活発な議論を

重ねながら、皆様と一緒にそれぞれのクラブが発展、

躍進されるよう努力するものと認識しております。

会員の皆様には一層のご協力を賜りますようお願い

申し上げます。

　さて、今年度のRIテーマ「Be a gift to the world」「世

界へのプレゼントになろう」がサンジェゴでの国際協

議会の歓迎晩餐会の席で2015 -16年度RI会長K. R.ラ

ビンドラン会長から発表がありました。ラビンドラ

ン会長はコロンボRC（スリランカ）に所属され、長身

で流暢な英語で参加者全員1人ひとりに訴えるように

話されましたことは非常に印象的でした。そして、私

たち今年度、同期のガバナーに対して「ワールドクラ

ス」と命名されました。

　さらに、ラビンドラン会長はその席上において次年

度のRI「テーマ」について詳しく演説されました。冒

頭「人生には、物事を一変させるような、極めて重要

な瞬間というものがあります。自分の人生を形づくっ

た出来事を振り返る時、私たちは その出来事が起こ

る「前」と「後」に分けて。あの時にすべて変わった」

といえるような瞬間です。今晩、ここにおられる皆さ

んにとってまさに今がその瞬間です。」と国際協議会

への参加の意義、重要性を強調されました。

　そして、「私たちは生まれると同時に、私たちはい

ろいろなものを授かります。最初に授かるのは命で

す。そして、愛、思いやり、家族を授かり、教育、健康

を授かり、学びを通じて才能と能力を授かります。人

生において、親、友人、伴侶、子供、生計手段、物質的

な豊かさなどは、どれも私たちに授けられたプレゼン

トです。

　ロータリーで私たちは、善き行いを目指していま

す。人類に大きなプレゼントを残した歴史上の偉大

な人たちを尊敬し、称えます。大勢の人に人間の尊厳

を与えたアブラハム・リンカーン。疎外された人たち

に慈悲の心を捧げたマザー・テレサ、虐げられた人た

ちに平和的変化を与えたマハトマ・ガンジー。

　彼らは皆、人びとのために人生を捧げ、自らが世界

のプレゼントとなって、自分自身を捧げました。もち

ろん、私たちは彼らと同じではありません。同じ人生

を歩みたいとは望んでいないかもしれません。しか

しこれら歴史上の人物から刺激をうけ、模範とするこ

とはできます。この人生において、自分が大切にする

諸々の責任をおろそかにせず、どうしたら自らを世界

のプレゼントとして捧げられるだろうか、と。

　それは可能なことであり、私たちはそれを実行します。

　なぜなら、私たちは一体となってこのチャレンジに

挑むからです。「世界へのプレゼントになろう」。こ

れが私から皆さんにお願いすることであり、私たちを

導いていくテーマです。」と今年度テーマ「世界への

プレゼントになろう」について、細やかな説明があり、

このテーマの最重要項目として「ポリオの撲滅」を挙

げられました。「私たちの課題は子供たちの口にワク

チンを届けるだけでなく、殺戮者たちから予防接種従

事者を守ることでもあります。私たちは戦い続け、必

ず勝利します。なぜなら、ポリオのない未来をプレゼ

ントすると世界の子供たちに約束したからです。私

たちは必ずや、このプレゼントを子供たちに贈りま

2015-16年度 国際ロータリー第2710地区 ガバナー　東 良輝

第2710地区ロータリークラブ会員の皆様へ
「ロータリーの原点に立ち戻り、輝かしい未来の礎を築こう」

す。」と述べられました。

　それに関連した課題として近年、会員増強を強調

するあまり、少し、なおざりになっているように思え

る職業分類を取り挙げられました。「ロータリーは膨

大な可能性を秘めているが、クラブ、地区に目を向け

るとロータリーのあるべき姿が映りだされていない。

今や、当組織を形づくった基本に立ち戻る方法を見つ

ける必要がある、それは人生のあらゆる場で高い倫理

基準、そして各クラブの多様性をもたらす職業分類で

す」と職業分類の重要性を説かれ、さらに、ロータリー

財団への寄付についても、もっと奨励し、もっと多く

の善いこと行いたいと考える一方で、しつこくお願い

をすることや、あまりに高額の寄付をお願いすれば、

逆に会員は離れてゆくと警告をもしっかりと強調さ

れたことは意義深いものでした。

　「世界へのプレゼント」となるため、ロータリーク

ラブがクラブレベルを超えた奉仕活動を行うために

はネットワークへ会員全員が関わるようすべきであ

るとウェブの活用の必要性も強調されています。

　さて、今年度のRI会長の強調事項ですが、RI会長賞

の選考基準から推測しますと

○会員の増強と維持、○財団への寄付、○オンライ

ンツールの利用、○人道的奉仕、○新世代奉仕、○

公共イメージの向上等です。

　各クラブではこれらのいくつかをクリアーされて、

RI会長賞を受賞さることは強く望みます。

　さて、私どもが担当する、2015 -16年度2710地区、

地区運営についてですが、K. R.ラビンドランRI会長

の強調事項を踏まえて、今年度の地区運営の基本的方

針を「基本に戻ろう」にし、ガバナー信条として「ロー

タリーの原点に立ち戻り、輝かしい未来の礎を築こ

う」といたしました。しかし、私はロータリーの運営

に関して、ロータリーの変革を決して、否定するもの

ではありません。

　ポール・ハリスの言葉に「 If Rotary hopes to advance 

its aims it must be evolutionary and at time revolutionary」

というのがあります。正式な日本語訳は「ロータリー

がしかるべき運命を切り開くには、常に進化し、時に

革命的にならなければなりません」となっています。

私もロータリーが発展するためには常に改革が必要

だということは論を待たないことと思っております。

　ダーウィンの進化論では、「進化の過程で生き残る

ものは賢いものでも、強いものでもない、環境に適合

するものだけである」と言われています。

　サルが進化しても、人になることはありません。こ

れは種を保存するためのDNAがそれぞれの種にしっ

かりと埋め込まれているといわれています。

　ロータリーにおいても、改革が如何に進んでもロー

タリーの基本を忘れなければ、ほかの団体に代わるこ

とはありません。あくまでもロータリーです。

　2710地区ロータリンの皆さま！来年度はロータ

リーの原点、基本について大いに議論し、リーダー

シップスキルを大いに磨き、目標に向かって突き進ん

で頂きたいと思っております。ご協力の程、よろしく

お願いします。

　次に、地区大会の開催についてのお願いです。

　地区大会開催にあたり、大会のテーマを「皆で集い、

ロータリーを矜持しよう」としました。

　日程は以下の通りです。

10月24日（土） 会長幹事会、RI会長代理 歓迎会

　　　　　　　韓国3690地区歓迎会、懇親会

10月25日（日） 本会議　　　　　於：渡辺翁記念会館

10月26日（月） ゴルフ大会

於：宇部72カントリークラブ 東コース

　多数の参加者を希望しております。

　以上、ラビンドランRI会長から示された、いろいろ

な課題について説明し、それに基づいて、今年度2710

地区の運営に関して、皆様にいろいろとご協力をお願

いすることが多々あると思います。よろしくお願い

します。

　最後になりましたが、各クラブのますますのご発展

を願いながら、2710地区のロータリアンの皆様のご健

勝を祈念いたしまして、私の挨拶とさせて頂きます。
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　私たちの人生には、いつか終わりが訪れます。しか
も、終わりは思ったより早く来るものです。この限ら
れた人生をどのように過ごしたらいいのでしょうか。
世界が良い場所となるよう、人のために何かします
か。それとも、インドの著名な詩人、ラビンドラナー
ト・タゴールの言葉のように、「楽器の弦の張替えば
かりしていて、肝心な歌を歌わずに」毎日を過ごしま
すか。

　ロータリーの栄光は、まさにその「歌を歌う」道を
見つける手助けをしてくれることにあります。人生
で本当に大切なことに目を向け、私たち自身が世界へ
の贈り物となる方法を見つけることで、より充実した
意義ある人生を送れるよう、私たちを導いてくれるの
です。

　友人に何を求めるかを考えると、ほとんどの人は、
高潔性、信頼性、思いやり、相性を挙げるでしょう。
私たちが求める友人とは、必ずしも自分と似通った
人ではなく、自分にないものを持っている人、自分の
いいところを引き出してくれる人です。私は、ロータ
リーがその特徴を備えていると思います。

　ロータリーは、私たちの資質を引き出し、それを人
生で生かす道を見つけてくれます。

　私たちは往々にして、あまり意味のないことに捕ら
われて毎日を過ごし、物を手に入れるために身をやつ
します。しかし、私たちがこの世を去った後、人が思
い起こすのは、私たちが生前乗っていた車でも、着て
いた服でも、肩書きでも、役職でもありません。より
大きな資産や、より高い地位を得ようと払った努力の
ことでもありません。

　結局のところ、私たちの人生の価値は、どれほど得
たかではなく、どれほど与えたかによって判断される
のです。ですから、苦しんでいる人から目を背けずに、
その苦しみを和らげてあげましょう。同情の言葉を

　次期研修リーダーの準備をしていて、『ロータリー
が目標としているのは研修である』ということに気が
つきました。研修を目的とする会合でも、奉仕を目的
として集まる場合でも、常に学習をすることを目的と
しています。ロータリーの会員が集うところに研修
は成立していると言ってよいでしょう。ロータリア
ンは自身の能力を成長させるためにロータリーの会
員になっていることを期待されており、国際ロータ
リーはさまざまな研修によってこれを達成しようと
しています。
　実際にはこのようなことは自覚されていないかも
知れません。むしろ研修はいつも嫌われています。
ロータリーの毎年の行事である国際大会、地区大会、
地区研修・協議会、会長エレクト研修セミナー（PETS）、
地区指導者研修セミナーなどは公式行事としての研
修であり、インターシティ・ミーティング（ IM）やRLI

などは非公式の研修行事です。これらの研修を会員
全員に適切に理解され実行されることを推進するこ
とが研修リーダーに課せられているようです。
　地区の研修は多くの会員の協力によって進められ
る必要があります。ガバナーは研修においてもすべ
ての中心となります。ガバナー補佐、地区委員、各ク
ラブの会長・幹事、クラブの役員・委員長など沢山の
人が有効に関与されるように応援することが地区研
修リーダーの役割です。地区やクラブのあらゆる研
修に応援するために全力を傾注するつもりで、いつで
もどこにでも出かけていく覚悟をしています。気軽
に声をかけてくださるようお願いします。
　国際ロータリーは研修を始めすべてのロータリー

かけるだけでなく、実際に何かしてあげましょう。社
会から享受するだけでなく、社会に貢献しましょう。

　2015 -16年度の私たちのテーマは「世界へのプレゼ
ントになろう」です。

　地位や身の上にかかわらず、才能、知識、能力、努力、
そして献身と熱意など、誰でも与えることのできる何
かをもっているはずです。私たちは、ロータリーを通
じて、これらを世界にプレゼントすることで、誰かの
人生に、そして世界に、真の変化を起こすことができ
るはずです。

　「人は手を閉じて生まれ、手を開いて世を去る」、ま
た「己の才能は、天から授かったもの」と言われます。
ですから私たちは、その授かりものをお返しするので
す。私たちは皆、この世に生まれ、何でもつかみ取ろ
うとしますが、この世を去るときにはすべてを残して
いきます。ロータリーを通じて私たちは、いつまでも
続く、本物の何かを残すことができるでしょう。

　私たちに与えられた時間は今です。この機会は二
度と訪れるものではありません。

　「世界へのプレゼントになろう」

2015 -16年度国際ロータリー会長
K. R. “ラビ” ラビンドラン

活動に支援するためにゾーンごとにコーディネー
ターという役職を定めています。最初はロータリー
財団のためのロータリー財団地域コーディネーター
（RRFC）を任命し、そして補佐を任命しました。加
えて会員増強にためにロータリーコーディネーター
（RC）を任命し、次いでロータリー公共イメージコー
ディネーター、恒久基金／大口寄付アドバイザー、ポ
リオ撲滅コーディネーターが決められています。こ
のような組織を作っていることは国際ロータリーの
運営を強化するための戦略です。私たちの研修やロー
タリー活動に大いに活用してもらいたいと思ってい
ます。コーディネーター役職の略語を末尾に示しま
すのでご参照ください。
　『ロータリーの戦略計画』を知っておられると思い
ます。戦略計画とは戦争に勝つための計画ですから、
戦争のない日本には必要がないといえます。しかし、
研修などによって自分を成長させ、一層の幸せや心の
安定を獲得するには自分自身を変化させなければな
りません。個人が幸せになり、心が安定すれば社会も
安定してきます。これがロータリーの目標で、ロータ
リアンに率先してもらいたいと考えています。ロー
タリーは各クラブにも戦略計画委員会を作ってもら
うように呼びかけています。そのクラブの戦略計画
委員会で、クラブの目標を明確にし、全員で目標に進む
ことがクラブを楽しくし、活性化することになります。
　ロータリーの研修の意義について理解を深めてい
ただけるように頑張りたいと思っていますので、どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

2015-16年度 国際ロータリー会長　K. R.ラビンドラン （スリランカ コロンボRC）

2015-16年度 会長テーマ
Be a gift to the world 世界へのプレゼントになろう 地区研修リーダー 挨拶

2015-16年度 国際ロータリー第2710地区 地区研修リーダー　田村 泰三

国際ロータリーが定めているコーディネーター役職と略語

RRFC Regional Rotary Foundation Coordinator ロータリー財団地域コーディネーター
EMGA Endowment / Major Gifts Adviser 恒久基金／大口寄付アドバイザー

RC Rotary Coordinator ロータリーコーディネーター
RPIC Rotary Public Image Coordinator ロータリー公共イメージコーディネーター

ARRFC Assistant Regional Rotary Foundation Coordinator ロータリー財団地域コーディネーター補佐
EPNC End Polio Now Coordinator ポリオ撲滅コーディネーター
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　東ガバナー就任おめでとうごいます。いよいよ東年度が
スタートしました。東ガバナーには、ノミニー・エレクト
時代からいろいろご協力いただきまして、本当に頼もしく
思っていました。無事今日の日を迎えられことを心から嬉
しく思います。今後のご活躍を、大いに期待しております。
　ロータリー誕生110周年を迎える本年度、ラビンドラ
ンRI会長は、｢Be a gift to the world｣ （世界へのプレゼン
トになろう）のスローガンを掲げられ、直ちに行動に移
るよう推奨されています。
　東 ガバナーは、ガバナー信条として ｢ロータリーの原
点に立ち戻り、輝かしい未来の基礎を築こう｣ を掲げら
れ、7つの重点項目、⑴会員基盤の充実 ⑵充実したプロ
ジェクト ⑶公共イメージと認知度の向上 ⑷財団への寄
付と地区補助金の積極的利用 ⑸米山奨学会事業への理
解と支持 ⑹地区とクラブ、クラブ間の円滑な情報伝達 ⑺
リーダーの育成、に力を傾注するよう推奨されています。
　1905年に誕生したロータリーは、21世紀に陰りを見せ

　宇部西RCでは55年の歴史を刻む中で始めてのガバ
ナー輩出となりました。ガバナーが決まり代表幹事を選
出する為の会議が何度か開かれました。しかし、大変な
重責であり、時間的余裕が無いとできないということで
候補者を選出することが出来ませんでした。そこで当時
の会長と直前会長、そしてガバナー補佐経験者である私
との話し合いの中で3人が協同で役を受けないと船は前
に進まないという結論に至りました。しかし、3人連名
の代表幹事はできないということで年長者の私が代表幹
事という名前を頂きました。
　ガバナーエレクト年度になり地区行事に参加するに当
たっては以前とは全く異なった気持ちで参加するように
なりました。又、パストガバナーの表敬訪問においては、
いろんな経験やロータリー情報を沢山お聞きすることが
でき、実りある訪問となりました。

　金子克也直前ガバナー大変お疲れ様でした。ガバ
ナーノミニー、エレクトそして2014-15年度ガバナー
としてその手腕を存分に発揮され、この3年間、当地
区を引っ張ってこられた功績は大なるものがあり、深
く感謝申し上げます。
　金子直前ガバナーは外科医として忙しい仕事をさ
れていたにも関わらず、ガバナーノミニーに指名され
ました後、持ち分の行動力で地区を立派に運営されま
したことは見事というしか言いようがありません。
　昨年、ガバナーエレクトとしてPETSを主催された
とき、私はノミニーの資格で参加させて頂きました。
その時、金子直前ガバナーから「時の経つのは早いも
ので、準備には早すぎることはないよ」とアドバイス
を頂きました。まさにその通りでサンジェゴでの国
際協議会を終え、帰国するとすぐにPETSが待ってお
ります。それを終えると束の間、地区協を開催しなけ
ればなりません。
　前々年度ガバナーを務められた沖田パストガバ
ナーが、地区運営に関して、手続要覧の趣旨に忠実に
実行する目的から、従来からの慣例を一部変革されま
した。そのため、金子年度では従来からのものとの整
合性を図るのに大変苦労されているようでした。し
かし、金子直前ガバナーの持ち前の緻密な実行力でみ
ごとに解決され、2014年7月からは2710地区ガバナー
として地区の運営に携われ、立派に成し遂げられたこ
とに関して畏敬の念を禁じざるを得ません。お陰様
で私のエレクトとしての準備も比較的順調に運ばせ
て頂きました。ありがとうございました。しかし、沖
田パストガバナーから提示された地区の運営に関す
る事項は、どれも重要なものばかりで、今後、地区と
してしっかりとした議論を重ねる必要があると思っ
ています。その旨、次年度に申し送る予定です。
　さて、金子直前ガバナーはRIテーマである「ロータ
リーに輝きを」を推進するため、ガバナー信条として

始めました。心あるロータリアンは、“ステイタスシンボ
ルだったロータリーやいずこ？”と現状を嘆いています。
東 ガバナーもそのお一人です。原点回帰を掲げられて
います。かって栄えていたロータリーに存在し、現在と
もすると不足がちの、美にして善なる宝物を見つけ出し、
現代に復活する必要があります。
　かつての繁栄の根源は、⑴会員を1業種1人に限定し
たこと ⑵友愛の精神を重要視したこと ⑶職業奉仕をは
じめ、“ Ideal of service”奉仕の理念を育成したこと、など
とおもいます。
　私達は、これらの宝物を大切に保持し続ける必要があ
ると考えます。これらの3つの宝物を常に念頭において、
各人のクラブ委員・地区委員の職務実行に当たってくだ
さることを心から願っています。そして、東 ガバナーの
掲げる“未来への礎”を一つでも多くし、大きくし、後世
へのプレゼントにしましょう。
　ご健闘を期待しています。

　地区役員大半が始めての経験であり、役であるため、
地区事務局の協力の下、会議を重ね、疑問点を解決し、
助け合いの中でガバナー年度を迎えました。途中開催さ
れた、会長エレクト研修セミナー＆地区チーム研修セミ
ナー、地区研修・協議会もガバナー補佐、各クラブ会長、
役員の皆様のご協力のお蔭で滞りなく終了することが出
来ました。厚く御礼申し上げます。
　地方都市は人口減少が続く中、会員減少に苦慮しているク
ラブが幾つかあります。公式訪問においては各クラブの抱
える問題を一緒に考え解決の糸口が見つかればと思います。
　宇部RC、宇部東RC、宇部西RCを中心に選出された役
員全員が力を合わせ、協力する中で、東ガバナーを支え、
守り立て、RIテーマや地区運営方針を実践し充実した一
年になるよう精進いたします。各クラブ役員、会員の皆
様の力強いご支援、ご協力をお願い申し上げます。

「奉仕（Service）を学び、ロータリーを楽しもう！」と
されました。「ロータリーの神髄は奉仕（Service）に
つきる、ならば、楽しみながらService（奉仕）が出来
たらいいじゃないですか。楽しみながらService（奉仕）
しようじゃありませんか。」とガバナー月信でロータ
リアンに呼びかけられています。
　さらに、直前ガバナーは地区運営の重点方針として
①職業奉仕の学習と実践　②会員増強　③積極的な
奉仕活動　④学び楽しむ地区大会　⑤東日本大震
災被災地への継続支援　⑥楽しいロータリーライフ
（ロータリーデーへの参加・協力）を挙げられ、最重点
課題として職業奉仕を取り上げられました。最近、例
会等で職業奉仕について多く語られなくなったこと
に触れ、今年度では、改めて、先輩諸氏がつくった言
葉“職業奉仕”を真剣に考える必要があると説かれて
おられます。この考えの基で、昨年度はガバナー補佐
が主催するIMでは、どのグループも職業奉仕ついて
真剣に議論され、私の参加させて頂いたIMでは膨大
な資料が提供され、真剣に議論されていた様子は大変
印象的でした。
　福山市で開催された地区大会ではガバナー信条と
同じテーマで運営され、特に印象に残ったのは姉妹地
区にあたる韓国3690地区はもとより台湾第3500地区、
インドネシアのバリ。タナンRC等、国外から多数の
ロータリアンが参加され、それぞれの地区、RCの現
況を講演されたことでした。
　また、髙橋寛登地区代表幹事をはじめ、地区委員の
息のあった運営は見事なもので、今年度の私ども地区
運営、地区大会開催に関して大いに参考にさせて頂く
予定です。ありがとうございました。
　最後になりましたが、金子克也直前ガバナーをはじ
め、皆様の今後ますますのご活躍とご健勝を祈念いた
しまして、お礼の言葉とさせていただきます。金子直
前ガバナーお疲れ様でした。

2015-16年度 国際ロータリー第2710地区 直前ガバナー　金子 克也

2015-16年度 国際ロータリー第2710地区 地区代表幹事　兼広 三朗

東 良輝 国際ロータリー第2710地区ガバナー就任
—祝辞—

地区代表幹事挨拶

金子克也直前ガバナー
ならびに地区役員、委員の皆様への感謝

2015-16年度 国際ロータリー第2710地区 ガバナー　東 良輝
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地区財務委員会
カウンセラー 岡田　幹矢

綿田　敏孝 ②宇部西
赤羽　克秀 ①広島中央
小川　弘洋 ③福山南

広報委員会
カウンセラー 沖田　哲義

（全般） 徳田　文男 ②宇部東
竹川　誠一 ①広島中央
髙垣　邦雄 ③福山南

クラブ管理運営委員会
カウンセラー 金子　克也

（全般） 粟屋　克昭 ②宇部西
迫田　勝明 ①広島中央
浅利　　清 ③福山南

会員増強委員会
カウンセラー 大之木精二

（全般） 田中　敏夫 ②宇　部
土肥　博雄 ①広島中央
菅本　栄介 ③福山南

ガバナー指名委員会
委員長 前田　　茂
委　員 田村　泰三
委　員 大之木精二
委　員 沖田　哲義
委　員 金子　克也

危機管理委員会
カウンセラー 金子　　信
委員長 沖田　哲義
委　員 東　　良輝
委　員 田原　榮一
委　員 危機管理規定による

地区事務局運営委員会
カウンセラー 金子　　信
委員長 川妻　二郎
委　員 沖田　哲義
委　員 金子　克也
委　員 東　　良輝
委　員 田原　榮一
委　員　 藤中　秀幸
委　員 事務局運営規定による

東日本復興支援委員会
カウンセラー 田村　泰三
委員長 山崎　和之 宇　部
委　員 篠崎　文彦 宇部西
委　員 朝日奈正信 福山南
委　員 北村冨喜子 福山西
委　員 田村　邦夫 柳井西
委　員 村上　恒二 広島中央

RI 会長
K. R. ラビンドラン スリランカ コロンボ RC

ガ バ 　 　 ナ ー
東　 良 輝　　　　　　　 宇 部 西 RC

RI 理事
杉谷　卓紀 玉名 RC

ガバナーエレクト
田原　榮一

地区研修リーダー
田村　泰三

地区会計監査
カウンセラー 前田　　茂

米山学友会
会　長 島崎　高志 東広島

地区諮問委員会
P G 元 RI 理事 松本　卓臣 福　山
P G 真鍋　欣良 呉
P G 林　　孝介 下関東
P G 筒井　數三 広島東
P G 天野　　肇 福　山
P G 元 RI 理事 南園　義一 防　府
P G 土肥　浩右 西　条
P G 西村　栄時 岩国西
P G 川妻　二郎 広島南
P G 新田　　薫 山口南
P G 松本茂太郎 福　山
P G 永冨　　稔 下関東
P G 岩森　　茂 広島北
P G 金子　　信 萩
P G 諏訪　昭登 広島西
P G 岡田　幹矢 周南西
P G 前田　　茂 三　次
P G 田村　泰三 柳　井
P G 大之木精二 呉
P G 沖田　哲義 下　関
P G 金子　克也 福山南
G E 田原　榮一 広島中央
G N 藤中　秀幸 岩国中央

地区幹事
代表幹事 兼広　三朗 宇部西
副代表幹事 有田　幸一 宇部西
副代表幹事 網本　昭輝 宇部西
副代表幹事 脇　　和也 宇　部
副代表幹事 福田　信二 宇　部
副代表幹事 藤里　　隆 宇部東
副代表幹事 粟屋　克昭 宇部西
地区会計長 綿田　敏孝 宇部西
地区幹事 山崎　和之 宇　部
地区幹事 徳田　文男 宇部東
地区幹事 藤井　政夫 宇　部
地区幹事 田中　敏夫 宇　部
地区幹事 佐藤　育男 宇部西
地区幹事 塔野　　毅 宇　部
地区幹事 若林　　功 宇部西
地区幹事 椙山　健二 宇部西
地区幹事 コンラド・ペーター 宇部東
地区幹事 金子　正己 宇　部
地区幹事 西村　滋生 宇　部
地区幹事 末冨　秀史 宇部西
地区幹事 櫛部　勇輔 宇部西
地区幹事 浅山　琢也 宇部西

次期研修リーダー
大之木精二

地区研修委員会
地区幹事

地区会計
会計長 綿田　敏孝

ロータリー財団学友会
会　長 石神　輝雄

青少年交換学友会
会　長 中澤　裕基

地区拡大委員会
委員長 大之木精二
委　員 沖田　哲義
委　員 金子　克也

地区表彰 選考委員会
委員長 大之木精二
委　員 沖田　哲義
委　員 金子　克也
委　員 田原　榮一

戦略計画委員会
カウンセラー 南園　義一
カウンセラー 天野　　肇
委員長 前田　　茂
副委員長 田村　泰三
委　員 大之木精二
委　員 沖田　哲義
委　員 金子　克也
委　員 東　　良輝
委　員 田原　榮一
委　員 藤中　秀幸

国際大会推進委員会
委員長 大之木精二

PETS
地区チーム研修セミナー
地区研修・協議会
地区指導者育成セミナー
RLI

ガバナー補佐
G1 水野　直房 下関東
G2 翁林　武雄 宇部東
G3 藤田　育夫 山口県央
G4 神田忠二郎 徳山東
G5 西本　守利 岩国中央
G6 小川　嘉彦 広島陵北
G7 中村　哲朗 広島西
G8 土肥慎二郎 東広島21
G9 市川　重雄 竹　原
G10 晝田　眞三 福　山
G11 徳永　雅俊 福山赤坂
G12 沖　東洋治 三次中央

74RC
IM

米山記念奨学会委員会
カウンセラー 川妻　二郎

（全般） 浅山　琢也 ②宇部西
長場　　誠 ①広島中央
仲達　吉晴 ③福山南

地区ロータリー財団監査委員会
委員長 前田　　茂 三 次

久笠　信雄 広島城南
大上　　功 呉

IA（インターアクト）委員会
末冨　秀史 ②宇部西
梶田　　滋 ①広島廿日市
藤井　好夫 ③福山北

青少年交換委員会
福田　信二 ②宇　部
大久保雅通 ①広島中央
梶原　正己 ③福山南

RA（ローターアクト）委員会
西村　滋生 ②宇　部
吉川　　惠 ①広島中央
竹内　太甫 ③福　山

社会奉仕委員会（RCC 等）
若林　　功 ②宇部西
前原　恒泰 ①広島中央
廣安　尚典 ③福山南

IT 委員会
藤井　政夫 ②宇　部
柳川　寿子 ①広島中央
森　　晃一 ③福山南

職業奉仕委員会
コンラド・ペーター ②宇部東
松村　公市 ①広島中央
髙橋　　敦 ③福山南

国際奉仕委員会
椙山　健二 ②宇部西
髙田　　隆 ①広島中央
浦上　　修 ③福山東

雑誌［ロータリーの友］委員会
藤里　　隆 ②宇部東
澁谷　紀子 ①広島中央
田頭　和規 ③福山南

ロータリー情報委員会
佐藤　育男 ②宇部西
徳見　泰司 ①広島中央
木村　治雄 ③福山南

青少年奉仕委員会（RYLA）
金子　正己 ②宇　部
嶋本　文雄 ①広島中央
後藤　昇三 ③福山南

奉仕プロジェクト委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（全般・職業奉仕）カウンセラー 南園　義一 （社会奉仕・国際奉仕） カウンセラー 西村　栄時

（青少年奉仕） カウンセラー 金子　　信
（全般） 塔野　　毅 ②宇　部

村上　恒二 ①広島中央
藤岡　一郎 ③福山南

ロータリー財団委員会
カウンセラー 松本茂太郎
委員長 伊賀　訓之 徳山東
ポリオプラス小委員長 榎　　賢志 東広島
補助金小委員長 八百谷俊昭 岩国西
資金推進小委員長 東　日出夫 光
資金管理小委員長 小田　大治 三　 次

川本　晏聖 福山東
倉田　修三 下関東
三宅　浩史 下関中央
松井　　敏 広　 島

VTT 小委員長 三吉　孝治 福山南
奨学金・学友小委員長 松本　治彦 宇部西

山本　　清 呉 南
蔵清　正一 周南西
古澤　宰治 広島中央

RLI タスクフォース
榎　　賢志 東広島
安部　憲明 広島西
久笠　信雄 広島城南
中川　筆之 三　次
田村　邦夫 柳井西
有田　幸一 宇部西

国際ロータリー第2710地区

 2015 -16年度 組織図

月信編集委員会
編集委員長 脇　　和也 　宇　部
副編集委員長 藤井　良康 　宇　部
編集委員 海老　正広 　宇部西
編集委員 松川　正典 　宇部西
編集委員 矢田　真弓 　宇部東

地区事務局
事務局長 網本　昭輝 　宇部西
事務局員 岡崎　由美
事務局員 布施美佐子
事務局員 二井谷遥香

地区大会実行委員会
大会実行委員長 澤本　弘三 　宇部西
大会副実行委員長 青山　澄男 　宇部西
大会幹事長 善甫　廣文 　宇部西
大会幹事 藤谷　邦彦 　宇部西
大会幹事 西村　正彦 　宇　部
大会幹事 梅田　芳直 　宇部東
大会会計長 柳上　政則 　宇部西
担当年度会長 松本　治彦 　宇部西
ホストクラブ 宇部西 RC 　
コホストクラブ
　　 宇部 RC 宇部東 RC 小野田 RC
　　 美祢 RC 萩 RC 萩東 RC

地区大会
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高校生の国際的な交換留学を通して、文化交流による世界理解を深めるプログラムです。
心身ともに健全でロータリーの国際親善大使としてふさわしい高校生多数の応募を願っています。

１. 留学先 アメリカ・フランス・カナダ　その他（希望を考慮します）

２. 派遣期間 2016年8月から1年間

３. 募集人数 4 ～ 5名

４. 派遣先での生活 受入ロータリークラブの会員家族並びに受入ロータリークラブにより選ばれた
家族が滞在期間中のホストファミリーになります。原則として、3 ヶ月ごと
4家族でそれぞれの家族の一員として生活をともにし、高校に通学します。

５. 派遣期間の費用負担 本人の往復航空正規運賃及び渡航手続き、各種保険料、出発前研修費用等の
諸費用及び若干の所持品は自己負担ですが、海外における滞在費と学費は受入側
が負担します。こちらに受入れた学生の費用は日本のロータリーの負担です。

６. 応募資格と条件 以下の資格及び条件を満たしていることが必要です。
ａ）国際ロータリー第2710地区（広島県・山口県）内に居住またはその地区の
高校に在学（又は在学予定）し、1998年4月2日～ 2001年4月1日に生まれた
心身ともに健康な男女。

ｂ）保護者の承認があり、且つ通学する学校長及び区域のロータリークラブ
会長の推薦が得られる者（ロータリアンの子弟でも可）。

ｃ）学業の成績が一定水準以上の者で、海外生活に積極的に参加する意欲のある者。
ｄ）応募者の通学している高校は、原則として来日交換学生を受け入れて頂きます。
ｅ）派遣国の希望には出来るだけ沿うように努力しますが、最終的にはこちら
の決定に従って頂きます。

７. 申込方法 ａ）居住区域内のロータリークラブに応募したい旨ご連絡ください。
ｂ）ロータリークラブより応募の許可を受けた後、必要書類（①青少年交換
派遣申込書②高等学校長推薦状③その他ロータリークラブより要請のあった
書類）を揃え、ロータリークラブへご提出ください。ご提出いただいた書類
は、ロータリークラブを経由して国際ロータリー第2710地区事務局へ提出
されます。

※高等学校長推薦状には必ず校長先生ご本人様のご署名をいただかれます
よう、お願い申し上げます。
※控えとして申請書類のコピーをお取りください。

８. 応募締切 推薦ロータリークラブ経由で、2015年9月30日（水）必着で国際ロータリー
第2710地区事務局へご提出ください。

９. 選考方法 試験内容は、書類選考、英語力テスト、面接（本人及び保護者）で2015年11月8日
（日）を予定。

10. 合格発表 試験終了後2週間以内に推薦ロータリークラブ会長宛に通知します。

11. 研修会の開催 合格者は出発までに数回の研修会に参加する義務があります。

12. 注意事項 合格者は当地区より受入地区に推薦され、相手地区の受入保証を得てはじめて
正式に地区交換学生として決定されます。また、交換学生の派遣ロータリー
クラブは同時に受入学生の受入ロータリークラブになる義務が生じます。

ロータリー青少年交換 長期派遣学生募集要項

国際ロータリー第2710地区　2016-17年度

《収入の部》

科　目 金　額

地区運営関係費 28,800,000

研修関係費 8,640,000

各種委員会奉仕活動費 23,360,000

雑収入 0

RI補助金 2,000,000

ホストクラブ等補助金 0

小　計 ① 62,800,000

ガバナー会連絡会議負担金 640,000

ロータリー文庫運営協力金 960,000

地区大会分担金 19,840,000

小　計 ② 21,440,000

合　計 （①＋②） 84,240,000

《支出の部》

科　目 金　額

地区運営関係費 30,800,000

研修関係費 8,640,000

各種委員会奉仕活動費 23,360,000

小　計 ① 62,800,000

ガバナー会連絡会議負担金 640,000

ロータリー文庫運営協力金 960,000

地区大会分担金 19,840,000

小　計 ② 21,440,000

合　計 （①＋②） 84,240,000

会員数：3,200人で試算

年間 （一人当り） 前　期 後　期

地区運営関係費 9,000 4,500 4,500

研修関係費 2,700 1,350 1,350

各種委員会奉仕活動費 7,300 3,650 3,650

ガバナー会連絡会議負担金 200 100 100

ロータリー文庫運営協力金 300 150 150

地区大会分担金 6,200 6,200 0

合　計 25,700 15,950 9,750

《RI人頭分担金他》

区　分
年　間

一人当り

前　期

7月送金

後　期

1月送金
報 告 先 送 金 先

人頭分担金 55ドル 27.5ドル 27.5ドル

RI日本事務局

三井住友銀行 新宿通支店
（普）6733244
名義：国際ロータリー日本事務局
℡：03-5439-5803

規定審議会分担金 1.5ドル 1.5ドル -

ザ・ロータリアン誌
購読料

24ドル 12ドル 12ドル

ロータリーの友
購読料

2,592円 1,296円 1,296円 ロータリーの友事務所

三井住友銀行 浜松町支店
（普）7450015
名義：一般社団法人ロータリーの友事務所
℡：03-3436-6651

ロータリーの財団
への寄付

RI日本事務局

三井住友銀行 赤羽支店
（普）3978101
名義：公益財団法人ロータリー日本財団
℡：03-5439-5805

ロータリー
米山記念奨学会

ロータリー米山記念奨学会

三井住友銀行 京橋支店
（普）0920373
名義：公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
℡：03-3434-8681

R IUYEC
維持協力金

200円 100円 100円
国際ロータリー
第2710地区事務局

広島銀行 本店営業部
（普）3624081
名義：国際ロータリー第2710地区事務局

会計長 綿田敏孝
℡：082-506-0055

国際ロータリー第2710地区 2015-16年度　地区関係資金 収支予算書
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国際ロータリー第2710地区 2015-16年度　月別 公式訪問予定表  2015年 7月〜12月 

日程 曜日 開　催　行　事 場　所

7/1 ㈬ ガバナー･元･次期ガバナー懇談会 グランドプリンスホテル高輪

7/11 ㈯ ロータリー戦略計画推進セミナー 博多都ホテル

7/12 ㈰ 第1回 諮問委員会　東年度 ホテルグランヴィア広島

7/18 ㈯ 米山研修旅行　19日(日)まで 姫路・神戸

7/26 ㈰ 第1回青少年交換委員会
受入カウンセラー・ホストファミリーオリエンテーション ホテルグランヴィア広島

8/8 ㈯ 第39回IA地区大会　9日(日)まで ホテル西京

8/23 ㈰ 地区指導者育成セミナー　東年度 ホテルグランヴィア広島

8/30 ㈰ 第2回青少年交換委員会
受入学生・帰国学生オリエンテーション、歓迎懇親会 ホテルグランヴィア広島

9/1 ㈫ ガバナー･エレクト研修セミナー（GETS）　2日(水)まで グランドプリンスホテル新高輪

9/3 ㈭ 2016 -17年度の地区研修リーダーのためのセミナー（DTLS） グランドプリンスホテル新高輪

9/12 ㈯ 広島陵北RC 創立25周年記念式典 未定

9/16 ㈬ 下関西RC 創立45周年記念式典 未定

9/25 ㈮ 第4回全国インターアクト研究会　26日(土)まで 京都市国際交流会館

9/27 ㈰ 第1回 ガバナー補佐会議　田原年度 ホテルグランヴィア広島

10/10 ㈯ RA海外研修　12日（月）まで 香港（3450地区）

10/24 ㈯ 地区大会 第1日目 ANAクラウンプラザ宇部

10/25 ㈰ 地区大会 第2日目 渡辺翁記念会館／宇部市文化会館
ANAクラウンプラザ宇部

10/26 ㈪ 地区大会 記念ゴルフ大会 宇部72カントリークラブ　東コース

11/1 ㈰ 松永RC 創立50周年記念式典 福山ニューキャッスルホテル

11/5 ㈭ 呉RC 創立65周年記念式典 未定

11/8 ㈰ 第3回青少年交換委員会、派遣学生選考会 ホテルグランヴィア広島

11/14 ㈯ RYLA 15日(日)まで 萩市

11/15 ㈰ 府中RC 創立50周年記念式典 未定

11/28 ㈯ 徳山セントラルRC 創立20周年記念式典 未定

12月 次期ガバナー＆次期米山奨学委員長合同セミナー　田原年度 メルパルク東京

12/1 ㈫ 財団地域セミナー ホテル グランパシフィック LE DAIBA

12/2 ㈬ メジャードナー午餐会
第2回GETS ホテル グランパシフィック LE DAIBA

12/3 ㈭ 第44回ロータリー研究会　4日(金)まで ホテル グランパシフィック LE DAIBA

12/5 ㈯ 第3回ガバナー補佐会議　東年度 ホテルグランヴィア広島

12/6 ㈰ 第8期RLI-2710 DL研修
第2回ガバナー補佐会議　田原年度 ホテルグランヴィア広島

12/12 ㈯ 呉南RC 創立45周年記念式典 未定

12/20 ㈰ 第4回青少年交換委員会
第1回派遣学生オリエンテーション、クリスマス会 ホテルグランヴィア広島

7月 曜日 グループ クラブ名

7/14 ㈫ 3 防府
7/15 ㈬ 6 広島東
7/16 ㈭ 8 呉
7/17 ㈮ 7 広島南
7/21 ㈫ 4 周南西
7/22 ㈬ 8 呉東
7/23 ㈭ 2 萩
7/24 ㈮ 5 岩国西
7/27 ㈪ 7 広島東南
7/28 ㈫ 1 長門
7/29 ㈬ 4 徳山東
7/30 ㈭ 8 西条
7/31 ㈮ 3 山口南

8月 曜日 グループ クラブ名

8/3 ㈪ 1・3 下関・防府北 18:30
8/4 ㈫ 5 柳井
8/5 ㈬ 1 下関西
8/6 ㈭ 1 下関東

8/11 ㈫ 2 美祢
8/17 ㈪ 11 松永
8/18 ㈫ 9 尾道東
8/19 ㈬ 9 瀬戸田
8/20 ㈭ 6 広島北
8/21 ㈮ 11 福山北
8/24 ㈪ 7 広島中央
8/25 ㈫ 7 広島西南
8/26 ㈬ 6 広島陵北
8/27 ㈭ 7 広島西
8/31 ㈪ 4 光・徳山セントラル 18:30

9月 曜日 グループ クラブ名

9/1 ㈫ 6 広島
9/2 ㈬ 2 宇部東
9/3 ㈭ 12 三次
9/7 ㈪ 11・10 福山赤坂・福山丸之内 19:00
9/8 ㈫ 2 萩東

9/10 ㈭ 8 江田島
9/11 ㈮ 7 広島城南
9/15 ㈫ 9 三原
9/16 ㈬ 9 広島空港
9/17 ㈭ 3 防府南
9/18 ㈮ 1 下関中央
9/24 ㈭ 9 竹原
9/28 ㈪ 12 三次中央
9/29 ㈫ 12 庄原
9/30 ㈬ 12 東城

10月 曜日 グループ クラブ名

10/1 ㈭ 9 因島
10/2 ㈮ 9 尾道
10/5 ㈪ 10 福山・府中 18:30
10/6 ㈫ 8 呉南
10/7 ㈬ 3 山口
10/8 ㈭ 5 柳井西

10/13 ㈫ 12 吉舎
10/19 ㈪ 8 東広島21 18:30
10/20 ㈫ 6 大竹
10/21 ㈬ 1 油谷湾
10/22 ㈭ 6 広島安佐
10/27 ㈫ 2 宇部西
10/28 ㈬ 2 小野田
10/29 ㈭ 5 岩国

11月 曜日 グループ クラブ名

11/4 ㈬ 5 岩国中央
11/5 ㈭ 2 宇部
11/9 ㈪ 7 広島廿日市

11/10 ㈫ 6 広島安芸
11/12 ㈭ 4 徳山
11/17 ㈫ 8 東広島
11/18 ㈬ 10 福山東・福山REC2710※

11/19 ㈭ 11 福山南
11/24 ㈫ 1 下関北

12月 曜日 グループ クラブ名

12/1 ㈫ 3 山口県央
12/8 ㈫ 10 鞆の浦

12/15 ㈫ 11 福山西
※ 正式名称「福山ロータリー E クラブ 2710」

国際ロータリー第2710地区 2015-16年度　地区行事日程  2015年 7月〜12月 
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国際ロータリー
第2710地区 事務局

〒732-0822　広島市南区松原町1-5 ホテルグランヴィア広島6F
TEL：082-506-0055 FAX：082-263-2323 E-mail：info@ri2710.com URL：http://ri2710.com/

文庫
通信

ロータリー文庫

■最近のロータリー情報

［上記申込先：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

ロータリーの目的と人生哲学 上野　　操 2015 2p （D.2580武蔵野分区インターシティ・ミーティング報告書）

日本の職業奉仕観の底流にある思考
ロータリアン二宮尊徳翁 塚原　房樹 2015 1p （D.2510月信）

職業奉仕 2015 7p D.2660（ロータリーの心と実践改訂版）

職業奉仕への私の思い、ロータリーは人づくり 渡辺　好政 2010 28p

『奉仕の理念』が世界を救う
～古典的職業奉仕論を超えて～ 本田　博己 2014 24p

職業奉仕は I Serve 新藤　信之 2014 12p

ロータリーの歴史年表（改訂） 諏訪　昭登 2015 8p

ロータリーの歴史に学ぶ 諏訪　昭登 2015 6p

国際ロータリー認証状から見た日本戦前史 前岡　志郎 2015 70p

　「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。

◆ 半期報告、人頭分担金

RI事務局、RI日本事務局及び米山記念奨学会、地区事務局
への報告や送金は所定通り、確実、速やかにお進めください。

◆ 各種報告書

年度を通じ、研修会登録やアンケート等の提出をお願い
することとなりますが、〆切は厳守でお願いいたします。

◆ 会員増減・出席率報告

月末会員数及び出席率の報告は毎月26日～翌月14日まで
（14日が休日の場合は随時変更あり）に、ホームページ上
よりご報告ください。

◆ 新会員報告

新会員報告は毎月26日～翌月10日の間に、ホームページ上
よりご報告ください。

◆ 訃報届

会員訃報届（エクセルデータ）に入力し、写真データ（JPG
データ）を添えて、至急地区事務局へメールにてご連絡
ください。やむを得ず紙焼きの場合は、裏面にクラブ名
及び氏名を必ず明記し、ご郵送ください。

◆ ロータリークラブ・セントラル

ロータリークラブ・セントラルは、クラブが目標を立て、
達成状況を確認するためのオンラインツールです。クラブ
の状況を随時ご入力いただき、より充実した内容として
ください。

◆ RI 日本事務局

会員の入会、退会、変更（職業分類・会員資格・住所など）
は必ずその都度RI日本事務局へお知らせください。

◆ ロータリーの友、ガバナー月信について

ロータリーの友、ガバナー月信の精読を、例会時に強調
してください。

◆ クラブ週報について

ロータリーの友編集部より、クラブ週報送付の要請が
ありました。現在友編集部へ送付されているクラブに
つきましては、引き続きお願いいたします。送付されて
いないクラブにつきましては、郵送またはメール（hensyu@
rotary-no-tomo.jp）にて、友編集部宛にお願いいたします。
送付間隔は週単位、月単位などクラブで自由に決めて
いただいて結構です。

会 長・幹 事 さん へ の お 願 い
国際ロータリー第2710地区 2015-16年度　ガバナー補佐紹介
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三

翁
お う り ん

林 武
た け お

雄

西
に し も と

本 守
も り と し

利

土
ど ひ

肥 慎
し ん じ ろ う

二郎

徳
と く な が

永 雅
ま さ と し

俊

藤
ふ じ た

田 育
い く お

夫

小
お が わ

川 嘉
よ し ひ こ

彦

市
い ち か わ

川 重
し げ お

雄

沖
おき

 東
と よ じ

洋治

下関東RC

徳山東RC

広島西RC

福山RC

宇部東RC

岩国中央RC

東広島21RC

福山赤坂RC

山口県央RC

広島陵北RC

竹原RC

三次中央RC

［上記申込先：（有）レオパオラ　FAX（042）622-7271］

読みやすい手続要覧 坂本　俊雄 2014 62p



ガバナー月信  2015年 7月号16

2015-16  ROTARY  INTERNATIONAL  District 2710


