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　2021年７月１日付けで、国際ロータリー第2710
地区2021-22年度ガバナーに就任致しました広島
西南ロータリークラブに所属しております杉川で
す。どうぞ宜しくお願い致します。
　2019年暮れに中国・武漢で発生した新型コロナ
ウイルスにより、世界中が大惨禍に見舞われ、こ
の原稿を書いている時点では（2021.5.25）第４波
の感染蔓延が続いており、全く予断の許さない状
況です。ガバナーに就任させて頂く前には、幾つ
かのセミナーを受講させて頂き、地区役員やクラ
ブ会長エレクトにPETS（会長エレクト＆地区
チーム研修セミナー）や地区研修・協議会で、方
針等をお伝えさせて頂く事となっております。
2020年９月と11月に予定されていましたGETS

（ガバナーエレクト研修セミナー）は２回ともバー
チャルでの受講を余儀なくされ、また、2021年２
月に米国での開催が予定されていました国際協議
会もバーチャルでの開催となってしまいました。
それを受けての2021年３月に開催させて頂いた
PETSも４月に開催させて頂いた地区研修・協議
会もバーチャルでの開催とさせて頂きました。こ
の中で、少しでも明るい話題は、例年５月頃に開
催されています「ガバナーエレクトを囲む会」を、
今年は少しでも早い時期に開催したいという思い
で、比較的コロナ感染が収まっていた２月から３
月の間に開催させて頂けた事でございます。感染
状況を注視しながら、各ガバナー補佐エレクトの
皆様方には感染予防をしっかりと施した会場を
セットして頂き、本当に有難うございました。ク
ラブ会長エレクトの皆様方と直接お会い出来、短
い時間では有りましたが、お話を伺う事も出来て、

大変有意義な時間となりました。
　７月に入りましたが、次はまた第５波が来るの
ではないかとも言われていますし、全く先が見え
ない状況での船出となりました。しかし、その中
で、世界中のロータリアンが今その立場で出来る
ことをしようと行動を始めています。今、私たち
のすべきことは、自分が置かれている立場の中で、

「みんなのために何が出来るか？」「未来のために
何が出来るか？」を考え行動することだと思いま
す。今こそ、ロータリー活動の原点に立ち戻り、
世界のみんなのために、世界の未来のためになる
行動をしていきましょう！！
　コロナ禍で世界中大変な状況になっており、人
種差別による事件も多発しています。こんな時だ
からこそ、日本は多様性を認め合う社会になって
いかないといけないと思います。女性、高齢者だ
けに留まらず、障がい者、外国人等多様性を認め
合い、一緒に支え合っていかないといけない。そ
れが上手く出来ないと、超高齢化社会を迎える日
本は成り立たなくなるのではないかとの危機感を
強く持っています。2021年に東京オリンピック･
パラリンピックが開催出来るかどうか分かりませ
んが、どちらにせよ厳しい経済社会環境となって
いきそうですから、ダイバーシティ理解を事業の
柱にしていかないといけません。コロナワクチン
開発などにおいても、国境を越え世界が一つに
なって未来のために頑張って行くべきです。
　RIも新しい行動計画の中で「参加者の基盤を
広げる」を優先事項に掲げています。現在の会員
の中には、女性・外国人・障がい者のメンバーも
増えてきています。これからのロータリアンは多

ご挨拶

杉川　聡国際ロータリー第2710地区
2021-22年度ガバナー

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER
2021-22  ROTARY  INTERNATIONAL  District  2710

2 GOVERNOR’S MONTHLY LETTER



様性を受入れ、相互理解を深めていく事が重要だ
と思います。職業人を中心とした活動体である
ロータリークラブは、社会に率先してダイバーシ
ティ対応をし、「みんなのため、未来のため」に
SDGsを意識して職業奉仕・社会奉仕を実践して
いきましょう。
　また、今回のコロナ禍を一つの好機と捉え、「み
んなのためになるかどうか」と問いながら、DX
を推進し、各クラブ運営の見直しを実施して頂き
たいと思います。地区運営につきましても、「各
クラブのためになるかどうか」を強く意識しなが
ら組織改革に努めて参ります。コロナ禍の一年間
となりそうですが、皆様の先頭に立って前だけを
向いてロータリー活動に専念して参ります。何卒、
ご理解ご協力をお願い申し上げます。

■ガバナー信条
　「みんなのためになるかどうか。

未来のためになるかどうか。」　
～多様性を受け入れ、相互理解を深めよう！！～

■重点運営方針
・クラブ運営の積極的支援：クラブに今以上に

役立つ「地区」になるために、現在の運営内
容（地区委員会の在り方、行事の在り方、組
織）等を見直す。

・会員基盤の強化：会員数の増加と会員数の維
持・退会防止には柔軟な対応。

・クラブのDX（デジタルトランスフォーメー
ション）の推進支援：Zoomなどを活用し、
例会や会議などの対応力強化。

・ロータリー奉仕デー推進支援、他団体との連携
・ロータリークラブとローターアクトクラブ間

の協力強化。
・ダイバーシティの理解を深める卓話の実施

2021-22年度ガバナー略歴

 氏　　　名  杉
すぎ

川
かわ

　聡
さとし

 所属クラブ   広 島 西 南
ロータリー
クラブ

 生 年 月 日  1957年10月８日

 職 業 分 類  ビルメンテナンス業

 学　　　歴   慶応義塾大学商学部卒業、
広島大学大学院経済学博士
課程前期修了

 職　　　歴  
 1980年４月 広島信用金庫入庫
 1980年10月 （株）第一ビルサービス入社
 1985年６月～現在 （株）第一ビルサービス社長

 主　公　職  
 2001年５月～現在  （公社）広島西法人会常任理事
 2009年４月～現在 広島経済同友会常任幹事
 2013年５月～現在  （公社）広島ビルメンテナンス

協会　代表理事　会長
 2019年５月～現在  （公社）広島西法人会　常任

理事　副会長
 2019年９月～現在  （公社）全国ビルメンテナンス

協会　理事中国地区本部長

 ロータリー歴 
 1997年10月７日
    広島西南ロータリークラブ

入会
 2006-07年度並びに2013-14年度
   広島西南ロータリークラブ

幹事
 2015-16年度  広島西南ロータリークラブ

会長
 ベネファクター
 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（５回）
 第２回マルチプル米山功労者
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　人のために世話をし、奉仕することが最良の生
き方。なぜなら、その経験を通じて誰かの人生だ
けでなく、自分の人生を豊かにできるのだから
……。国際ロータリーの次期会長であるシェカー
ル・メータ氏はこう述べ、 奉仕プロジェクトへの
参加を会員に呼びかけました。2021-22年度の会
長テーマは「奉仕しよう  みんなの人生を豊かに
するために」です。ロータリーでの奉仕プロジェ
クトへの参加を通じて自身が人間として成長した
ことに触れたメータ氏は、その経験を通じて他の
人のニーズに目を向けるようになったと述べまし
た。クラブ入会後まもなく、メータ氏はインドの
僻村を支援するプロジェクトに参加しました。そ
こで村人たちの状況を目にしたことで、奉仕への
決意が固まりました。「同胞たちが抱える苦境を
真に理解しました」とメータ氏は語ります。「ロー
タリーが私の心に火をつけました。自分の身の回
りを超えたところに目を向け、人類全体を考える
ようになりました」とメータ氏。「奉仕が私の生
き方となったのです。多くの方々と同じように、

“奉仕とは、自分がこの地上に占める空間に対し
て支払う家賃である”という信条を持つようにな
りました」
　メータ氏は、リーダー達に自らが模範となって
導き、測定可能・持続可能なインパクトをもたら
す奉仕プロジェクトへの会員の参加意欲を引きだ
すよう呼びかけました。また、各クラブが「ロー
タリー奉仕デー」を実施することを求めました。

「ガバナーとしての役目が終わるとき、皆さんは、
ご自身のリーダーシップ、ご自身がロータリアン
とローターアクターに与えたインスピレーション

のおかげで、会員による奉仕を通じて世界が前よ
りもよくなったと感じるはずです。」 多様性と会
員基盤の向上に焦点を当てるメータ氏は、2021-
22年度には会員が女子のエンパワメントに力を注
ぎ、教育、リソース、奉仕、機会など、未来の女
性リーダーの成功に必要な手段を与えてほしいと
述べました。その上で、多様性、公平さ、開放性
に対するロータリーの信念を会員が活動の指針と
することが大切であると語りました。「世界各地
で女子は多くの問題に直面しており、リーダーで
ある皆さんは、こうした女子が抱える問題にロー
タリーが取り組み、それを和らげるように導くこ
とができます。」
　奉仕を通じて大きなインパクトをもたらすに
は、ロータリーの会員基盤を広げる必要がある、
とメータ氏。全世界の会員数は、過去20年間、約
120万人のまま横ばいです。このため、2022年７
月１日までに130万人に増やすことを目指して地
区で率先して活動するよう呼びかけました。メー
タ氏の「Each One， Bring One」（みんなが一人
を入会させよう）は、今後17カ月間、全会員がロー
タリーに一人を入会させることを求めるイニシア
チブです。会員基盤を広げながら、ポリオ根絶活
動、新型コロナウイルスとの闘い、地域社会への
奉仕を続けていくのは野心的な目標であることを
認めた上で、「だからこそ皆さんの意欲が駆り立
てられるでしょう。」 「挑戦に立ち向かうのがロー
タリアンだからです。」と語られました。

2021年国際協議会テーマ講演より、杉川ガバナー
エレクト抜粋

2021-22年度RI会長テーマ

Serve to Change Lives
奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために

シェカール・メータ2021-22年度国際ロータリー会長
カルカッタ・マハナガルRC（インド）
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　新型コロナウィルスは変異を重ねながら、全世
界に爆発的な感染の拡がりを見せ、政治、経済を
はじめ社会全体にそして私たちの生活スタイル（文
化）に大きな影響をもたらしています。ワクチン
の接種が速やかに実施され、一日も早い感染の沈
静化を願うばかりです。
　コロナ禍で出発した杉川年度、その第一歩である
国際協議会そして会長エレクト＆地区チーム研修セ
ミナー、地区研修・協議会などもリモート会議とな
り、各クラブにおいても従来型の活動が大きく制約
され、将来のロータリー活動に不安を抱くロータリ
アンも多いのではないかと拝察しています。
　ロータリーの創始者ポール・ハリスは、ロータ
リーについて次のように語っています。
　「仕事や経営に緊張と多忙の日々を過ごす中、
ロータリーでは気を許しあった仲間と奉仕を語り、
人生を語る。仲間やクラブや住民のために知恵と
汗と時間と多少のお金を出し、様々な奉仕事業に
夢中で取り組む。なにより、そんな仲間との時間
を楽しいと思う。それがロータリアンだ。
　なぜ、私達はロータリーが好きなのか？ロータ
リアンの重み、喜び、魅力、誇りとは？ロータリ
アンとして譲れない核心とは？
　本来なら出会えない異業種の会員が、ロータリー
の志を共にする仲間となって睦み集う＜親睦の喜
び＞､ 仕事やロータリアンとしての在り方を＜学ぶ
喜び＞､ あらゆる機会で社会に貢献する＜奉仕の喜
び＞､ それらを楽しいと思う少年少女のような＜純
真さ＞､ 自らを『我・道義の職業人たらんと律し、
自らを多少なりとも立派な人間であると思う＜自尊
心＞。ロータリーは人生を豊かにする。』」
　そして、1930年には、その前年に発生した世界恐
慌の嵐の中､ ロータリー創立25周年シカゴ大会にお
いては、「ロータリーを見つめ直そう。ロータリー
を精査・検証しよう。ロータリーは、その適切な使
命を実現するために、常に進化していかなければな

らない。時には、革命すら必要である。」と述べ不
易流行の精神をロータリー活動の活性化に求めて
います。
　杉川聡ガバナーは、「みんなのためになるかどう
か。未来のためになるかどうか。～多様性を受け
入れ、相互理解を深めよう！！～」をガバナー信条
として掲げられ、ロータリーの原点に立ち戻り、世
界のみんなのために、世界の未来のためになる行動
をして行こうと呼びかけられています。杉川ガバ
ナーの職業観とロータリーの不易である中核的価
値観（奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシッ
プ）が合致して発せられた信条と推察しています。
　コロナ禍は、大きな社会変動を加速させ、貧困
や格差、差別の問題等を浮き彫りにしています。
地域社会のリーダーとして活躍するロータリアン
には､ 職場において､ またロータリー活動におい
てもダイバーシティの理解が必要不可欠です。そ
して、企業活動に対してもSDGsの理解と実践が強
く求められています。
　ロータリーは、ロータリアン同士の親睦を基盤に、
立派なロータリアンを育てながら、価値ある奉仕を
通じて、社会に貢献する世界的な団体です。即ち、ロー
タリーの根幹は人作りにあると言えます。
　シェカール・メータRI会長も、「奉仕しよう　み
んなの人生を豊かにするために」をテーマに掲げ、
積極的な奉仕活動（＝人作り）を呼びかけています。
　皆様には、杉川ガバナーの意をしっかりと受け
止め、有意義なロータリー活動を展開して頂くこ
とを期待しています。
　なお、本年９月11日（土）、地区クラブ活性化ワー
クショップが広島コンベンションホールで開催され
る予定です。コロナ禍でRLIを休止せざるを得なかっ
たことから、その代わりに実施される予定ですので､
多くの皆様のご参加をお待ちしています。
　杉川年度、共に豊かな人生を送ることができた
と言い合えるロータリー活動を行いましょう。

地区研修リーダー挨拶

藤中　秀幸2021-22年度国際ロータリー第2710地区
地区研修リーダー
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　2020-21年度は、コロナ禍の為、例年通り実施
できないことが多く、皆様にはご迷惑をおかけし
ました。私の年度の「不易流行」のテーマについ
ては、コロナ対応で各クラブとも時代に即応する

「流行」にせざるを得ませんでした。
　私は、公式訪問について変更し、合同例会をお
願いしました。下関では、５クラブ合同でした。
RIも複数のクラブでの公式訪問を容認していま
す。東京では、13クラブ合同の例もありましたか
ら安心しました。
　しかし、２クラブ合同が良いと思います。杉川
年度は、そうされています。最終的には、ガバナー
はガバナー補佐のクラブへ公式訪問するという形

　本年度杉川ガバナーの下で代表幹事を務めます
広島西南ロータリークラブの佐々木でございます。
　広島西南ロータリークラブは本年度創立35周年
を迎えます。この記念すべき年に当クラブから初
めてのガバナーが誕生いたします。
　地区のロータリアンの皆様のご協力、ご支援を
頂きながら、ガバナー補佐、地区委員会の皆様と
ともに、活力ある地区を目指し、素晴らしい年度
となるよう運営してまいりたいと思います。何卒
よろしくお願いいたします。
　一向に衰えを見せない新型コロナ禍は、私たち
のロータリー活動にも大きく影響を与えておりま
す。地区においても「会長エレクト研修セミナー
＆地区チーム研修セミナー」や「地区研修・協議
会」など主要な会議は全てウェブ会議となりRLI
も中止となりました。
　クラブの会長、執行部の皆さんに次年度へ向けて
充分な情報交換、研修が行えなかったことは、誠に

が望ましいと思います。他のクラブへは、ガバナー
補佐に行ってもらうという形です。
　私は、「楽しくなくては、ロータリーではない」
をテーマにしましたので、地区大会の懇親会を盛
大に行うことにしましたが、結局、コロナ禍で実
施できませんでした。地区大会を引き受けるのに
一番の問題は、懇親会の会場です。どこのクラブ
でも実施できるとなると「懇親会は行わない」と
いう形です。今後の地区大会の在り方に１つの提
案です。杉川年度以降、検討されると思います。
ただ、私は、「懇親会大賛成」です。
　杉川年度の無事な航海を祈念します。

残念であり、関係各位にご迷惑をおかけしました。
　このような状況下にあっても、シェカール メー
タRI会長は「奉仕しよう　みんなの人生を豊かに
するために」とテーマを掲げ、各ロータリアンに積
極的に奉仕活動を展開するように求めています。
　また、杉川ガバナーも、運営方針として「みん
なのためになるかどうか。未来のためになるかど
うか」と掲げ、ロータリーの原点に立ち戻り、み
んなのためにそして未来のためになる行動をしよ
うと呼びかけています。
　そしてコロナ禍にあっても、私たちはロータリー
として、今何が出来るのか考え、可能な限りのロー
タリー活動を進めていこう、と訴えております。
　これから公式訪問、地区大会、IM、ヒュース
トン国際大会等、多くの行事が予定されていま
す。一日も早く新型コロナ禍が収束し、皆様とと
もにこれら行事が滞りなく実施出来ることを願っ
ております。一年間よろしくお願いいたします。

直前ガバナー挨拶

地区代表幹事挨拶

脇　正典

佐々木　宏

国際ロータリー第2710地区
2020-21年度ガバナー

国際ロータリー第2710地区
2021-22年地区度代表幹事
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　ガバナーの杉川でございます。2020-21年度の
皆様方に御礼を申し上げさせて頂きます。先ず
もって、脇直前ガバナーを始めとする地区チーム
の皆様方、コロナ禍での地区運営、本当に大変お
疲れ様でございました。
　2020年３月に予定されていたPETS、４月に予
定されていた地区研修・協議会は、コロナ禍の影
響で急遽開催中止とされて資料配布に変更され、
10月に予定されていた地区大会も2021年５月に延
期され、バーチャル開催とされました。運営準備
をされる際に、会員の安全確保を第一に、感染状
況を把握しながら、その都度の判断は困難を極め、
大変難易度の高い運営であったのであろうと思っ
ております。本当にご苦労様でございました。
　RIクナーク会長のスローガンは「ロータリー
は機会の扉を開く」でございましたが、コロナ禍
の影響で、奉仕の機会、リーダーシップの機会、
世界を旅する機会、新しい会員を受け入れる機会
も制限され、大変歯がゆい１年であったのであろ
うと思います。
　しかし、そんな中でございましたが、脇直前ガ
バナーは「不易流行」～楽しくなければロータリー

でない～をガバナー信条とされ、精力的な活動を
展開されました。
　脇直前ガバナーの言われる「不易」はロータリー
が決して変えてはならない事、その第一は職業奉
仕と言われました。常に自己の職業に最善を尽く
し、これにより高貴なる精神・品格が培われ、人
生いかに生きるべきかの方針が決まっていくとい
う事です。次に、変えてはならないことは、「ロー
タリーの原点は親睦と奉仕」という事です。「流行」
については、「信念と勇気を持って、地区やクラ
ブの戦略を変えて行く時期が来ている。RIの基
本に反しない限り、大いに挑戦してみて下さい。」
と、おっしゃられました。
　ガバナー公式訪問ではこれらのガバナー方針を
精力的にクラブメンバーに伝えられ、各クラブも
それを受けて、コロナ禍では最大限の活動をされ
たのであろうと思います。コロナ禍で、出来なく
なった事も沢山有りましたが、それ以上に記憶に
残る一年であったろうと思います。脇直前ガバ
ナー及び地区役員の皆様、本当にご苦労様でした。
心より感謝申し上げ、御礼の言葉とさせて頂きま
す。

脇直前ガバナー及び
地区役員の皆さまへの御礼

杉川　聡国際ロータリー第2710地区
2021-22年度ガバナー
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ＲＩ会長
シェカール・メータ　　　　　Calcutta-Mahanagar RC

国際大会推進委員会
委員長 吉原　久司

地区諮問委員会
PG　元RI理事 松本　卓臣 福山
PG 天野　　肇 福山
PG 西村　栄時 岩国西
PG 新田　　薫 山口南
PG 松本茂太郎 福山
PG 永冨　　稔 下関東
PG 金子　　信 萩
PG 諏訪　昭登 広島西
PG 岡田　幹矢 周南西
PG 前田　　茂 三次
PG 田村　泰三 柳井
PG 大之木精二 呉
PG 金子　克也 福山南
PG 東　　良輝 宇部西
PG 田原　榮一 広島中央
PG 藤中　秀幸 岩国中央
PG 吉原　久司 尾道
PG 晝田　眞三 福山
PG 脇　　正典 防府
GE 石川　良興 徳山
GN 井内　康輝 広島南

地区研修委員会
委員長 藤中　秀幸
副委員長 室﨑　雅宣 広島西南

ガバナー補佐
G1 倉田　修三 下関東
G2 田村　繁晴 美祢
G3 山本　和郎 山口県央
G4 髙田　愼二 徳山セントラル
G5 上田　文雄 岩国
G6 山坂　哲郎 広島北
G7 温泉川梅代 広島東南
G8 水口　太郎 江田島
G9 中川　康子 竹原
G10 木村　雅昭 福山
G11 塩川　裕樹 福山西
G12 増田　茂典 三次

72RC
ＩＭ

地区大会実行委員会
大会実行委員長 曽里　　裕 広島西南
大会副実行委員長 徳納　武使 広島西南
大会幹事 児玉　栄威 広島西南
大会副幹事 新藤幸次郎 広島西南
交通観光・宿泊委員会委員長 小野　　誠 広島西南
ホストクラブ 広島西南RC
コホストクラブ 広島西RC

広島廿日市RC

月信編集委員会
編集委員長 白築　忠治 広島西南
副編集委員長 宮﨑　　真 広島西南
編集委員 山國　　豊 広島西南
編集委員 長野　　宏 広島西南
編集委員 漆原　健夫 広島西南

地区幹事
代表幹事 佐々木　宏 広島西南
副代表幹事 室﨑　雅宣 広島西南
副代表幹事 山下　哲夫 広島西南
副代表幹事 梶本　尚揮 広島西南
副代表幹事 岡本　倫明 広島西南
副代表幹事 白築　忠治 広島西南
地区会計長 岩田　智博 広島西南
地区幹事 杉本　清英 広島西南
地区幹事 宮﨑　　真 広島西南
地区幹事 田中　朋博 広島西南
地区幹事 遠崎　秀一 広島西南
地区幹事 橋本　幸範 広島西南
地区幹事 佐藤　克則 広島西南
地区幹事 佐古　雄司 広島西南
地区幹事 渡邊　英晶 広島廿日市
地区幹事 寺本　真司 広島西南
地区幹事 三宅陽一郎 広島西南
地区幹事 水谷　耕平 広島西南
地区幹事 上杉　昌幸 広島廿日市
地区幹事 田中　健志 広島西

地区事務局
事務局長 杉本　清英 広島西南
事務局員 岡崎　由美
事務局員 布施美佐子
事務局員 三原　生美

地区財務委員会
カウンセラー 前田　　茂

岩田　智博 ②広島西南
三上　　忠 ①徳山
中村　明人 ③防府

ＲＬＩ委員会
委員長 中川　筆之 三次

地区会計
会計長 岩田　智博

ＰＥＴＳ
地区チーム研修セミナー

地区研修・協議会

地区研修リーダー
藤中　秀幸

ガバナーエレクト
石川　良興

次期研修リーダー地区表彰　選考委　員会
委員長 吉原　久司
委　員 晝田　眞三
委　員 脇　　正典
委　員 石川　良興

地区拡大委員会
委員長 吉原　久司
委　員 晝田　眞三
委　員 脇　　正典

危機管理委員会
カウンセラー 晝田　眞三
委員長 脇　　正典
委　員 杉川　　聡
委　員 石川　良興
委　員 井内　康輝
委　員 危機管理規定による

ガバナー指名委員会
委員長 田原　榮一
委　員 藤中　秀幸
委　員 吉原　久司
委　員 晝田　眞三
委　員 脇　　正典

審議会委員会
委員長 田村　泰三
副委員長 前田　茂
委　員 大之木精二 戦略計画委員会

委員長 藤中　秀幸
副委員長 田原　榮一
委　員 吉原　久司
委　員 晝田　眞三
委　員 脇　　正典
委　員 石川　良興
委　員 井内　康輝

地区事務局運営委員会
委員長 金子　　信
委　員 藤中　秀幸
委　員 吉原　久司
委　員 杉川　　聡
委　員 石川　良興
委　員 井内　康輝
委　員 事務局運営規定による

米山学友会
会　長 福山　　周

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

ＲＩ理事
辰野　克彦　　　　　　東京西RC

クラブ管理運営委員会
カウンセラー 脇　　正典

（全般） 山下　哲夫 ②広島西南
河野　正幸 ①徳山
水津　信之 ③防府

公共イメージ委員会
カウンセラー 吉原　久司

（全般） 田中　朋博 ②広島西南
髙田　愼二 ①徳山セントラル
片岡　謙一 ③防府

会員増強委員会
カウンセラー 西村　栄時

（全般） 佐藤　克則 ②広島西南
海田　和幸 ①光
久保　浩通 ③防府

ロータリー財団委員会
カウンセラー 藤中　秀幸
委員長 山本　　清 呉南
ポリオプラス小委員長 川本　晏聖 福山東
資金推進小委員長 三宅　浩史 下関中央
補助金小委員長 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
資金管理小委員長 古澤　宰治 広島中央

蔵清　正一 周南西
藤本　政昭 尾道
神原　宏尚 福山
白石　民彦 防府
佐藤　二郎 広島西南
明山　晃映 三次
赤松　泰城 徳山

米山記念奨学会委員会
カウンセラー 金子　克也
委員長 澤田　健規 防府
副委員長 清水　秀樹 尾道
委　員 長場　　誠 広島中央
委　員 西本　守利 岩国中央
委　員 藤木　賞之 福山
委　員 岡本　俊雄 広島西南
委　員 堀　　信明 徳山

ロータリー財団監査委員会
カウンセラー 田村　泰三

森本　洋一 岩国中央

奉仕プロジェクト委員会
（全般） カウンセラー 晝田　眞三

岡本　倫明 ②広島西南 岡崎　昌子 ①徳山
加藤　　稔 ③防府

ＩＴ委員会
遠崎　秀一 ②広島西南
赤穴　　治 ①徳山セントラル
片岡　謙一 ③防府

ロータリー情報委員会
梶本　尚揮 ②広島西南
龍角　信夫 ①光
河村　高志 ③防府

職業奉仕委員会
佐古　雄司 ②広島西南
山田　正敏 ①徳山東
桝野　正明 ③防府

社会奉仕委員会
渡邊　英晶 ②広島廿日市
加茂　　孝 ①徳山東
村重　浩三 ③防府

国際奉仕委員会
寺本　真司 ②広島西南
平村　紀夫 ①周南西
齋藤　兼三 ③防府

青少年奉仕委員会
三宅 陽一郎 ②広島西南
中野　　譲 ①徳山
西村　健治 ③防府

ローターアクト委員会
水谷　耕平 ②広島西南
柏田　裕之 ①徳山
松永　雅紀 ③防府北

インターアクト委員会
上杉　昌幸 ②広島廿日市
松村　佳成 ①徳山
田中　康一 ③防府南

青少年交換委員会
委員長 田中　健志 広島西
委　員 河田　将人 福山
委　員 岩城　　淳 防府
委　員 守政　和浩 徳山

雑誌［ロータリーの友］委員会
橋本　幸範 ②広島西南
戸倉　茂雄 ①徳山
東　　佳範 ③防府

がん予防推進委員会
カウンセラー 田原　榮一
委員長 杉山　知行 防府 委　員 児玉　哲郎 広島中央
事務局 藤村　欣吾 広島中央 委　員 下瀬　省二 呉
委　員 林　　弘人 下関 委　員 松尾　恵輔 三原
委　員 篠崎　文彦 宇部西 委　員 井上　文之 福山
委　員 津田　廣文 徳山セントラル 委　員 髙橋　　敦 福山南
委　員 藤本　俊文 岩国西 委　員 堀川　正城 三次中央
委　員 廣川　　裕 広島東

ガバナー　　　　　
　　杉川　聡　　　　　　広島西南RC　　　　　

国際ロータリー第2710地区　2021-22年度組織図

地区会計監査
東　　良輝
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国際ロータリー第2710地区
2022-23年度青少年交換プログラムの中止について

Let’s try it !

例題にチャレンジ！
ロータリーの綱領
�ロータリーの綱領は、 　　①　　 これを育成し、特に次の各項を鼓吹育成することにある。
第１　奉仕の 　　②　　 を広めること。
第２　 　　③　　 あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深めること。そしてロー

タリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するためにその業務を品位あらしめること。
第３　 ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活及び社会生活に常に 　　④　　 を適用すること。
第４　 　　⑤　　 に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と

親善と平和を推進すること。
（わかりやすいロータリー参照）

　今年度の「ガバナー月信」では、より多くの地区会員の皆様に読んでいただけ
るよう、またロータリーに関する理解を深めていただけるよう、新たにクイズコー
ナーを企画いたします。
　杉川ガバナーのもと抽選を行い、当選された会員の方には素敵なプレゼントを
ご用意しております。　次号より募集を行いますので、どうぞご期待ください。
　応募方法等の詳細については、次号をご覧ください。

　現在、皆様ご存知の通り世界中が新型コロナウイルスの影響でただならぬ状況となってお
ります。2710地区においても学生の安全を第一に、刻々と変化する国内外の情報を確認し
ながら2022-23年度青少年交換プログラム実施について協議を重ねてまいりました。
　そのような中で、2021年３月20日に、ホルガー・クナークRI会長より「コロナ流行とウ
イルス変異株が今後どうなるのかが不確かであり、また感染対策が一貫しておらず、世界的
にワクチン入手状況が不均衡であることから、理事会は、2022年６月30日まで青少年交換
プログラムを一時停止とすることを決定いたしました。」との発表がありました。
　この一時停止の意味は、2021-22年度青少年交換プログラムを指しており、2022-23年
度のプログラムに関して中止を意味するものではないととらえていますが、コロナ禍におい
て、派遣先の国や海外からの受け入れに対し、安全を確認できるものは何も無く、安心して
実施できないと判断し、2022-23年度青少年交換プログラムを中止することといたしまし
た。このような状況下、大変残念ではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上
げます。

国際ロータリー第2710地区青少年委員会　

答え：�①有益な事業の基礎として、奉仕の理想を鼓吹し　②機会として知り合い　③事業及び専門職務の道徳的水準を高めること。
④奉仕の理想　⑤奉仕の理想

予 告

クイズコーナーが始まります！
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国際ロータリー第2710地区　2021-22年度

地区負担金　明細表
年間

（一人当り） 前期 後期

（1）地区関係負担金
地区運営関係費 10,000 5,000 5,000
研修関係費 3,000 1,500 1,500
各種委員会奉仕活動費 6,400 3,200 3,200
地区大会分担金 6,300 6,300

（2）ロータリー関係負担金
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
RIJYEM（国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構）
維持協力負担金 200 100 100

合　　計 26,400 16,350 10,050
【注】
地区運営関係費、研修関係費、各種委員会奉仕活動費、ガバナー会連絡会議負担金、ロータリー文庫運営協力金、RIJYEM 維持協力
負担金については、前期は 7 月 1 日現在の会員数、後期は 1 月 1 日現在の会員数により計算する。地区大会分担金については 7 月
1 日現在の会員数により計算する。

地区関係資金　収支予算書（案）
収入の部 支出の部

科目 金額 科目 金額
（1）地区関係負担金 （1）地区関係負担金

地区運営関係費 31,000,000 地区運営関係費 32,500,000
研修関係費 9,300,000 研修関係費 9,300,000
各種委員会奉仕活動費 19,840,000 各種委員会奉仕活動費 19,840,000
地区大会分担金 19,530,000 地区大会分担金 19,530,000
RI補助金 1,500,000

小　　計① 81,170,000 小　　計① 81,170,000
（2）ロータリー関係負担金 （2）ロータリー関係負担金

ガバナー会連絡会議負担金 620,000 ガバナー会連絡会議負担金 620,000
ロータリー文庫運営協力金 930,000 ロータリー文庫運営協力金 930,000
RIJYEM（国際ロータリー
日本青少年交換多地区合同
機構）維持協力負担金

620,000
RIJYEM（国際ロータリー 
日本青少年交換多地区合同 
機構）維持協力負担金

620,000

小　　計② 2,170,000 小　計② 2,170,000
合　　計（①＋②） 83,340,000 合　計（①＋②） 83,340,000

会員数：3,100 人で試算
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2021-22年度　公式訪問予定表

7月
日 曜 G クラブ名
13 火 1 長門
14 水 6 広島東
15 木 2 萩
16 金 3 山口南

19 月
10 福山
10 福山丸之内

21 水 5 岩国中央
26 月 7 広島中央
27 火 2 美祢

29 木
4 徳山 合

同4 周南西
８月

日 曜 G クラブ名
2 月 7 広島東南
3 火 2 宇部西

4 水
6 広島陵北 合

同6 広島安佐
5 木 9 因島
6 金 7 広島城南
10 火 12 吉舎
12 木 6 広島北
17 火 12 庄原
18 水 2 小野田
19 木 11 福山南
20 金 7 広島南

23 月
4 光
4 徳山セントラル

24 火 9 三原

25 水
8 呉 合

同8 呉東

29 日
10 府中 合

同10 鞆の浦

30 月
11 松永 合

同11 福山赤坂
31 火 6 広島

９月
日 曜 G クラブ名
1 水 3 山口
2 木 8 西条

3 金
1 下関中央 合

同1 下関東
6 月 12 三次中央
7 火 2 萩東

8 水
1 下関

合
同1 下関西

1 下関北
9 木 12 三次

10 金
11 福山北 合

同11 福山西
14 火 6 大竹

15 水
10 福山東

10 夜 福山REC2710

16 木
9 広島空港 合

同9 竹原

17 金
9 尾道 合

同9 尾道東
21 火 3 山口県央
28 火 6 広島安芸
29 水 4 徳山東

30 木
3 防府

合
同3 防府南

3 防府北

10 月
日 曜 G クラブ名

5 火
8 呉南 合

同8 江田島
6 水 12 東城

7 木
5 岩国 合

同5 岩国西

12 火
8 東広島
8 東広島 21

20 水
5 柳井 合

同5 柳井西

21 木
2 宇部 合

同2 宇部東
11 月

日 曜 G クラブ名

25 木
7 広島西

合
同7 広島西南

7 広島廿日市
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国際ロータリー第2710地区　主要行事日程（2021年７月～ 12月）

日程 曜日 開　催　行　事 場所
2021/ 7/ 1 （木） 第 1 回ガバナー会議 Zoom
2021/ 7/ 1 （木） ガバナー・元・次期ガバナー懇談会 Zoom
2021/ 7/ 3 （土） RI 第 3 地域戦略計画推進セミナー 対面 +Zoom
2021/ 7/ 4 （日） 全国青少年交換委員長・危機管理委員長 合同会議 Zoom
2021/ 7/ 8 （木） 第 1 回諮問委員会 Zoom
2021/ 7/ 9 （金） 広島安芸 RC 創立 30 周年記念式典　 ホテルグランヴィア広島
2021/ 7/11 （日） 第 1 回ローターアクト地区協議会 未定　担当：広島中央 RAC
2021/ 8/ 7 （土） インターアクト地区大会　8/8（日）まで　＜中止＞ 未定　担当：柳井商工高等学校 IAC
2021/ 8/10 （火） 米山学校説明会 ホテルグランヴィア広島
2021/ 9/ 9 （木） 広島西南 RC 創立 35 周年記念式典 ANA クラウンプラザホテル広島 3F
2021/ 9/11 （土） 地区クラブ活性化ワークショップ 広島コンベンションホール
2021/ 9/13 （月） 第 1 回ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）　9/14（水）まで グランドプリンスホテル高輪
2021/ 9/15 （水） 2022-23 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
2021/ 9/22 （水） 第 2 回諮問委員会 ホテルグランヴィア広島
2021/ 9/25 （土） 福山丸之内 RC 創立 25 周年記念式典 福山ニューキャッスルホテル
2021/10/ 2 （土） 第 1 回ガバナー補佐会議　石川年度 ホテルグランヴィア広島
2021/10/ 9 （土） 福山赤坂 RC 創立 25 周年記念式典 福山ニューキャッスルホテル

2021/10/17 （日） 第 2710 地区 地区大会 広島国際会議場
ハイブリッドまたは動画配信

2021/10/23 （土） 東広島 21RC 創立 20 周年記念式典 グランラセーレ東広島
2021/11/12 （金） 下関中央 RC 創立 25 周年記念式典 未定
2021/11/14 （日） 米山カウンセラー研修会 ホテルグランヴィア広島
2021/11/14 （日） 米山面接官オリエンテーション ホテルグランヴィア広島
2021/11/28 （日） 第 5 回ガバナー補佐会議　杉川年度 ホテルグランヴィア広島
2021/12/ 5 （日） ロータリー財団地域セミナー 東京都内
2021/12/ 6 （月） 第 2 回ガバナーエレクト研修セミナー（GETS） 東京都内
2021/12/ 6 （月） ガバナーノミニー研修セミナー（GNTS） 東京都内
2021/12/ 6 （月） 審議会代表議員研修 東京都内
2021/12/ 6 （月） メジャードナー午餐会 ホテルオークラ東京
2021/12/ 6 （月） 第 2 回ガバナー会議 ホテルオークラ東京
2021/12/ 6 （月） RI 会長ご夫妻・TRF 管理委員長歓迎晩餐会 ホテルオークラ東京
2021/12/ 7 （火） 第 50 回ロータリー研究会　12/8（水）まで メルパルクホール
2021/12/11 （土） 第 2 回ガバナー補佐会議　石川年度 ホテルグランヴィア広島
2021/12/12 （日） 全国青少年交換委員長・危機管理委員長 合同会議 対面 +Zoom
2021/12/15 （水） 第 3 回諮問委員会 ホテルグランヴィア広島
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2021-22年度　ガバナー補佐
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※正式名称：福山ロータリー Eクラブ2710

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER
2021-22  ROTARY  INTERNATIONAL  District  2710

14 GOVERNOR’S MONTHLY LETTER



|  GOVERNOR’ S MONTHLY LETTER |

月信発刊にあたって

2021－22年度　国際ロータリー第2710地区�
ガバナー月信編集委員会　委員長　白築　忠治
　杉川ガバナーは傍らに月信をおいて、「多くのロータリアンの皆様に
読んでいただきたい」との思いから、意欲的に取り組んでおられます。
　2021－22年度のガバナー月信は、杉川ガバナーの熱い思いを地区内の
ロータリアンの皆様にお届けできるよう発刊します。紙媒体での配布で完投を目指しま
すが、コロナ禍の先行きが見えない状況が続いていることから、変更せざるを得ない場
合もありうることを申し添えておきます。
　巻頭特集として、「ダイバーシティ理解を深めよう！～ガバナーとめぐる“多様性”」
と題して、杉川ガバナーとダイバーシティ理解を実践しておられる“行動人”との対談
記事を８月号から６月号の計11回掲載します。
　ガバナー補佐の皆様にご協力いただき、グループ全体と各クラブの紹介記事を掲載し
ます。ガバナー補佐の皆様のご協力に感謝いたします。
　また、クイズコーナーを設けます。多数の参加をお願いします。
　この１年間、月信編集委員会と地区事務局のメンバーで月信の編集発刊に精励いたし
ますので、よろしくお願いします。

ガバナー月信編集委員会　副委員長　宮㟢　真
　この度、白築委員長のもと副委員長の任を拝命しました広島西南ロータリークラブの
宮㟢です。今回のガバナー月信の目玉でもある「ガバナー対談」の日程調整などお世話
をさせていただきます。ガバナー補佐の皆様から推薦された方へ直接メールや電話等で
お願いをさせていただきます。たいへんお忙しい皆様で恐縮ではありますが、ロータリー
の活動を広める良い機会ですので、どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。
　また地区事務局の皆様には、１年間何かとご迷惑をお掛けすることとは思いますが、
何卒サポートいただきますようお願い申し上げます。

＜月信編集委員会と地区事務局のメンバー＞
編集委員長　　白築　忠治　　　　事務局長　杉本　清英
副編集委員長　宮㟢　　真　　　　事務局員　岡崎　由美
編集委員　　　山國　　豊　　　　事務局員　布施　美佐子
編集委員　　　長野　　宏　　　　事務局員　三原　生美
編集委員　　　漆原　健夫
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〒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/

国際ロータリー
第2710地区 事務局


