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ガバナー月信
2010-2011 年度 国際ロータリーのテーマ

国際ロータリー第2760地区

ガバナー 田嶋好博

2010年10月1日発行
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ガバナーメッセージ
た じま

国際ロータリー第2760地区

よしひろ

ガバナー 田嶋 好博

さすがの猛暑も９月２３日の秋分の日を境に終
息し、やっと秋らしくなりましたが、お元気に
ご活躍のことと存じます。
公式訪問も１０月になると週４回が続きます。
これから伺いますクラブの皆様にはどうぞお気軽に迎えていただけましたら幸いです。
今月は米山と職業奉仕月間です。職業奉仕については公式訪問の際お話をさせていただいてい
ますので、米山について述べてみようと思います。
ご承知のように米山記念奨学事業は、ロータリアンの皆様からの寄付金を財源として、日本で
学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、支援する国際奨学事業で、他の奨学事業に比較して最も
高年齢の留学生を対象としていることも一つの特徴だと思います。昨年のロータリー研究会だっ
たと思いますが権哲賢駐日韓国大使が講演され、韓国から反政府活動をしたことで出国命令を
受け、家族一同筑波大学に留学した際、奨学金を受給された経緯を話されました。最初のうち
は反日感情もあって、なぜ日本人から金銭を支給されるのかと反発を覚えたが、世話をされた
佐野東ロータリークラブの皆様と接するうち、自分はこの人達の善意と犠牲によって奨学金を
支給されているのだということに気付き、素直な感謝の気持が芽生え、以来日韓親善に努力す
ることを心に誓ったと誠に感動的な話をされました。
私達が善意と犠牲においてこの制度を支えるのは、留学生達が日本で学んだことを、故国にお
いて日本において実行・発展させ、世界のために役立つことを祈ってのことであります。
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INFORMATION
職業奉仕月間によせて
ロータリーの原点は“職業奉仕”の実践にあり
日頃から皆様方におかれましては“ロータリーの職業奉仕”にご理解とご協力
を賜り感謝しております。そして今月は職業奉仕月間です。
さて、今年度の地区職業奉仕委員会のテーマは「ロータリーの原点は“職業奉
仕”の実践にあり」とさせていただきました。これは今年度の田島ガバナーのガ
バナー方針「クラブに夢と活力を」そのサブタイトルの中に「毎日が職業奉仕」
とのお言葉があります。そのお言葉に沿って、地区職業奉仕委員会のテーマを
決めさせていただきました。
その“毎日が職業奉仕”をしていただけるためには、職業奉仕月間に当地区の
全82クラブのクラブ職業奉仕委員長様による“卓話”並びに“職業奉仕フォーラ
ム”などが重要な取組に成ると考えております。この活動こそがロータリアン皆様の日々の職業奉仕活動にお役に立て
ると思っております。
そのためには8月26日の地区職業奉仕委員長会議の席でもご案内いたしました、プレゼンテーション用パワーポイン
ト及びＤＶＤ映像「真の職業奉仕がロータリーを救うか」等を上手くご活用いただき、クラブに夢と活力がでる職業奉
仕月間にしていただきたいと考えております。
地区職業奉仕委員会では、各クラブでのお困り事の手助けができる委員会を目指して努力しております。また、その
ためには今後とも地区職業奉仕委員会の活動にご理解とご協力を賜り、ご指導いただけますよう宜しくお願い申し上
げます。

第 2760 地区職業奉仕委員会 委員長

國友 昌大（名古屋中ＲＣ）

公式訪問 報告
【開催日】8月23日（月）
【参加クラブ】津島ロータリークラブ・あまロータリークラブ（ホスト）
田嶋好博ガバナー、水野吉紹地区幹事をお迎えし、本年度のあまロー
タリークラブに対するガバナーの公式訪問はまだまだ暑い日の中、８月
２３日に開催されました。
会長幹事懇談会では今年度のクラブ計画書に基づいてご説明し、今後
のクラブ運営のご指導、ご示唆をいただきました。今年度あまロータ
リークラブの「ロータリーを楽しんで、学んで、そして奉仕」のテーマに
対し、
大変勉強になり、
今後のクラブ運営に反映させていただきます。
また、記念すべき日の例会に於いて、新入会員の柴田雄己君に田嶋ガ
バナーよりラベルボタンを胸に付けていただきました。卓話では、クリ
ンギンスミスＲＩ会長のテーマ「地域を育み、大陸をつなぐ」や８つの
強調事項について、分かりやすい説明を受け、また、ＲＩの長期計画に
ついては、今後の地区やクラブの方向性を考えざるをえないように感
じました。ほんとうに有意義な時間を与えていただき、誠にありがとう
ございました。
あまロータリークラブ 会長

岩島 裕芳
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INFORMATION
【開催日】8月25日（水）
【参加クラブ】東知多ロータリークラブ・大府ロータリークラブ・東海ロータリークラブ（ホスト）
田嶋ガバナー、水野地区幹事をお迎えして南尾張分区３クラブの
合同例会を開催しました。例会前には田嶋ガバナー、水野地区幹事と
３クラブの会長、幹事との懇談会が、田嶋ガバナーの暖かい雰囲気の
中、水野地区幹事の進行で行われました。田嶋ガバナーより、世界や
日本のロータリーの現状などの情報をいただき、各クラブの会長、幹
事にとって有意義な会となりました。
その後の例会では、田嶋ガバナーの卓話でプロジェクターを使用
してＲＩ会長テーマについてのお話があり、とても丁寧にご説明い
ただきました。３クラブ約９０名の会員とともに、ロータリーの奉仕
の精神を再認識でき、大変有意義な時間をいただきました。
まだまだ始まったばかりの年度です。これからの事業をしっかり
と進めていきたいと思います。
東海ロータリークラブ 幹事

北川 修一

【開催日】8月30日
（月）
【参加クラブ】名古屋大須ロータリークラブ・名古屋栄ロータリークラブ・名古屋中ロータリークラブ
（ホスト）
例会に先立ち３クラブの会長、幹事と加納PG、西村ガバナー補佐、
長瀬分区幹事、羽田野分区幹事を加えたメンバーで懇談会が開催さ
れました。この懇談会の席上、ガバナー公式訪問前に行われたガバ
ナー補佐訪問のとき、３クラブから出された質問に対し説明があり
ました。
例会における卓話では２０１２−１３年度RI会長に埼玉県八潮
RC会員の田中作次さんが当選され、当地区で理事を選任しようと
した際気づいたことは、今後当地区からRI理事を出そうとすればガ
バナーは少なくとも６０代初めで英語を話せる人を選ぶ必要があ
る。クラブ会長もどんどん若い人にやってもらうことが必要ではな
いかとのお話でした。
また、今年度RI会長レイ・クリンギンスミスさんの方針をご説明
いただいた後、田嶋ガバナーの重点項目である「毎日が職業奉仕」と
「メークアップは例会に出席して」について解説していただきまし
た。特にビジターとして行った例会では人との出会い、貴重な経験
など記憶に残るものが多々あり、それがロータリーに対する想いの
糧となり活性化に繋がるので是非年一度くらいは出かけてくださ
い。とのことでした。
名古屋中ロータリークラブ 幹事

梶田 知

9 月以降の公式訪問の報告は、随時地区ホームページに掲載いたします。
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INFORMATION
委員長会議 報告
地区新世代委員長会議
９月７日（火）キャッスルプラザホテルにて地区クラブ新世代
委員長会議が田嶋ガバナー、斎藤パストガバナー、尾﨑ガバ
ナー補佐出席のもと地区内８２クラブの新世代委員長の参加
を頂き開催いたしました。まず、田嶋ガバナーより４月の規定
審議会においてＲＩが新世代奉仕を第５の奉仕とすることが
決議され、標準ＲＣ定款第５条に追加された紹介、また当地区
の新世代関連委員会の組織改定（青少年交換委員会を国際奉
仕より新世代への変更）を説明がありました。
続いて基調講演を元ＲＩ青少年奉仕支援Ｇアジア担当エリ

基調講演

ア・コーディネーター海沼美智子（東京恵比寿ＲＣ）さんに

海沼美智子講師

『RIの新世代奉仕一般について』のテーマでお話をいただきました。
（卓話内容のＰＰは地区ＨＰに掲載をいたします）
その後、インターアクト、ローターアクト、ＲＹＬＡ、青少年交換の各委員長よりそれぞれの委員会の活動報告がござ
いました。
（個々の委員会の活動報告は随時地区ＨＰの委員会活動欄に掲載をいたします）
あっという間の３時間の会議でした。
地区幹事

地区インターアクト委員会

地区RYLA委員会

大河内委員長

地区ローターアクト委員会

犬束委員長

地区青少年交換委員会
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INFORMATION
地区内職業奉仕委員長会議
８月２６日（木）名鉄ニューグランドホテルにて地区内職業奉仕員会を田嶋好博ガバナー、杉田雄男ガバナー補佐、柴
田幸男地区副幹事出席のもと地区内８２クラブの職業奉仕委員長の参加をいただき開催いたしました。
田嶋ガバナーのご挨拶のあと、國友昌大職業奉仕委員長より、今年度のテーマは「ロータリーの原点は“職業奉仕”の実
践にあり」と決めました。ガバナー方針の「毎日が職業奉仕」＝「職業奉仕の実践」＝「ロータリーの原点」と考え、この方
針を基にしてどのような活動が実践できるかを目的として委員長会議を開催したとの説明がありました。
その後、２８６０地区パストガバナー深川純一講師より「永遠の課題・職業倫理パート２」と題し、故佐藤千寿先生への
追憶も込めて、実例やご自身の体験を交えながら、職業倫理の重要性について素晴しいお話しがあり、会議の後半は１
１のグループに分かれ職業奉仕月間における各クラブの例会の企画内容について情報交換が行われ、活発に意見が交
わされ、最後に委員会の太田達夫、佐藤正延両アドバイザーからまとめの話がありました。
これからの職業奉仕の実践に向かって、とても実り多い会議であったことを報告させていただきます。
地区職業奉仕委員会 副委員長

村井 總一郎

地区世界平和フェローシップ委員会
当地区の第1号であるロータリー平和フェローに水野ショー真希
さんが選ばれました。
彼女は来年2月よりオーストラリヤのクイーズランド大学に2ヶ
年間留学します。その際ロータリーによる留学のオリエンテー
ションが必修なので、急遽ブーダンより4泊6日の予定で帰国しま
した。ホストロータリークラブである津島ＲＣの歓迎例会や晩餐
会に出席し、同日田嶋ガバナー水野地区幹事への表敬訪問など多
忙なスケジュウールを一日で消化しました。翌9月４日はハイ
アットリージェンシー東京で開催された2750地区との合同オリ
エンテーションに出席し6日に帰国しました。
津島ＲＣの住田会長と水野さんの父上が同級生であることが分
かり当日の晩餐会は大変盛り上りました。偶然とはいえブーダンで同じＮＰＯで活動している水野さんの友人もＩＣ
Ｕに平和フェローで留学が決定し、今回東京で再会できました。ロータリーの輪は巣晴らしと痛感しました。11月の地
区大会にはブータンより再度帰国し２７６０地区の会員皆様に紹介できると思います。
世界平和フェローシップ委員長
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文庫通信
277 号
「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２万３千点を収集・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いたします。

贈呈資料から
◎「広報（Public Relations）とは…」

2010

田岡久雄

45p

【申込先】日本事務局／ FAX (03)3903-3781

◎「ロータリーマジック 違いをもたらそう」
江崎柳節

2010

197p

【申込先】江崎柳節／ FAX (0568)77-0239

◎「日本 RC 認証順位一覧」

2010

前岡志郎

56p

【申込先】ロータリー文庫

◎「ロータリーの心と実践」

2010

90p

（D.2660）

【申込先】D.2660 ／ FAX (06)6264-2661

◎「我等の生業」

2010

行田さくら RC

87p

【申込先】行田さくら RC ／ FAX (048)564-3020

◎「マレーシア・ボルネオ島・サラワク州植林支援活動報告書」
上田東 RC

2010

28p

【申込先】上田東 RC ／ FAX (0268)21-3501

◎「心学の祖 梅岩に学ぶ職業奉仕 真実かどうか？〈DVD〉
」2010
亀岡 RC

【申込先】亀岡 RC ／ FAX (0771)25-2151

◎「ロータリー情報マニュアル 第 3 版」

2010

786p （D.2650）

【申込先】渕上勝夫／ FAX (0779)87-2560

◎「新作講談『日本ロータリー創始者・米山梅吉翁一代記』〈DVD〉」2010
室井馬琴（講談） さいたま新都心 RC

【申込先】ロータリー文庫

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

2010-2011 年度ガバナー月信

個人配信登録方法

第 2760 地区ホームページより随時受付中！

ここにメールアドレスを入力

〈ホームページアドレス〉http://www.rotary2760.org
① 第 2760 地区ホームページを開き、左メニューのガバナー月信をクリックします。
② メルマガ登録という部分に、自分のメールアドレスを入力後、送信して登録完了です。
ご登録された方には、月初めに月信のリンクされたメールが送信されます。
ダウンロードの方法は URL をクリックするだけで自動的に PDF データが入手されます。

送信をクリック

前年度 登録された方は、再登録の必要はありません
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会員数及び出席報告 （平成 22 年 8月末）
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