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  またグローバル補助金対象事業につきましても、8月末日現在で

①大須ロータリークラブから
　［プロジェクト名］ タイ国チェンマイ県サムスン郡サムンタイ地区メランカム村バン・メランカムスクール向け水と衛生設備
 及び基本的教育と識字率向上支援、チェンライ県における山岳少数民族の子供達のための基本的教育と識
 字率向上支援、ウボンラーチャターニー県シリントーン郡チョンメックバーン・ヒン・スーン族における
 図書館支援

②知立ロータリークラブから
　［プロジェクト名］ タイ国ナコンパトム市エイズ孤児支援

③名古屋瑞穂ロータリークラブから
　［プロジェクト名］ ウガンダ共和国の小学校の一部を教員宿舎に改修

の申請がなされ、その他豊橋ゴールデンロータリークラブからの申請も予定されています。
  また地区世界社会奉仕委員会から
　［プロジェクト名］ ラオス国サワンナケート保健学校の学生寮改築支援

などの申請が出ていて、グローバル補助金対象事業も順調に進んでいます。

  皆様には日頃ロータリー財団に対して大変ご協力ご理解
を賜り厚く御礼申し上げます。
  FUTURE Vision につきましては、2010 ～ 2011 年度新地
区補助金対象事業に対して、52 クラブから申請をいただき、
合計金 1588 万 4 千円（1＄92 円換算）の補助金を各クラブ
に支払わせていただきました。

  尚、新地区補助金を申請されましたクラブから補助金の管理が厳格すぎるのではないかとのご不満の声も聞かれ
ますが、RC 財団としては将来各クラブに調査が入ったことを想定してのお願いであり、お手間を取らせて申し訳
ありませんがご理解ご協力いただきたいと思います。
  また次年度の人事に絡んでの問題点のご指摘も伺っていますが、新地区補助金は全てが 1 年前倒しになっていま
すから、担当委員会の副委員長が次年度の委員長となるなどご配慮を賜りたいと思います。
  新しく始まった制度でさまざまな問題点があると思いますが、ご遠慮なくご指摘いただきたいと思います。各ク
ラブが素晴らしい事業を展開されることを期待しております。

た じま よ しひろ

G O V E R N O R  M E S S A G E
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大澤ガバナーの期より準備をしてまいりました、全世界100地区によるロータ
リー財団未来の夢計画試験地区、新プログラムが今年田嶋ガバナーご指導の
下に順調なスタートを切ることができました。
今回の新プログラムの特徴は従来の縦割り的なロータリー活動を水平的活動
へと進化させたところにあります。全てのロータリークラブ活動に奉仕でき
るプログラムに変わりました。とりわけ人気の高い新地区補助金には52クラ
ブ（62%）の参加をいただきました。補助金委員会のご努力の上に、地区内外の
活動に大きく貢献できたものと感謝いたしております。
また、グローバル補助金への関心も日を追うたびに高まってまいりましたこ
とは、従来にないロータリー活動の進化に大きな期待が寄せられています。
今後は実践したプログラムの成功例をいくつか取り上げ更なるクラブ運営に貢献したいと思います。
また、本年度、水野真紀（津島RC）さんが、当地区初の世界平和フェローとして誕生いたしました。オースト
ラリア・クインズランド大学・ロータリーセンターにて、2年間国際平和の勉強に参加されます。
ホストクラブ・津島ロータリークラブ関係各位の皆様に心より厚く御礼申し上げます。
今年が最後のご負担になります、各クラブ一人1000円寄付、ゲーツ財団と協力しての、2億ドル・ポリオ・プ
ラスチャレンジプログラムにご協力をいただきありがとうございました。

ロータリー財団月間によせて

地区ロータリー財団委員会 委員長　深谷友尋

地区インターアクト委員会 委員長　大河内圭一

インターアクトクラブ（Interact Club、IAC）とは、奉仕と国際理解に貢献する青少年
のための、ロータリークラブ（RC）提唱の世界的団体で、高校に在学中の生徒、または
年齢12～18歳までの青少年が入会できます。Interactという名は「国際的活動」
International Actionを意味します。

毎年11月5日を含む1週間（月曜日から日曜日）を「世界インターアクト週間」として
遵守するように奨励しています。提唱、未提唱クラブを問わず、インターアクトクラ
ブを含めたロータリーの青少年の育成について考える良い機会であると思います。
そして、更なるインターアクトの発展に、皆様のご理解、ご協力が得られることを期
待しています。

世界インターアクト週間（World Interact Week）
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豊田西ローターリークラブ創立40周年記念式典 報告

　2010年8月28日(土)名鉄トヨタホテルに
おきまして、記念式典・祝宴を開催させて
いただきました。当クラブは豊田ロータ
リークラブをスポンサーに、1970年8月24
日創立、1970年9月1日に承認され誕生しま
した。
　今日まで40年間社会奉仕、国際奉仕、財
団への協力等々さまざまな奉仕活動を
行ってきました。
　式典当日は来賓として、鈴木公平豊田市
長をはじめ諸団体の皆様、ロータリー関係
者は田嶋好博ガバナーをはじめとして、斉
藤パストガバナー、杉田ガバナー補佐、地
区役員、豊田･岡崎の各ロータリークラブ
会長・幹事をお迎えし開催しました。
村野力男実行委員長、加納一弘会長挨拶の後、岡田善光実行副委員長が記念事業の発表をして、加納会長よ
り記念事業の目録贈呈を、ロータリー財団・豊田市・豊田市国際交流協会・豊田市内子ども歌舞伎・愛知県交
通安全協会豊田支部へ行ない、あわせて感謝状の授受が行われました。その後、田嶋好博ガバナー、鈴木公
平豊田市長、豊田ロータリークラブ杉浦敏夫会長より祝辞をいただきました。
　祝宴に移りまして、戸軽実行副委員長の開宴の言葉で始まり、杉田雄男ガバナー補佐、斉藤直美パストガ
バナー、渡辺祥二豊田商工会議所会頭の祝辞、古本伸一郎衆議院議員の乾杯の音頭の後、歓談、アトラク
ションを会員・会員婦人共々笑いの中、楽しみました。
　終わりに参加者全員でロータリーソング「手に手つないで」を大合唱し、小幡輝雄実行副委員長の閉宴の
言葉で祝宴を終えました。
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地区大会のお知らせ

大会第1日目： 2010年11月20日（土） ／ 大会第2日目： 2010年11月21日（日）

【 会 場 】 ウェスティンナゴヤキャッスル　【 ホストクラブ 】 あまロータリークラブ

大会プログラム

慶應義塾大学法学部卒業後、野村證券に入社。
同社退社後、3年間の出版社勤務を経てフリーラン
スジャーナリストに。
金融、経済誌に多く寄稿し、気鋭のジャーナリスト
として期待される。BS日テレ「財部ビジネス研究
所」などTVやラジオでも広く活躍中。また、政策シ
ンクタンク「ハーベイロード・ジャパン」を主宰し、
「財政均衡法」などの各種政策提言を行っている。
会員向けレポート「ハーベイロード・ウィーク
リー」では、取材したばかりの現場レポートを提供
し、多くの経営者に好評を得ている。
オフィシャルホームページにて「経営者の輪」、「借
金時計」などを展開中。

第1日目  2010年11月20日（土） 第2日目  2010年11月21日（日）

〈ファミリープログラム〉 11：00～14：15 昼食＆名古屋おどり鑑賞（於 か茂免）

記念講演

財部 誠一

経済ジャーナリスト

13：30 地区指導者育成セミナー 17：20 点鐘 
14：30 地区諮問委員会 
------------------------------------------------- 17：30 RI会長代理歓迎晩餐会受付
15：30 本会議登録受付 18：00 オープニング
16：00 本会議第1日目開会 （高橋誠＆アコースティック・バンド）
 点鐘  閉会挨拶
 国家「君が代」  乾杯
 ロータリーソング「我等の生業」  会食・歓談
 開会のことば 20：00 閉会 
 RI会長代理ご夫妻紹介  
 特別出席者紹介 
 出席クラブ紹介
 主催者挨拶
 RI会長代理挨拶
17：00 大会議事
 報告事項
 審議事項

  8：30 本会議登録受付  大会決議報告
  9：30 本会議第2日目開会  ガバナーエレクト紹介
10：00 点鐘  ガバナーエレクト挨拶
 国家「君が代」  ガバナーノミニー紹介
 ロータリーソング「奉仕の理想」  次年度地区大会ホストクラブ紹介
 物故会員黙祷  次年度地区大会ホストクラブ代表挨拶
 紹介DVD放映 12：30 昼食
 開会のことば  RI会長代理顕彰昼食会
 RI会長代理ご夫妻紹介 13：20 午後の部開会 
 特別出席者紹介  アトラクション
 出席クラブ紹介  「コールロータリー名古屋」
 主催者挨拶 13：40 記念講演・講師紹介
 RI会長代理メッセージ並びに  記念講演　講師：財部 誠一氏
 現況報告  RI会長代理講評
 記念事業発表・目録贈呈 15：30 閉会・点鐘 
11：35 感謝状及び記念品贈呈・表彰 

＊RI会長代理ご夫妻歓迎晩さん会アトラクション
 violinist 高橋 誠（Sei Takahashi）
 

＊午前の部オープニングアトラクション
  9：40 ～ 9：55 名古屋おもてなし武将隊

＊午後の部オープニングアトラクション
 13：20 ～13：40 コールロータリー名古屋

アトラクション

２０日（土）

２1日（日）

◎地区大会 RI会長代理 決定のご報告

来たる１１月２０日（土）・２１日（日）
ウェスティンナゴヤキャッスルにて開催される
2010-11年度RID2760地区大会RI会長
代理が当2760地区パストガバナーの豊島
德三さんに決まりました。

■ロータリー歴  ■経歴
1963年 一宮北ロータリークラブ入会 1955年 慶応義塾大学文学部卒業
 （チャーターメンバー） 1988年 豊島株式会社 代表取締役社長
1966年 国際奉仕委員長 2002年          〃        取締役副会長
1969年 青少年奉仕委員長 2010年 株式会社 喜斎 代表取締役
1970年 国際奉仕委員長
1972年 広報委員長 ■公職
1974年 幹事 中部ニュービジネス協議会　理事
1976年 ロータリー財団委員長 中部マーケティング協会 副会長
1978年 会長
1979年 ロータリー情報委員長
2003年 ガバナー
2005年 愛知万博ロータリー館 館長

〈プロフィール〉



上記申込先：ロータリー文庫（コピー／PDF） 
〒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
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「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。

2010-2011 年度ガバナー月信　個人配信登録方法

贈呈資料から

第 2760 地区ホームページより随時受付中！ 
〈ホームページアドレス〉http://www.rotary2760.org

ここにメールアドレスを入力

送信をクリック

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。

前年度 登録された方は、再登録の必要はありません

◎「ロータリーの本質は職業奉仕の実践にあり」　 2010 1p （D.2580 月信）
 上野操

◎「職業奉仕のいろは」 2010 16p （職業奉仕のすすめ）
 深川純一

◎「東洋の実業倫理とロータリーの職業奉仕」　 2010 21p （職業奉仕のすすめ）
 安平和彦

◎「近江商人について」　 2010 3p （職業奉仕のすすめ）
 塚崎純 他

◎「石門心学とロータリー」　 2010 6p （D.2680 地区大会記録誌）
 石田次郎 他

◎「回首原点 ー ロータリーで元気になろう」 2010 10p （D.2500 地区大会報告書）
 佐古亮尊

◎「今・改めてロータリーを見直す」 2010 10p 
 森田均

◎「［決議 23-34］はロータリアンの『金科玉条』なり」
 古田隆三　 2010 1p （D.2650 月信）

◎「ロータリー簡単図解その 8〈解り易い職業奉仕〉」
 鈴木章夫 2010 1p （D.2520 月信）
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