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熱田神宮内の清水社と清水社横の湧水

祭神は罔象女神（みずはのめがみ）で
水を司る神です。社殿裏に湧水があり、
俗に「お清水さま」と呼ばれています。
目や肌がきれいになるという信仰があ
ります。

清水社 ( しみずしゃ )

※掲載されている写真等の無断転載はご遠慮ください。
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　皆さんこんにちは。 既に１ヶ月が経過しました。スタートは上手くできたと確信しており
ます。　

　ロータリーを発展させる為にはどうしたら良いでしょうか。

　ロータリーは元々奉仕をする、世界で良いことをしようと思っている職業人の集まりです。
志は一緒だと思います。その様な人達の集まりの会に活気をもってもらうには、やはり会員
が皆しっかりした役割をもち、いつも話し声や、笑い声が聞こえる会になったらと思います。
海で美味しい魚介類や海草を収穫しようと思えば、海に注ぎ込む川の上流に落葉樹の森を作
りなさい。そうすれば降った雨が落ち葉と土壌菌が合作した腐葉土を通り色々なエキス（ミ
ネラル）を含み川に流れ込み、やがて栄養満点の水が海に注ぎ込まれ、そこに棲息する魚介
類や、海草を育み、美味しい天の恵みが頂けるということです。東北地方のあるカキ養殖を
している人が山でせっせと植林をしている姿がテレビで放映されましたが、なるほどと思い
ました。ロータリアンも活躍する場が多くあり、多くの情報（ロータリー活動の為のエキス）
が入れば、ロータリーに対する考え方に味がつき、楽しさが増し、結果奉仕活動という世界
の人達が待ち望んでいる美味しい実をつけるのではないでしょうか。ロータリーも、例会場
や色々な集まりで、何時も話し声や、笑い声が聞こえるようにすれば、きっと人が集まる
と思います。縁日のお店でも人だかりがしていると、ついつい覗いてみたくなるのが人情で
す。本年度のゲイリーホアンＲＩ会長が国際協議会のワークショップの講演の中で「ロータ
リーを楽しもう」を強調していました。しかも、「ロータリーアンばかりではなくロータリー
ファミリー、一般の人達にも参加をしてもらいロータリアンが楽しんでいる姿をみせ、一緒
に楽しむことによってロータリーを理解してもらいましょう」と言っておりました。それが
クラブ単位、地区単位、国単位で行うロータリーデーであります。ロータリーデーを盛り上
げ、参加者全員が笑顔で笑い声を発すれば、「美味しい魚介類・海草を育てようとするならば、
川の上流に落葉樹の森を作りましょう」と同じ効果がきっとあると思います。

会長・幹事・会員の皆さん集まりましょう・語りましょう・楽しみましょう。

Let’s share our mind to all participant.

ガバナーメッセージ

ガバナー 近藤 雄亮

第１回ワールド・フード＋ふれ愛フェスタ…参加者の様子
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会員増強及び拡大月間

　「拡大は増強の最大の武器」と言われていますが、本当でしょうか。

１９８０年からの２０年間、日本のロータリークラブは７７５クラブ増加（２２８７
クラブ）、会員も３９，４４１人増加（１２３，４２９人）しました。会員は、
１９９６年１３０，９５７人と日本ロータリー史上最多人数を記録し、２００４年
にはクラブ数も２３３７クラブと史上最多クラブとなりました。しかしながら、
２０１３年会員数８８，３５１人（－４２，６０６人）、クラブ数２，２８８（－４９）
クラブと減少してしまいました。

　あまりにも急いだ拡大の成功とそれに続く会員の急増加は、一部の心ある会員の警告通りの結果を招きました。
残されたものは、日本のロータリーアンの拡大増強への自信喪失です。そして１９９６年からの１０年、クラブ数
は１０９クラブ増加していますが、会員数は２９，３７８人減っています。つまり、「拡大は増強の最大の武器」で
はないのです。時を同じくして、地区毎の出席率はゆっくり低下してゆきます。出席率９０％未満の地区は次第に
増え、３４地区中３０地区へと拡がりました。

　無理な拡大はクラブ基盤を傷つけ、会員の熱意を消し、ロータリーそのものをむしばんできたように思えます。
拡大は無理せず急がず育てましょう。急ぐべきはクラブ基盤の強化です。そしてブランド力を高め、強いクラブ
を作るべきです。

　ところで、拡大に対して私たちはどう向き合うべきでしょうか？それを考える月間が８月です。ガバナーだけに
任せず、クラブ会長を中心に久しぶりに新しいクラブを作ることを考えてみましょう。

（数字は「ロータリーの友」より引用）

８月は毎年恒例の会員増強及び拡大月間です。ロータリーの会員数･クラブ数
ともバブル崩壊後は残念ながら、クラブ数はともかく会員数は減少に一向に歯
止めが効きません。毎年の様に重点テーマとしてＲＩ、地区、クラブで取り上
げられています。特に３年未満の会員の退会が多いのが現状です。折角ロータ
リーとのご縁が出来たのにもかかわらず、充分理解されないまま退会される方
が多いのも現状です。増強と共に退会防止に取り組む事が結果として会員増強
に繋がるのではないでしょうか？

　そんな意味で８月は会員自身がロータリーの良さを改めて知り、３年未満の会員との交流を積極的に取り組む
月でもあると思います。

会員増強、拡大に特効薬はありません。日頃からの会員同志の交流を密にする事が大切ではないでしょうか。

　各クラブ毎に多くの取り組みがなされていますが、我が半田南ロータリークラブは恒例となりましたバーベ
キュー家族例会を今年度はロータリーデーとして、クラブ間の交流とロータリーとの関わりのある方をお迎えし
た交流を企画しています。それぞれのクラブで地道な活動をして行くしかありません。

　今年度は景気も上向いています。この機会に何とかプラスに転じたいと思います。増強委員会としても成果を
上げているクラブの事例等をお伝えして参ります。ご尽力をお願いします。

「拡大月間に寄せて」

「会員増強月間によせて」

地区拡大委員会　委員長　斎藤 直美

地区会員増強委員会　委員長　石川勝彦
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ガバナー活動報告

大村愛知県知事を表敬訪問

榊
原
半
田
市
長
を
表
敬
訪
問

中部経済新聞  　2014 年 7 月 10 日㈭  掲載

2014 年
７月５日 ㈯ 掲載

中部経済新聞を表敬訪問

中日新聞社を表敬訪問
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ガバナー活動報告

 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2014-2015 

ガバナー 近藤 雄亮
 
〒 名古屋市中区錦 豊島ビル 階

２０１４年７月 日

国際ロータリー第２７６０地区

ロータリークラブ会長 各位

国際ロータリー第２７６０地区

ガバナー 近藤 雄亮

地区指名委員長 松前 憲典

国際ロータリー第２７６０地区

年度ガバナー候補の推薦について

当地区は、ガバナーノミニーの選出に、国際ロータリー細則第１３条に定める指名委員会

手続による方法を採用しています。

ガバナーノミニーは、同条の規定により、ガバナーとして就任する７月１日の直前 カ月前

から カ月前までの間に選出することになっています。

よって、ガバナーは各クラブに対し、 年度のガバナー候補を１名、 年９月 日

金 までに、地区指名委員会まで推薦されることを要請します。

別紙「ガバナーノミニー候補推薦書」を下記ガバナー事務所（地区指名委員会）宛に送付し

て下さい。

 
記

ガバナーノミニー候補推薦書

〆切日：２０１４年９月２６日（金）１７時

送付先：〒 名古屋市中区錦二丁目 番 号 豊島ビル 階

国際ロータリー第２７６０地区ガバナー事務所

地区指名委員会

委員長 松前憲典

副委員長 千田 毅

委員 大澤輝秀

委員 田嶋好博

委員 田中正規

以上  
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ガバナー活動報告

以下のとおり、主催者　近藤雄亮ガバナーご出席のもと、2014-2015 年度地区ロータリー財団セミナーを滞りな
く開催する事が出来ました。皆様のご協力、誠に有難うございました。

　今年度Ｒ財団セミナーの特色は、地区内の地区補助金に基づく実施全プロジェクトのダイジェスト版を上映し
皆様にご紹介が出来たこと（地区ＩＴ委員会　尾本委員長のご協力に感謝）。ポリオ撲滅エンドゲームの最新情
報を江崎 RRFC に、世界でも数少ないロータリー平和フェローの水野真紀さんに、ご講演頂けたこと。VTT、グロー
バル補助金に基づく活動報告をして頂けたことなど、R 財団に関わる生の活動に関する情報を発信する事が出来
ました。今後とも、ロータリー財団の活動にご理解とご協力を深めて頂ける様に努力して参ります。今後ともご
指導ご鞭撻を宜しくお願い致します。

開催日時 ：2014 年 7 月 11 日（金）12:45 ～ 17:00 
開催場所 ：名鉄グランドホテル 
参加クラブ ：81 クラブ（欠席：3 クラブ） 
参加人員 ：218 名 
配布資料 ：補助金制度ハンドブック、財団寄付額一覧表（2013-14 年度）、ロータリーカード・クラブ別 
 　保有一覧表、新ベネファクター・メジャードナー・AKS・PHS クラブ別数一覧表ほか

主なセミナー内容：

・2013-14 年度地区補助金に基づく全プロジェクト実施事業紹介スライド上映

・講演「ポリオ撲滅エンドゲーム戦略計画」 Ｒ財団地域コーディネーター　江崎柳節 氏

・講演「世界平和への道　現場（いま）と未来」 ロータリー平和フェロー　水野真紀 氏

・報告「2013-14 年度ＶＴＴ活動報告」 名古屋市立大学　消化器外科教授　竹山廣光 氏

・報告「グローバル補助金プロジェクト中間報告」 名古屋東ＲＣ　本多　満 氏

・本年度Ｒ財団事業目標および事業計画発表  ロータリー財団委員会　各 委員長

以上

ロータリー財団セミナー 報告
ロータリー財団委員会　委員長　鈴木文勝



─  7  ─

ロータ
リーデー

拝啓　酷暑の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素はロータリー活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　　さて、ＰＥＴＳ、地区研修・協議会等でもご協力のお願いをしております「ＷＦＦ（ワールドフード＋ふれ
愛フェスタ）を今年度地区の主要行事の一つとして実施致します。会場は名古屋栄・久屋大通公園で 2014 年
11 月１・2・3 日開催する予定です。

　　今年度は、ＲＩ会長より『ロータリーデー』に参加して、ロータリーを輝かせて下さい、と要請がありまし
た。当地区としましては、この 3 日間のＷＦＦを通じ、地域社会・一般の人びとに、ロータリーを紹介し、楽し
みながらロータリーを理解してもらう『地区ロータリーデー』といたしました。

　　また、最終日の 11 月３日（祝月）を特別に、『日本のロータリーの日－ Japan Rotary Day in Aichi-』と位置
付けました。12-13 年度ＲＩ会長田中作次様・ＲＩ理事北清治様をはじめ、全国からここ愛知県に来ていただく
予定です。

　　貴クラブの会員・ファミリーの方など多くの皆様に会場まで足を運んでいただき、ご参加・ご支援の程、
お願い申し上げます。

　第 2760 地区の全クラブのご協力を何卒お願い申し上げます。

敬具

　 ＲＩ会長の黄其光氏は、2014-2015 年度ＲＩテーマを「ロータリーに輝きを　Light 
Up Rotary」と掲げられました。その説明の中で孔子の次の言葉を引用されておりま
す。「まず自分の行いを正しくし、次に家庭を整え、次に国家を治めてこそ、天下が
平和となる。」そして、「ロータリアンは、『超我の奉仕』の理念によって自らを律し
ますが、奉仕において高い目標を掲げるためには、ロータリー自体に対する手入れ
を怠らず、ロータリーファミリーを拡大していくことが必要です」と述べ、「ロータリー
に輝きを」もたらす多くの事例を語りました。そしてクラブで、地区で、国で、ロー
タリーデーを開催するよう要請しています。

　第 2760 地区近藤雄亮ガバナー、ＷＦＦ（ワールドフード + ふれ愛フェスタ）実行委員会のご理解ご協力をい
ただきまして、Japan Rotary Day in Aichiを開催する運びとなりました。名古屋市内の中心地で、「第2回ワールドフー
ド + ふれ愛フェスタ」を開催する予定で、2014 年 11 月 1 ～ 3 日までの 3 日間を「地区のロータリーの日」、3 日
を特別に「日本のロータリーの日」と位置付けました。カナダ領事館他 6 か国の後援を得て、世界各地の料理を
はじめ多彩な内容で計画されております（『友』1 月号横組み P14 ～ 16 に第 1 回の様子を掲載）。

　大規模な Fundraising（活動資金集め）イベントの収益金で、カンボジアの水事業活動が行われます。5 万人を超
える参加者が見込まれており、一般市民を巻き込んだイベントで、ロータリーの認知度と公共イメージを高めます。

第 2770 地区（埼玉県南東）2004-05 年度ガバナー

　これは「ロータリーの友 7 月号」北 RI 理事メッセージの抜粋ですが、近藤ガバナーへ、「Japan Rotary Day in 
Aichi」として期待とエールをいつも送ってくださっています。

2014-15年度ＷＦＦ（地区ロータリーデー）について

ロータリーに輝きを　Japan Rotary Day in Aichi

国際ロータリー第 2760 地区　　ガバナー　近藤 雄亮／地区幹事　髙須 洋志

2013-15 年度国際ロータリー理事　北  清治（浦和東ＲＣ）
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ロータ
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今年度の地区方針にそって来る１１月１日～３日の３連休に栄・久屋大通り公園で「第 2 回ワールドフード・ふ
れ愛フェスタ」チャリティーイベントとして実施致します。今回のイベントの収益金は、地区国際奉仕委員会の計
画である「カンボジアでの水事業資金及び教育資金」に充てると共に、「エンドポリオ」にも当てる計画でございます。

今回のイベントは、RI の優先目標である「ロータリーの公共イメージと認知度の向上」、「ポリオ・プラス」
があります。この計画に沿った地区挙げてのイベントは珍しく、日本のロータリーの中では始めての試みで御
座います。これらのイベントを通じ広く一般の方にロータリークラブに対する理解を深めていただき、ロータリー
の活動、素晴らしさを知っていただき、一人でも多くの方々のロータリーへの参加を促進するためを目的とし
て地区各委員会が集まり協力しながら進めています。

当地区では、この開催期間を「地区ロータリーデー」と定め、第 2760 地区が一体感を持って広報活動を推
進したいと考えています。また、この期間の最終日 (11 月 3 日 ) を「日本のロータリーの日―Japan Rotary Day 
in Aichi」として開催いたします。このジャパンデーは、RI からの要請であり、当日は、日本各地区のガバナー
始め、役員の方々が参加され、我々のイベントを視察される予定でございます。この様に、今回のイベントは、
全国のロータリアンが大変注目し、今後のロータリー活動のあり方のひとつとして位置付けされ、各地のイベ
ントのモデルケースになろうとしています。

これらのイベントを通じ「ロータリーの公共イメージと認知度の向上」が計られることにより、今後の会員
増強のための戦略の一つであると考えております。

会員の皆様におかれましては上記事情にご理解とご賛同賜りまして、是非とも当イベントの実行委員会が発行
します協賛チケット（2,000 円：1,600 円分の会場での利用クーポン券）をおひとり様２枚以上の枚数をご購入頂き、
ご家族、お知り合いの方々にプレゼントされ会場に足を運んで頂き、奉仕活動を体験して頂きたいと思います。

また、ロータリアン企業の協賛も合わせて募集いたしますので、是非、多くのご参加をお願します。
この様なイベントを成功させるためには、ロータリアン一人ひとりのご協力が不可欠で御座いますので、是非、

これらのことをご理解いただきご協力をお願い致します。
追伸）チケットの申し込みは各ＲＣで取りまとめていただき「ワールドフード＋ふれ愛フェスタ実行委員会」

へ Fax にてお申し込み下さい。

「第2回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」ご協力のお願い

ワールドフード・ふれ愛フェスタ実行委員会　実行委員長　篭橋 美久

2,000 円協賛チケット申込み受付　Fax No: 052-201-1670
下記チケット申込書にご記入の上、お申込み下さい。
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第2回

カンボジアの子どもたちに命の水を、笑顔の未来を
ロータリークラブはさまざまなテーマで
奉仕活動に取り組んでいます。「ワールド・
フード＋ふれ愛フェスタ」の収益金は
すべて奉仕活動に使われます。
今回の収益金は、「カンボジアの水事業・
教育事業」と「ポリオ撲滅」支援基金と
いたします。

広告協賛募集のご案内

第2回「ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」
広告協賛申込書

１０：00～１７：00まで時 間
名古屋・栄 久屋大通公園
もちの木広場、希望の広場（噴水広場）

（名古屋テレビ塔下から広小路通りまで）

場 所

主 催 国際ロータリー第2760地区ワールドフード＋ふれ愛フェスタ実行委員会

後 援 名古屋市、中華人民共和国駐名古屋総領事館、在名古屋大韓民国総領事館、在名古屋カナダ領事館、
在名古屋ブラジル総領事館、在名古屋ペルー共和国総領事館、 在名古屋カンボジア王国名誉領事館

※昨年は、シェムリアップ近郊の農村に簡易水道
　施設を建設しました。

お問い合わせ先：WFF実行委員会事務局（ＲＩ第２７６０地区ガバナー事務所） メールアドレス：governor14-15@rotary2760.org

H P http://www.rotary2760.org/wff/
協 賛 国際ロータリー第2760地区（愛知県）全ロータリークラブ

期 間 2014/11/1 3土 月 祝～ の3日間

ご参加を希望される方は、下記の必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。

ご記入頂いた個人情報に関しては、個人情報保護方針に基づき適切に管理されます。お預かりする個人情報は、当実行委員会からのご案内・ご連絡など、
業務上必要な範囲で活用させていただきます。法令に基づく開示要請を除き、あなたの同意なしに個人情報を他社へ開示転売などを行うことはありません。
お申し込みをもって、ご同意頂いたと見なします。また、お申し出を頂いたときには、あなたの個人情報を削除いたします。

個人情報の
取扱いついて

※協賛いただいた企業様は、WFFホームページに協賛企業として平成27年6月30日まで掲載させていただきます。

お申し込み先 FAX: 052-201-1670
「ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」実行委員会 担当： 地区職業奉仕委員会 委員長 早川和男

お問い合わせ先 メールアドレス： governor14-15@rotary2760.org

［お申し込み締切日: 2014年9月10日］

御社名（団体名）

ご住所

T E L

下記コースに協賛いたします。

□ Aコース
　 （社名ロゴ）

　 ［10万円］（税込）

□ Cコース
　 （社名テキスト）

　 ［3万円］（税込）

□ Bコース
　 （社名テキスト）

　 ［6万円］（税込）

ふりがな

ふりがな

ご担当者名

メールアドレス
または携帯番号

御社ホームページ
URL

所属ロータリー
クラブ

〒   　　-

※A～Cコースの3種類の中からご指定のコースに□を入れてください。

りそな銀行 名古屋支店  
■ 口座番号：普通 ２６９４２４２  
■ 口座名義：国際ロータリー第2760地区 広報委員会 委員長 篭橋美久
 （コウホウイインカイ）

お 振り込み先 協賛いただいた企業様は、WFFホームページに協賛企業として
平成27年6月30日まで掲載させていただきます。

ロータリーでは、ポリオ撲滅という最大のチャレンジを
成し遂げるために、世界各地の会員とサポーターが
力を合わせて活動しています。

11月1日～3日は、国際ロータリー第2760地区のロータリーデーです。
11月3日は、ジャパンロータリーデーとして公式行事を催します。

「ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」広告協賛募集のご案内



─  10  ─



─  11  ─

ロータリーコーディネーター
ニュース

-８ 月号 -

第２ゾーンＲＣ金杉　誠 
( 文責、及び質問は金杉 Makoto.Kanasugi@ysl.co.jp まで )

ＲＩ戦略計画とコーディネーターの責務
この度、日本の３ゾーンのコーディネーターとアドバイザーで共通のニュー
スレターを配信する事とし、ガバナー会においてＲＩ理事よりその一部をガ
バナー月信に掲載するよう要請されました。ガバナーの皆様は是非クラブ会
員の皆様方にも情報をお届け頂ければ頂ければ幸いです。その趣旨はＲＩ戦
略計画に基づき、各ゾーン３人のコーディネーターが任命され [ ロータリー
コーディネーター（ＲＣ）、ロータリー公共イメージコーディネーター（Ｒ
ＰＩＣ），ロータリー財団地域コーディネーター（ＲＲＦＣ）]、それぞれ補

佐も任命されておりますし、恒久基金 / 大口寄付アドバイザー（ＥＭＧＡ）も活躍されておりますが、クラ
ブの皆様へのコーディネーター、アドバイザーの責務のご理解の促進と、日本の３４の地区とクラブの戦略
計画への取り組みの情報共有を目的としたものです。

世界全体の会員数は１２０万人前後と横ばい状態を続けているとともに、日本やアメリカ等ロータリー先進
国が激減をしております。そのことに対して危機感を持ったＲＩは、１０年以上の歳月と外部のコンサルタ
ントや膨大な数のアンケート調査、理事経験者を中心とした沢山の議論を通じて、クラブリーダーシッププ
ラン（ＣＬＰ）をはじめとして様々な改革案を試み、その集大成ともいうべきものがＲＩ戦略計画です。

ＲＩ戦略計画には３つの重点目標があります。「クラブのサポートと強化」、「人道的奉仕の増加と重点化」、「公
共イメージと認知度の向上」の３つで、それぞれの目標達成のために責任があるのがＲＣ，ＲＲＦＣ，ＲＰ
ＩＣの３人のコーディネーターです。ＲＩ本部にはコーディネーター部が創設され１０人ぐらいのスタッフ
が我々を補佐する体制になっておりますが、残念ながら日本国内においては一部の地区やクラブを除いてＣ
ＬＰの導入や戦略計画の立案は進捗していないのが実情です。日本全体では３３人のコーディネーターと同
補佐、及び３人のＥＭＧＡがおりまして、各ガバナーの皆様方のお手伝いをする体制が整っております（Ｒ
Ｉから予算もいただいております）が、残念ながら各地区の研修へ呼ばれることがまだまだ少ないのです。
各地区の地区協議会や拡大増強セミナー、PETS、地区チーム研修セミナー等、積極的にお声をかけてくだ
さい。喜んでお手伝いに参ります。

ＲＩ戦略計画は１２０万人の為の計画ですから大変すばらしいものです。一方クラブの戦略計画というと構
えてしまうのも事実でしょう。大切なのは現在のクラブの活性化と３年後５年後のあるべき姿を、皆様方全
員でしっかり話し合っていただきたいということです。２０人のクラブと２００人のクラブでは自ずと違っ
てきますが、要は皆様のクラブがこのままで本当に良いのか、皆様方の言葉で、皆様方の議論を通じて、真
剣に考え意見を集約してくださいということです。現状に安住するのが一番楽ですが一番悪いことです。勇
気をもって挑戦しましょう。私たちのより良いロータリーを作るために！ポールハリスも言っております。

「ロータリー物語は時代とともに何度も書き換えられるでしょう」と。

８
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文庫通信 -322-

「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致します。

＜…ロータリー文庫…＞
〒105-0011…東京都港区芝公園2丁目6番15号…黒龍芝公園ビル3F　

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

…◎ 「日本のロータリアンに期待する」　ロンD. バートン　2014　5p　（第 42回ロータリー研究会報告書）

…◎ 「RI 会長を終えて」　田中作次　2014　8p　（第 42回ロータリー研究会報告書）………………………………………………………　　

…◎ 「北米におけるロータリー研究会」　G.Kenneth…Morgan　2014　3p　（第 42回ロータリー研究会報告書）

…◎ 「世界のロータリー」　田中作次　〔2014〕4p…　（D.2770 地区大会の記録）

…◎ 「今こそ考えよう、ロータリーの心と基本－RIの最近の動きとクラブの対応」　富田英壽　2014　38p　（魅力あるロータリーに）

…◎ 「RLI とは」　南園義一　2012　6p　（RLI 研修セミナーテキスト）…………………………

…◎ 「新戦略計画の理解と実践を」　南園義一　2014　2p　（D.2780 月信）

…◎ 「2013 年版手続要覧『主な改定内容と解説』」　小船井修一　2014　3p　（D.2500 月信）

…◎ 「『職業奉仕フォーラム』実施の報告」　…福田武男　2014　2p　（D.2510 月信）

［上記申込先：ロータリー文庫］

■最近のロータリー情報

●  2014-2015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！
＜ホームページアドレス＞  http://www.rotary2760.org/
① 第 2760 地区のホームページを開き、上部メニューのガバナー情報→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 2 回入力して、登録ボタンをクリッ

クすれば登録完了となります。登録された方には、月初めに月信 PDF のリンクが記載さ
れたメールが送信されます。メール内の URL をクリックするだけで月信 PDF がダウン
ロードされ、閲覧していただけます。

前年度登録されていた方は、再登録の必要はありません

㊣

→
お詫びと訂正

ガバナー月信 7月号 37ページ掲載の、愛知長久手ロータリークラブ幹事…
日野典子様のふりがなが間違っていましたので、お詫びして訂正致します。

日野　典子
幹 事

㈱ テクノクラート
専務取締役

ヒノ　ノリコ


