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【地区目標】
❶ クラブの将来像を打ち立てる
❷ より多くの会員の参加を得てクラブにおいて新たな事業に取り組む
❸ 青少年への支援を発展・充実させる
❹ ICTも利用して交流の輪を広げる
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とうとうロシアがウクライナの4州を併合してしまいました。領土をめぐる戦争は前世紀のものと思っ
ていた自分が如何に平和ボケをしていたのか痛切に感じさせられるこの頃ですが、クラブ訪問は続い
ています。
先月では第9グループのクラブを回ったところまでの記載でしたので今月は第8グループのクラブか

らの訪問記です。9月12日は良い天気の下、2時間半のドライブで三石RCに伺いました。市町村合併の
影響が大きいとの話を伺い、その後えりもRCに向かいましたが、少々時間あったので何十年ぶりかで
えりも岬に行って来ました。
お天気が良く波も静かなえりも岬は初めての体験で、にわか観光客となって歩いてきました。その

後投宿先に車を置いてえりもRCには徒歩で向かい夜の例会に臨みました。
翌日は様似RCに伺いその後、髙村AGさんの牧場を見せて頂き競走馬の育成を見ることが出来ました。

夕方には浦河RCでの例会に臨みましたが、コロナ禍と言うことで食事は無し、その代わり少人数で美
味しい焼き鳥を頂きました。第8グループの最後は静内RCで、8月に地区野球大会でお世話になってい
ましたのでとても打ち解けたムードで訪問をすることが出来ました。
翌15日は、クラブ訪問の最大の山場で、コロナの影響で訪問を延期した2つのクラブに伺いましたが、

最初が長万部RCで130km走り着いたのは町役場。町長さんも会員と言うことなので町長室で、吹き出
た水柱のお話を伺い、例会終了後は高速道路で220㎞を走り岩見沢RCへ遅れず到着し訪問することが
出来ました。嵯峨PGの熱い出迎えを賜り感激でしたが、コロナ禍ということで会食無しのお持ち帰り
のお弁当で、別室にて少人数で少々アルコールも入れてお弁当を楽しませて頂きました。
その翌日は、第6グループの最初の訪問は小樽南RCへの訪問でした。ガバナーエレクトの松浦さんが

待ち受けて頂き、温かなムードでの例会を行うことが出来ました。
その翌週は月曜日と金曜日が祝日と言う中、火曜日から木曜日まで2泊3日で、第6グループの小樽R

C、蘭越RC、倶知安RC、余市RC、岩内RC、小樽銭函RCの6つのクラブを回りました。いずれのクラブ
においても心熱きロータリアンに迎えられ友を持つならロータリアンという言葉が身に染みた次第で
す。吉田AGさん準備の程有難うございました。
26日からとうとう地元の札幌におけるクラブ訪問が始まりました。最初は、出村ガバナーノミニー

が所属する札幌北RCで素敵な会場で和やかな中での訪問でした。その夕方は札幌はまなすRCでこじん
まりとした、でもとても温かなムードの中5年ぶりの訪問を楽しむことが出来ました。
9月の最後は札幌真駒内RCでしたがとてもエネルギッシュな活動をされていて、亡くなられた丸山P

Gもさぞ天国から目を細めていることと推察した次第です。
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メッセージ
国際ロータリー第2510地区

2022－2023年度ガバナー 石丸 修太郞
（札幌西RC）
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10月に入り札幌南RC、札幌清田RC、札幌大通公園RC、新札幌RC、札幌東RC、札幌幌南RCと最後
に札幌ライラックRCの7つのクラブを1週間で訪問しました。3年間一人も退会者の居ないクラブ、持
ち寄りで例会後に楽しい懇親会をされるクラブ等々実に個性のあるクラブばかりで楽しい訪問でした。
そして美味しい御飯を用意して頂き感謝であります。

この間、ウクライナの第2232地区より大日向副ガバナーが寄贈した救急レスキュー車に対するお礼状
を頂き、その後の支援について要請を受けたのですが、ドイツの地区では異なる形で人道支援を行っ
ているとの交信が始まったり、地区大会の準備で連絡や資料作りをしたりと、本業をする暇もない状
態でした。
この文書を読まれる頃は地区大会も終了してほっとしているのでしょうか。
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石丸修太郞ガバナー様へ！
親愛なる皆様！

第2232地区のロータリアン、そし
て現在ロシアの侵略に苦しんでいる何
百万人ものウクライナ人を代表して、
ウクライナ人への援助に感謝します。
Zaporyzhzia 地域の消防隊に強力

な消防車が贈られました。皆様のご支
援のおかげで、ロシアからの爆撃を受
けた人々が救われる望みが出てきまし
た。
私たちの地区は、24時間365日、思

いやりのある人たちのために開かれて
いることを、皆さんに知っていただき
たいと思います。
試練や苦難の時に手を貸していただ

けるよう、24時間365日オープンして
います。
私たちは、ウクライナの家族に支援

を提供する際、効率的に行うよう最善
を尽くしています。そして、私たちは
透明性があります。ロータリー地区の
フェイスブックページで、私たちの活
動をご覧ください。

活動内容 https://www.facebook.co
m/RotaryInUkraine

ウクライナに栄光あれ

大日向副ガバナーが2500地区と合同で送った消防車に対する御礼がウクライナから届きました。
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日頃からロータリー財団に対し、ご理解とご協力を頂いておりますことにお礼と感謝を申し上げま
す。1917年、当時のロータリー会長アーチ・クランフが、「世界でよいことをするための」基金の設
置を提案。このビジョン、そして26ドル50セントの最初の寄付が、全世界で多くの人の人生を変える
財団へと発展し、それから100年にも及ぶ長きにわたり教育の支援や持続可能な成果を生み出すプロジェ
クトに総額40億ドル以上の資金を提供してきました。ロータリー財団の使命は、ロータリーの会員が、
人びとの健康状態を改善し、質の高い教育を提供し、環境保全に取り組み、貧困をなくすことを通じ
て、世界理解、親善、平和を構築できるよう支援することです。そして、地区ロータリー財団委員会
は、地区の財団補助金事業及び寄付推進により多くの会員が参加できるよう啓蒙活動の手伝いをする
とともにロータリー財団とクラブ会員をつなぎ、地区補助金等のロータリー財団資金のさらなる活用
を推進しながら、地区財団資金推進委員会とともに活動の元となる寄付推進、「ゼロクラブ０」の達
成、冠名基金の創設等、資金寄付推進（ファンドレイジング）に注力いたします。これまで行われて
きた種々の財団プログラムを、ロータリー財団とクラブをつなぐ財団補助金委員会、ポリオ根絶の推
進を目指すポリオ・プラス委員会、日本だけでなく世界にとって有能な人材を育てる財団奨学金・平
和フェロー委員会、様々な苦境にある世界の子供たちへの人道支援奉仕活動を推進する国際奉仕・Ｖ
ＴＴ委員会等の活動をクラブへ紹介し、ロータリー財団への寄付が様々な場面で有効に使われており
ます。ご存じの通り、財団へのご寄付は、①年次基金：毎年1人150ドルをお願いしている基金で3年
間運用し、そのすべてが事業に使われます。②恒久基金：元金を使わず運用益を翌年度の活動に使用。
③ポリオプラス基金：1人30ドルをお願いしている基金で、ポリオ根絶のために使用いる。
皆様からの温かいお気持ちが日本だけでなく世界中の支援が必要な沢山の方の助けになるとともに、

優秀な若者に勉強の機会を与える一助になっていることを知って頂きたいと思います。
ロータリー財団は、皆様からの温かいご支援が全てです。どうぞ今後ともロータリー財団に対し、

皆様のご理解とご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

ロータリー財団月間にあたり
国際ロータリー第2510地区 ロータリー財団委員会

委員長 松原 重俊
（砂川RC）
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10月2日、10時30分よりロイトン札幌にて会長エレクト及び次年度
ロータリー財団委員長・担当者を対象にした、「2023-24ロータリー
財団・地区補助金管理セミナー」が135名の出席を頂き開催されまし
た。3年ぶりの対面での開催になったこともあり、内容・時間ともにタ
イトになってしまいましたが、充実したセミナーになりました。
地区財団委員会の瀧澤龍之介委員の司会により下記のプログラムが

進められました。
＊開会挨拶：ガバナーエレクト 松浦 光紀
＊ご来賓講師の紹介：ロータリーコーディネーター補佐（第一地域）PG 福井 敬悟
＊財団概要：地区財団委員長 松原 重俊
＊寄付推進・認証について：RI研修リーダー 第2570地区PG 中谷 研一様
＊地区補助金管理とロータリーカードについて：地区財団補助金委員長 大川 武志
＊奨学金について：地区財団奨学金・平和フェロー委員長：松原 重俊
＊平和フェローについて：地区平和フェロー担当 菅原 秀二
＊ポリオプラスについて：EPNC（第一地域） 高柳 育行様
＊地区でのポリオ根絶のTake Actionについて：地区ポリオプラス委員長 長沢 祐純
＊地区でのグローバル補助金について：地区財団委員 瀧澤 龍之介
＊国際奉仕と財団の連携について：地区国際奉仕・VTT委員長 富岡 豊

Global Grant 2123767第一連絡者 出村 知佳子
＊公共イメージとロータリー財団：地区公共イメージ向上委員長 松倉 弘
＊ロータリー財団からいただいた「STORY」：地区PG/R財団委員会カウンセラー 羽部 大仁
＊ご講評：恒久基金/大口寄付アドバイザー（第2地域）第2780地区PG 杉岡 芳樹様
＊閉会挨拶：ガバナー 石丸 修太郞
今年度は、2023-24RI研修リーダー、前恒久基金/大口寄付アドバイザー（第一地域）第2570地区P

G中谷研一様、EPNC（第一地域）第2570地区PG高柳育行様、恒久基金/大口寄付アドバイザー（第2
地域）第2780地区PG杉岡芳樹様にお忙しい中お越しを頂きお話を伺うことができました。また、ロー
タリー財団カウンセラーの羽部大仁PGから自らの経験をもとに財団への寄付やグローバル補助金の苦
労話など羽部PG流の楽しいお話を伺いました。
今回のセミナーを受講することで、地区補助金などの財団

プログラムの活用やロータリーカードの使用でポリオ根絶の
一助になるなど、次年度に向けて少しでもお役に立てれば、
地区財団委員会関係者一同大変うれしく思っております。今
後とも地区ロータリー財団委員会と各クラブの皆様とともに
行動し学んでいくことできれば、地域だけでなく世界に良い
変化を与える事ができると信じております。
ご参加いただいた皆様には、長時間に渡るセミナーになっ

てしまいました事をお詫び申し上げます。今後ともロータリー
財団にご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

2023-24 ロータリー財団・地区補助金管理セミナー
国際ロータリー第2510地区 ロータリー財団委員会

委員長 松原 重俊
（砂川RC）
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10月2日、13時30分よりロイトン札幌にて「ロータリー財団・地区補助金管理セミナー」の終了後
「PHS（ポール・ハリス・ソサエティ）認証式 懇親会 午餐会」が開催されました。PHSは、年次
基金、ポリオプラス基金、あるいは財団が承認したグローバル補助金へ、毎年1,000ドル以上を寄付す
る方（個人）を認証するプログラムです。

第1部「PHS認証式 懇親会・午餐会」オープニング
地区財団補助金委員会 大川武志委員長の司会のもと、第一地域ARC 福井敬悟PGよりご来賓の紹

介がありました。2023-24 RI研修リーダーの第2570地区PG中谷研一様よりご挨拶の後、EPNC（第一
地域）高柳育行様より乾杯のご挨拶を頂きPHS認証式、懇親会、午餐会のスタートです。

第2部PHS認証式（入会式）
第2地域 E/MGA第2780地区PG 杉岡芳樹様よりご祝辞

を頂いた後、杉岡芳樹様をプレゼンターに、6名の新PHS会
員・認証状授与ならびに3名のレベルアップ会員に認証状授
与が行われました。新PHS会員は、松下直樹会員、林里紅
会員、姫野芳安会員、吉井千博会員、谷口昭博会員、松原
重俊会員の6名で、谷口会員より新会員を代表してご挨拶を
頂きました。レベルアップ会員は、黑川篤会員、髙野園子
会員、江本勝則会員の3名で、それぞれの皆様から「寄付す
る理由」について皆様の思いを伺うことができました。9名
の皆様には、改めて心からお礼を申し上げます。

2023-24 PHS（ポール・ハリス・ソサエティ）
「認証式 懇親会 午餐会」

ポリオ根絶チャリティーコンサート
国際ロータリー第2510地区 ロータリー財団委員会

委員長 松原 重俊
（砂川RC）
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第3部懇親会・「ポリオ根絶チャリティーコンサート」
第3部の司会は、林里紅地区財団委員で、お礼の言葉を松浦光紀ガバナーエレクトより頂いた後、し

ばしご歓談と食事になりました。お腹も少し満たされてから、ウクライナ災害救援補助金事業報告を
第一地域ARRFC大日向豊吉副ガバナーより報告を頂き、その苦労話も伺いました。
PHS認証式 懇親会・午餐会の後は、「ポリオ根絶チャ

リティーコンサート」です。いつもは、ポリオデーに合
わせて開催しておりましたが、今回は、同日開催とさせ
ていただきました。石丸修太郞ガバナーよりポリオ根絶
チャリティーコンサート開会宣言の後、PHS会員の姫野
芳安さんより本日の出演者の「MIHOKOさんトリオ」の
紹介があり、ジャズの素敵な演奏に一時酔いしれました。
素敵な演奏に対して、地区ポリオプラス委員会の長沢祐
純委員長よりお礼の言葉がありました。
地区ロータリー財団の瀧澤委員と地区青少年奉仕委員会の西村委員長の進行によりポリオ根絶「ミ

ニ・チャリティーオークション」の開催です。商品はタイの皆様から提供して頂いた物やMIHOKOさ
んのCDも含め、一品一品に対して沢山の志を頂きました。
ポリオ根絶のための使わせて頂きます、皆様ありがとうご
ざいました。
締めは、地区ロータリー財団カウンセラーの羽部大仁PG

より皆様に対してのお礼など温かいお言葉を頂き、和やか
中に全ての事業が終了しました。
ご出席頂いたご来賓の皆様、クラブの皆様ならびに地区

役員の皆様、お手伝いを頂いた地区委員会の皆様に感謝を
申し上げます。ありがとうございました。



GOVERNER'S Monthly Letter's

8

本年度は９月５日～６日に、会場：東京のグランドプリンスホテル新高輪に於いて開催されました。
９月５日のプログラムは、研修リーダーを務めて頂きました、仙台泉RC菅原裕典会員から、「ガバナー
就任までの研修プログラム」について説明を受けました。国際ロータリー理事の岡山南RC 佐藤芳郞
会員からは、「国際ロータリーの現況」について説明を受けました。その後、ロータリー財団管理委
員の姫路RC三木 明会員からは、「ロータリー財団の現況」について説明を受けました。
基調講演は 東京飛火野RC 水野 功会員による「変革と成長のリーダーシップ」について、講演さ
れました。午後からは、会場をザ・プリンスさくらタワー東京のコンファレンスに於いて開催されま
した。第１地域、第２地域、第３地域に分かれ、研修を受けさせて頂きました。セッションテーマは、
「クラブへの働きかけ」、「規定審議会について」、「地区のモチベーションを引き出す」について
リーダーからの質問や各々の意見を述べる形式で理解を深めることが出来ました。
１８：００から会場を移し、ホスピタリテイアワーとして参加者全員で友好の輪を結ぶ食事会となり
ました。６日については、さくらタワー東京のコンファレンスに於いて、最初にクラブへの働きかけ
として、会長向けのラーニングとして、クラブ会長の基本と中級について説明がありました。
【基本】 【中級】
・ラーニングセンターを利用しよう ・貴方のクラブは健康ですか？
・就任の準備 ・元気なクラブづくりのために
・クラブのリーダーとの協力 ・インクルーシブなクラブの文化を培う
・リスクを最小限に抑える ・入会促進のさまざまな方法
・ロータリー行動計画の実行 ・「世界を変える行動人」の素材を用いた推進
・会員参加を促すためのベストプランニング ・ロータリーのロゴ
・ロータリークラブセントラルのリソース ・多様性・公平さ・インクルージングへの取り組み
・入会候補者情報プログラム ・ハラスメントの防止と対応
・ロータリー財団基本コース ・個人データの保護
・青少年プロプログラム参加者の保護 ・変化を導く
について「クラブ支援と結成」、「ロータリーのブランドとストーリーを広げる」「ロータリー財団
の支援」について議論を交わしました。
次に「規定審議会について」国際ロータリーの組織規程を理解し変化対応を進めることについて

制定案２２－６３を例として
ロータリークラブが立法案と決議案を提案し、ローターアクターが投票権を有する審議会議員となる
ことを許可することを許可する件 提案者 理事会
国際ロータリーの細則を次のように改正する

Governor Elect Training Seminar に参加致しました
国際ロータリー第2510地区

ガバナーエレクト 松浦 光紀
（小樽南RC）
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第7条 規定審議会
7.020. 立法案の制定者
制定案は、クラブ、ローターアクトクラブ、地区大会。RIBI審議会又は大会・・・・が提案できる
7.30. クラブ提案の立法案を地区で承認
クラブ及びローターアクトクラブが提案する制定案な地区大会、地区立法案検討会、又はRIBI地区審
議会において地区の承認を受けなければならない。・・・・・・・・・・・・とあります。
このほか係るルールの変更が多数決議承認されています。
又、ガバナーノミニーの資格条件も改訂されています。
同審議会において、各国代表は、「公平さとインクルージング」を国際ロータリーの細則に加える案
件を圧倒的多数で採択し、あらゆる文化、アイデンテイテイの人のインクルージョン及び地域社会を
反映させる取り組みを組織として継続してゆくことを確認しています。
又、人頭分担金についても改訂がありました。
2022-23年度は、半年ごとに35＄50セント
2023-24年度は、半年ごとに37＄50セント
2024-25年度は、半年ごとに39＄25セント
2025-26年度は、半年ごとに41＄00セントの改訂が承認されています。
第2510地区に於いても更に理解を深める必要があります。
「ロータリーのブランドとストーリーを広げる」「ロータリー財団支援」に関するセッションを受講
致しました。その後、会場をグランドプリンスホテル新高輪に移し、「今後のスケジュールの説明」
を菅原裕典研修リーダーから説明を受け、「恒久基金/大口付について」相模原RC
E/MGA杉岡芳樹会員から受けました。「ポリオ根絶について」本庄RC高柳育行ポリオ根絶コーデイネー
タ―より現況について説明されました。
クラブに依るポリオ根絶の取り組みについて、10月24日世界ポリオデーに参加し、ポリオ根絶の重要
性を伝える投稿をソーシャルメデイアメッセージとして発信する依頼がありました。
ポリオウイルスに依る症例は、1988年には、125ケ国350,000症例ありましたが2022年度8月には、3
ケ国19症例まで減少しました。ポリオ根絶推進活動は、国際ロータリー、世界保健機構、国連児童基
金、米国疾病対策センター、そしてビル＆メリンダ・ゲイツ財団が加わり、更に2019年にはワクチン
と予防接種のための世界同盟が加わり、世界ポリオ根絶推進活動の主力6つのコア団体が組織され活動
を続けています。
盛夏の2日間、凝縮された内容で研修を受けさせて頂き無事終了することが出来ました。
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5年前の2017-18年度 國立ガバナーの強い想いにより準備に取り掛かり、翌小山ガ
バナー年度に入り、RLIに正式参加し、2018-19年度地区初の「第１期RLIセミナー
のパートⅠ」を開催してから、コロナ禍のため第2期よりリアルからオンラインでの
開催にシフトして、皆様のご協力のもと、今年度で第4期目を迎え、過日9月11日(日)
「第4期RLIセミナーパートⅠ」をオンライン開催いたしました。
パートⅠは、石丸ガバナー、松浦ガバナーエレクト、小山地区代表ファシリテーター、

嵯峨地区研修リーダー、オブザーバーとしてローターアクト2名のご参加と、そして
他地区を含め54名の会員の方々の申し込みをいただき、Zoomによるオンラインにて、
9:00～16:50と丸一日どっぷりとロータリーについてディスカッションいたしました。パートⅠは
「ロータリアンとしての私」と位置づけ、私たちロータリアン一人ひとりが学ぶべき6つのテーマでセッ
ションが構成されています。各セッションにはディスカッションリーダー（＝DL）が進行役として加
わり、それぞれのテーマについて受講者のディスカッションの進行を務めております。DLの皆さんは
このセミナーのために毎週1～2回の研修を行い、参加者テキストとセッションに関する様々な資料を
熟読し、進行のシナリオを作成し、何度も何度も実践し、ブラッシュアップを行って当日に向けて挑
んでまいりました。今年度は新しいDLの方が3分の１ほど加わり、初めてのセミナーでとても緊張され
ていると思いきや、研修の成果を遺憾なく発揮されておりました。受講者の皆さんに関しては、昨年
度までは会長と幹事のエレクトとノミニーを対象としておりましたが、今年度から規約通りに受講者
は現会長が選出するようにいたしましたので、ロータリー歴の浅い会員の方も多く参加され、幅広い
年齢層の受講となり、ディスカッションもとても活発でした。54名中45名が全セッションを修了し、
後日各クラブの事務局を介して、受講者の皆さんに「パートⅠ修了証」は送られ、そのうち2名がパー
トⅠ～Ⅲ全パートを修了され、「RLIバッチ」が授与されました。お二人には次年度から是非DLの立
場からさらにロータリーへの理解を深めていただければと願っております。
DEIが推奨されている今、会員が多様であるように地区内クラブもまた多様であります。それをセミ

ナーの一日ディスカッションを通して感じ、ロータリアンとしての自分を見つめ、それぞれのロータ
リー観を確立され、クラブにおいてリーダーシップを発揮されることを願っております。
引き続き下記の通り「第4期RLIセミナー」を開催いたします。RLI委員会及びDL委員会一同、入念

な準備をして皆様をお待ち申し上げております。多くの方との出会いの中から、多くを「学ぶきっか
け」をつかんでいただき、クラブの活性化に繋げていただけますことを祈念申し上げます。

「第4期RLIセミナー」
パートⅡ 2022年11月13日(日)
パートⅢ 2023年 2月 5日(日)
卒後コース 2023年 5月14日(日)

第4期RLIセミナーパートⅠを終えて
国際ロータリー第2510地区 RLI委員会

委員長 平川 香織
（札幌手稲RC）
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去る9月3日（土）午後5時から、札幌パークホテル3階「エメラルド」にお
いて、総勢26名参加のもと、交換留学生タイラー・チョイ（Tylor Choy）さ
んの歓迎会が開催されました。タイラーさんはカナダ第5040地区より派遣さ
れており、8月20日に来日されましたので、ホストファミリーとの生活にも
少しずつ慣れてきた頃の開催となりました。出席者ですが、地区からは、五
十嵐宏ガバナー補佐（第7グループ）が、タイラーさんのホストクラブ（＝
受入学生のお世話を担うクラブ）である恵庭RCからは、会長や担当委員会委
員長だけではなく、ホストファミリーの方々が複数出席され、タイラーさん
が通学する高校の担当教諭にもご出席いただきました。また、来年初頭にオー
ストラリアからの派遣学生を受け入れ予定である新札幌ロータリークラブの
会長・幹事も出席され、更に当日は同ホテル別室で午後3時から「札幌市内
ロータリー交換学生支援委員会」の会議も開催されていたため、同委員会の
委員の方にも多数出席頂きました。
この場を借りて、出席頂いた方々に対して、お忙しい中出席いただいたことに改めて感謝申し上げ

ます。また、本会幹事を担った私の連絡確認不足で、石丸ガバナーの出席が叶わない結果となり、大
変申し訳ありませんでした。この点もこの場を借りて改めて石丸ガバナーにお詫び申し上げます。
なお、先般のガバナー月信において、7月3日に派遣学生2名（川口侑楠さん、水野日菜子さん）の壮

行会を開催した旨のご報告を致しましたが、水野さんは8月28日に新千歳空港から無事出発しました。
また、川口さんは諸事情があり出発が遅れたため、このタイラーさんの歓迎会にも出席されていたの
ですが、その後の10月22日にシドニーに向けて無事出発いたしましたので、この点も併せて皆様にお
知らせ致します。
さて、今回の歓迎会は、コロナ禍で交換留学事業が一時中断していたことに伴い、壮行会同様に3年

ぶりの開催となりました。当日は、当委員会の池田委員長から開会の挨拶を差し上げた後、五十嵐宏
ガバナー補佐から、タイラーさんの歓迎と祝杯の挨拶をいただきました。そして、しばしの歓談の後、
タイラーさんに自己紹介のスピーチを行ってもらったのですが、驚いたのは全て流ちょうな日本語で
スピーチされたこと。この語学力があれば相当に充実した留学生活を送ることが出来るのではないか、
と皆さん感心されていました。また、事前に特技がピアノと伺っていたので、私からホテル側に御願
いして演台の横にピアノを設営してもらい、タイラーさんに歓迎会開催直前、スピーチの後に演奏し
てもらえないか打診したところ、快く快諾頂きました。この演奏のことは式次第にも記載していなかっ
たので、出席者の皆さんに対する軽いサプライズになったのではないかと思います。その演奏ぶりと
いうと･･･「しばらく弾いていないので･･･（自信がない）」と話されていたのは日本に合わせた「謙
遜」だったのか、と思わせるほど華麗でした（会場の雰囲気に合った曲を4曲も弾いて頂きました）。
そして最後に恵庭RCの竹田会長に閉会の挨拶をいただき、ピアノの盛り上がりをそのままに閉会とな
りました。
前記のとおり、オーストラリアからの派遣学生が来年初頭に来日するのに合わせ、再度、歓迎会を

開催する予定です。ホストクラブ関係者の方だけではなく、青少年交換事業に関心のあるロータリア
ンの皆様に広く参加いただければと考えておりますので、宜しくお願い致します。

「青少年交換受入学生歓迎会」開催のご報告
国際ロータリー第2510地区 青少年交換委員会

委員 野﨑 正隆
（札幌東RC）
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2022年10月の地区大会のホストクラブである札幌西RCの大会実行委員会を代表し、会員の皆様に感
謝と御礼のご挨拶を申し上げます。
去る10月14日から16日までの3日間に渡る地区大会は、石丸修太郞ガバナーのもと、コロナ禍のた

め昨年同様に指定会員のみの出席とオンライン参加というハイブリット形式の開催となりました。会
員および関係各位の皆様におかれましては、ご登録など何かとお手数をお掛けした中でご出席をいた
だき、誠にありがとうございました。
1日目の地区指導者育成セミナーでは、研修リーダーの嵯峨義輝PGの挨拶に続き、「ロータリーにお

けるリーダーとは」をテーマにRLI、RYLA、会員増強委員会によるパネルディスカッションを行いま
した。会員にとって大変充実したセミナーとなりました。
2日目の本会議では、来賓として北海道副知事の小玉俊宏様、札幌副市長の町田隆敏様にご挨拶を賜

りました。その後午前の大会行事が進み、特に参加クラブ紹介は各クラブの工夫が随所に見られ、大
変楽しい企画でした。さらに午後の地区大会記念フォーラムでは、「RYLAがもたらすロータリーの将
来」のテーマでロータリー財団管理委員の三木明氏のビデオによる基調講演があり、続いて嵯峨義輝P
Gの司会のもと、第2580地区ガバナーの嶋村文男様もご参加され、RYLA委員や参加経験者による活発
な議論が行われました。会場からも多くの質問や意見があり、盛会裏に終了いたしました。
記念懇親会は、3年ぶりの懇親会で、軽快なジャズ演奏の中で、まずは懇親会を行えることを皆で喜

び、久しぶりに旧交を温める場となりました。
1日目、2日目は札幌プリンスホテルで、3日目はロイトン札幌に場を移して記念行事「ユースフォー

ラム」が行われました。インターアクト、ローターアクトの活動が熱心に語られ、石丸ガバナーの目
指す青少年の育成が3日間のプログラムに強く反映されました。
地区大会の開催にあたり、コロナ禍の中ということもあって何かと不行き届きな点、ご不便をお掛

けした点が多々あったと思いますが、何卒ロータリアンの友情と寛容の精神でお許しをいただきたく
思います。お蔭様で記念ゴルフ大会から3日間に渡り開催された地区大会は天候に恵まれ、順調にスケ
ジュールを進行することが出来ました。来年は小樽で会員全員が参加できる地区大会を開催できるよ
う願っております。
改めて関係各位の皆様に感謝と御礼を申し上げ、地区大会を終えてのご挨拶とさせていただきます。

地区大会を終えて
国際ロータリー第2510地区

2022-2023年度地区大会実行委員長 島本 和明
（札幌西RC）
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地区大会を終えて
国際ロータリー第2510地区

2022-2023年度 地区代表幹事 河口 義憲
（札幌西RC）

国際ロータリー第2510地区の2022-23年度地区大会が、10月14日（金）から16日（日）までの3日
間、札幌西RCをホストクラブ、札幌西北RCをコ・ホストクラブとしてとり行われました。3年目とな
る新型コロナパンデミックもいまだ完全終息には至らず、参加会員の健康、安全、また会場の種々の
制約から、残念ながら今回も全員参加ではなく、約300名の指定参加者と、他の多くの会員はオンライ
ン参加でのハイブリッド開催となりました。今回の地区大会は、石丸修太郞ガバナーの強い想いで、
通常のロータリー公式行事以外に、青少年奉仕で何をすべきか、ロータリー活動での青少年育成に特
に力を入れ、メインの外部講師は呼ばず、手造りの内容でユニークなものとなりました。

第1日目朝からは、久しぶりに記念ゴルフ大会が天候にも恵まれ、19組の参加で盛大に行われました。
午後からの会長・幹事会に続き、指導者育成セミナ―が開かれ、青少年育成のテーマもあり、翌日の
本会議の特別企画へと続きます。その日の夜は記念懇親会が開かれ、多人数の会食が制限されていた
中で、北海道では久しぶりに大勢の方が参加された夜の会合となり、大いにロータリアンの親睦を深
めました。翌日の本会議は、午前10時にジェニファー E. ジョーンズ国際ロータリー会長のビデオメッ
セージでスタートし、島本和明大会実行委員長の開会の挨拶から、石丸ガバナーの開会の点鍾で本会
議の始まりとなりました。札幌西RC雨貝尚子ソングリーダーとともに国歌斉唱、ロータリーソングが
斉唱され、その後この1年で亡くなられた21名の会員が偲ばれました。そして石丸ガバナーの想いを語
る開会挨拶となりました。その後小玉俊宏副知事、町田隆敏副市長の来賓挨拶後、ビデオによる各参
加クラブのユニークな紹介があり、続いて石丸ガバナーの現状報告で、国際と地域のロータリー活動
の現状の詳しい説明がありました。

午後は大会決議から始まり、引き続き大会記念フォーラムとして「RYLAがもたらすロータリーの将
来」が開催されました。三木明財団管理委員の基調講演（ビデオ）後、嵯峨義輝地区研修リーダー（P
G）率いるパネルディスカッションで4名のパネラーの話があり、最後に「RYLAはロータリーを変える！」
との明るい予想が出されました。嵯峨地区研修リーダーの軽快な討論進行が光りました。その後はク
ラブ、会員表彰が個別に丁寧に行われ、記念品が贈呈されました。松浦光紀ガバナーエレクト、出村
知佳子ガバナーノミニーの抱負を語る挨拶後、石丸ガバナーのお礼の言葉があり、得能宗洋大会実行
副委員長が閉会挨拶をし、最後に石丸ガバナーの閉会の点鍾となり、第2日目は終了しました。会長・
幹事会、本会議の主な司会進行は札幌西北RCの吉田聡子幹事でした。その夜、記念懇親会が開かれ、
前日以上の参加者で大いに盛り上がり、バンドの生演奏もビートルズのイマジンで始まり、最後に再
びイマジンの曲で演奏は幕となりました。

第3日目は記念行事のユースフォーラムで、午前はインターアクトを、午後はローターアクトを焦点
に若者が集い語り合い、石丸ガバナーの思い描く地区大会が幕を閉じました。300名を超える会場参加
の会員の皆様、1,000名を超えるオンライン参加の会員の皆様、ご不自由な中、ご参加ありがとうござ
いました。また準備期間から大会終了まで、運営にご協力いただいた関係諸氏の皆様、大変お疲れ様
でした。
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この度の地区大会にて開催されました特別
企画「RYLAがもたらすロータリーの将来」
の公演を拝聴し、地区青少年奉仕委員長とし
感じたことを記したいと思います。
まず、「RYLA」×「ロータリーの将来」

と言う風に考えた時に、RYLA学友、地域住
民、RYLA学友ではないロータリアン、ロー
タリーの青少年に関わる事業と接点が有るロー
タリアン、全くロータリーの青少年に関わる
事業と接点が無いロータリアンでは感じ方や
想うことが違うのではないでしょうか！？
青少年交換学友、ローターアクトOBまた

青少年に関わるロータリアンとして一言で、
「より多くの青少年を育成することが未来のロータリーの輪の大きさ」ではないかと考えます。
余談ですが最近はコロナ禍で夜間例会などで「手に手を」をしばらく見聞きしていなかったと思い

ます。今回の地区大会で久々に皆さんと手を握り輪を作った時の何とも言えない心が温まる気持ちは
忘れません。「あっ、これがロータリーだな」と思いました。奉仕の心を持った皆が一つになり手と
手で繋がった時の一体感は言葉では言い表せられない、ぬくもりから何かが伝わる特別な時です。
それが何を意味するかと言うと、仮に世界中にいる同じ志を持った我々ロータリアンとロータリー

に少しでも理解ある地域の人々、インターアクター、ローターアクター、青少年交換学生、RYLA学友、
米山奨学生、その他すべての学友を含めたロータリーに関わりの有る皆が手をつないだことを想像し
てみてください。きっと大きな輪が想像できることでしょう。これこそがロータリーの将来ではない
でしょうか？
意味することは、皆が同じ気持ちで地域に貢献する、同じような心を持って助け合える、世界中に

ファミリーがいると言う事を忘れないで、行きつくところは世界平和なのです。
RYLAセミナーを通して地域の若者が、衣食住をロータリアンと共にし、参加者皆が共有する時間の

中で、目で見て耳で聞き実際に体験をする。その過程で、リーダーシップを養ったり、思いやる心を
育てたり様々なことが生まれるのではないでしょうか。RYLAセミナー最終日に涙を浮かべる若者、ま
た同じく涙を浮かべるロータリアンの姿も有ります。一人ではなくクラブでもなく、このようなロー
タリーの活動が青少年奉仕の一つでもあるのではないかと思います。よく青少年奉仕とはインターア
クト、ローターアクト、青少年交換、RYLAをあげられることも多いですが、それらに限らず、各クラ
ブで行っている野球大会や暗唱大会などもその青少年奉仕の例に挙げられると思います。
このような我々の活動が、クラブの会員数＝ロータリーの大きさではなく、地域のロータリーに理

解のある人々、ロータリアン一人ひとりがクラブから地区へ、また日本全３４地区、世界へと広がり、
ロータリーファミリーすなわちロータリーの将来の夢と希望に繋がるものと考え、今回の地区大会の
特別企画から感じたまとめとさせて頂きます。

地区大会特別企画
「RYLAがもたらすロータリーの将来」

国際ロータリー第2510地区 青少年奉仕委員会

委員長 西村 英晃
（恵庭RC）
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10月16日(土)10時00分より地区インターアクト交流会が会場とオンラインによる参加方法で開催さ
れました。インターアクト交流会の前半は地区インターアクトを卒業された関ほのかさんがZoom参加
でインターアクトの想い出のお話を、地区インターアクト委員長を務められた札幌モーニングRCの齋
藤さんにも壇上でお話をいただきました。その後は当地区インターアクトクラブの活動紹介や各クラ
ブの学校紹介・活動報告、後半はパネルディスカッション形式での意見交流を行いました。
学校紹介では、岩見沢緑陵高等学校や札幌第一高等学校の生徒が、高校生とは思えないくらいの上

手な話し方で会場参加者がとても驚いた表情をしているのを記憶しています。また、札幌山の手高等
学校は男子生徒によるユーモアを凝らした内容を披露し、会場を沸かしていました。北海高等学校と
大谷室蘭高等学校は、与えられた時間内に発表を完結させる時間調整力に優れており、札幌龍谷学園
高等学校は参加者とのコミュニケーションを上手に活かし、会場の雰囲気を変える力が素晴らしかっ
たです。
後半のパネルディスカッションでは、各校の生徒や顧問教員、地区インターアクト委員がパネラー

として参加し、インターアクト部への入部のきっかけやインターアクト部を担当することに至った経
緯、提唱しているクラブとの交流等、詳しくお話を聞くことができました。講評では松浦光紀ガバナー
エレクトより大変すばらしいとのお言葉をいただき、インターアクト交流会を終えることができまし
た。
会場参加者からのアンケートでは、「インターアクトのことをより深く知ることができた」、「自

分たちの地域でも複数のクラブと共同でインターアクトを提唱することを検討したい」等の感想をい
ただき、石丸修太郞ガバナーの想いである当地区のインターアクトクラブの活動を会員により深く知っ
てもらうという目標を達成できたのではないかと考えます。
また、11月5日を含む1週間は、世界インターアクト週間（World Interact Week）に指定されてい

ます。10月に地区大会及びインターアクト交流会を開催したことで、その後、各クラブの例会におい
てもインターアクトの話題が出ることが予想され、今一度青少年奉仕であるインターアクトクラブの
提唱ということについて、改めて認識していただければと思います。
今後はアンケート集計で反響をいただいた3つのクラブに対し、インターアクトクラブについての卓

話依頼をさせていただく予定です。インターアクトの魅力を伝えることで、今後、第2510地区内にイ
ンターアクトクラブが新規設立されることを期待します。

国際ロータリー第2510地区地区大会ユースフォーラム
地区インターアクト交流会を終えて

国際ロータリー第2510地区 インターアクト委員会

委員長 福見 隼人
（札幌東RC）
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10月14、15日に開催された地区大会に付随して、16日にユースフォーラムが記念行事として開催さ
れました。午前はインターアクト、午後はローターアクトに時間が割り当てられ、各委員会の主導の
もと、ロータリアンにむけてそれぞれの活動をご紹介し認知を広めてもらえたらとの趣旨で開催され
ました。まずは、このような機会を頂き、ガバナーはじめ実行委員会の皆様に感謝申し上げます。
初めてこの企画を伺った時に、どのようなプログラムにするかを委員会で検討しました。ローター

アクトには様々な課題があり、いくつかのプログラムが候補にあがりましたが、最終的にはローター
アクトクラブを新設するための情報提供の場にしようとの思いでまとまりました。第2510地区には現
在5つのアクトクラブがあるが、他地区からみるとクラブ数が少ないのが実情であり、その状況を打破
したいとの思いと、新クラブの設立が会員減少の対策になるとの思いからです。
私は10年前にローターアクトを卒業し、2013年に札幌幌南RCに入会しました。その後、クラブや地

区のローターアクト委員会として活動してまいりましたが、ローターアクトを提唱することが、将来
的に提唱したクラブの活性化、会員増強につながることを実感しております。そこで、ローターアク
トを提唱している札幌幌南RCの羽部大仁PGにこのようなローターアクト委員会の考えを伝え、基調講
演を依頼いたしました。その基調講演のなかで、「ロータリアンの皆様の10年後を考えてみてくださ
い。我々に期待することがだんだんと難しくなるのでは？」との言葉が印象に残っています。10年後
のクラブを見据えたときに、次のクラブを担う人材を育成していくことの重要性が込められていると
感じました。また、最後にはロータリアンには経験と経済力があり、ローターアクトにはアイデアと
行動力があり、これからはともに活動していくパートナーであるとの言葉で締められていました。
ユースフォーラムは、小椋RAC地区代表の活動報告、ローターアクト委員会よりローターアクトの

制度の変更点、ローターアクトクラブのつくりかたの説明の後、羽部大仁PGの基調講演、パネルディ
スカッションのプログラムで進行し、滞りなく無事に終了いたしました。今回のように、提唱クラブ
以外のロータリアンに直接アプローチする機会がほとんどないため、とても貴重な時間をいただけた
と思っております。ローターアクト委員会としては、アクトの活動や状況の情報発信を積極的にすす
め、ローターアクトをより身近に感じてもらえるように努めてまいりたいと思います。

ユースフォーラムを終えて
国際ロータリー第2510地区 ローターアクト委員会

委員長 髙橋 耕
（札幌幌南RC）



GOVERNER'S Monthly Letter's

17

写真で見る地区大会
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ガバナー公式訪問報告

8月23日(火)、石丸修太郞ガバナー、下村卓也地区副代表幹事をお迎えし行われました。当日第11グ
ループ柏木秀之ガバナー補佐は都合により参加できませんでした。16:30～会長・幹事懇談会、17 : 30
～クラブ協議会、18:30～夜間例会の日程でガバナー公式訪問が開催されました。

会長・幹事懇談会では、前年度の【江差RC60周年記念誌】をガバナーに配布し江差RCの60年を振り
返って頂きました。隅田会長からは、小さいクラブながらしっかりとした活動を今年度も継続して行く
事を進言しました。石丸ガバナーからはクラブに対し感謝と激励をいただきました。

また、クラブ協議会では、田畑裕士社会奉仕委員長から継続的に活動している「植樹活動｣を行いま
す。伊藤武国際奉仕委員長からは当クラブでは奉仕プロジェクトに参加することは困難ですが、資金援
助等を通じロータリー財団及び米山記念奨学会への支援していきたい。赤石智恵美職業奉仕委員長から
は、「職業奉仕表彰」の継続と、会員相互の職業を理解すると共に、生業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とロータリーの原点である「職業奉仕」を見直しつつ奉仕の実践を
し、真の奉仕の形ならしめるように会員の資質を高めてまいりたい。など、委員長としての目標などご
説明しました。

ガバナー所感：会員増強に関しては、今後も力をいれて取り組む必要がある。その参考資料として田
中久夫著の『ロータリークラブに入ろう！』の参考してもらいたい。RLI（Rotary Leadership Institu
te)に若い会員に積極的に参加してもらいたいなど、ご指導頂きました。

夜間例会では、石丸ガバナー、下村地区副代表幹の参加を得て例会を終了しました。その後懇親会に
もご参加頂き、気さくにお話頂きさらに懇親を深めることが出来ました。一つ一つ丁寧なご指導に一同、
心より感謝申し上げます。

※紙面の都合上や原稿の到着日により掲載順が
前後する場合がございますのでご了承ください。

江差ロータリークラブ 8/23(火)

＜月信委員会からのお詫び＞
江差ロータリークラブのガバナー公式訪問報告記事は前月号に掲載予定でした。
掲載が遅れてしまい申し訳ございません。この場を借りてお詫びいたします。
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苫小牧東ロータリークラブ 9/1(木)
石丸修太郞ガバナー、この度は我が苫小牧東RCにお越し頂

き誠に有難うございました。又随行されました川村忠地区幹事、
田辺真樹ガバナー補佐におかれましては大変お忙しい中、前日
も12グループを訪問されたとの事ですが、ご苦労様でした。
10時30分からの当クラブ平田幸彦会長、内海雅義幹事、佐

藤史典エレクト、南澤雄二副幹事、木村京子SAA、山田広報
委員長と共に参加して、雑談形式で約1時間程、会長・幹事懇
談会を開催致しました。
約10分程当クラブの創立から今日迄の30年の歩みを動画で

見て頂きました。
1992年6月に苫小牧北RCを親クラブとしてスタート致しま

した。発足時は32名でのスタートでした。それから5周年記念
として、網代多賀RCさんと姉妹クラブとしてお互い調印して
おりますが、今は、網代多賀RCさんが廃会しております。20
16年には創立20周年記念と云う事で、グアムサンライズRCさ
ん、龍ヶ崎中央RCさんと姉妹クラブとして調印しております。
今年度は再延長としての調印式を行う予定であります。そ

の創立20周年記念から、グアム「クリスマスドロップ作戦」
に毎年12月上旬に当クラブより参加者を募りグアム島のアン
ダーセン基地内に入り(許可取る)作業をして、グアムサンラ
イズRCさんと龍ヶ崎中央RCさんと交流を楽しんで来ましたが、
ここ3年程コロナ禍の中参加出来ないでおります。
この事業について石丸ガバナーからは大変素晴らしいとのご意見を頂きました。又、地元苫小枚市

内での奉仕活動として、苫小枚の郵便番号「053」を「ゼロゴミ作戦」と位置づけて毎年5月に市内7
か所にゼロゴミ看板を設置してある周辺のゴミ拾いを家族、留学生と共に作業をした後にBBQを楽し
んで交流親睦を深めています。と報告をいたしました。
その後11時30分より別室にて「クラブ協議会」を開催し各部門の総括より今年度の活動計画の発

表をお聞き頂きました。又今年度より新しく「未来ビジョン策定委員会」を立ち上げました。石丸ガ
バナーより参加者全員に今のロータリーに対しての思い、苫小牧東RCに対しての今の思いをお話し
頂きたいとの事でした。この対応には各発表者は急なお話しで、戸惑いもあったと思いますが、流石
我がクラブ皆さんの素晴らしい発言に私も感動いたしました。
続いて、12時30分より全員参加による「通常例会」を開催致しました。
9月第一例会でしたので会長挨拶の後、9月誕生日の会員のバースデーソングを皆さんで合唱し、記

念品を6人の会員にお渡ししました。川村地区幹事、田辺ガバナー補佐に一言頂き食事の後、石丸ガ
バナーより国際RC初の女性ジョニファー E. ジョーンズ会長のテーマ「イマジンロータリ」について
のお話しと石丸ガバナーの掲げる活動テーマ「ロータリーに思いを馳せる」についてお話しを頂き、
職業奉仕の貴重なお話しも頂きました。有難う御座いました。
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苫小牧ロータリークラブ 9/2(金)
８月３０日（火）に石丸ガバナー、田辺ガバナー補佐、久木

地区財務委員、当クラブ宮崎会長、矢部幹事、広報委員長６名
が、岩倉市長（苫小牧RC名誉会員）を表敬訪問しました。例年
はガバナー公式訪問の日でしたが、本年度は日程の関係で別の
日に実施されました。
石丸ガバナーより奉仕活動、クラブ活性化への思いを中心に

ロータリー活動の理解と協力をお願いいたしました。本年度は
ウィズコロナの中で出来る限りの活動を展開する事を述べて岩
倉市長にお伝えしました。

９月２日（金）２０２２－２０２３年度国際ロータリー第２
５１０地区石丸地区ガバナー、第１２グループ田辺ガバナー補
佐、川村地区幹事をお迎えし、ガバナー公式訪問が開催されま
した。
例会に先立ち、１０時３０分よりグランドホテルニュー王子
百合の間に於いて会長・幹事懇談会が開催され、ロータリー
の現状から未来に向けて今どう活動を展開すべきか、石丸ガバ
ナーより有意義な提案とお話をいただき、活発な意見交換を行
うことが出来ました。
引き続き第２回クラブ協議会が開催され、出席要請者である

各委員会委員長をはじめ、新入会員、会員多数の出席した中での開催となりました。
各委員会から本年度の活動計画の説明を石丸ガバナーにお伝えし、ガバナーからはロータリーの活動
に対しての個々の意見が求められ、それぞれの委員長が率直な意見や感想を述べた後に石丸ガバナー
より講評いただきました。
その後に公式訪問例会が開催され、石丸ガバナーが所属する札幌西RCと当クラブのバナー交換が行わ
れ、ロータリーの友情の輪を広げたことを示すバナー交換でまたひとつ新たな友情の輪が広がる事が
出来ました。
石丸ガバナーには「ロータリーに想い馳せる」をテーマにした卓話を頂き、当クラブに対してロータ
リー活動の存在意義を再確認させて頂くともに、明確な目標意識と継続の重要性を認識させていただ
きました。
最後に石丸ガバナー、川村地区幹事のご訪問、心より感謝申し上げます。
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伊達ロータリークラブ 9/6(火)
石丸修太郞ガバナー、徳田雄大地区幹事、濱中實ガバナー補佐、村井敦司補佐幹事をお迎えして9月

6日ガバナー公式訪問が行われました。当日は、朝9時半より伊達市菊谷秀吉市長を表敬訪問しました。
会長・幹事懇談会では、唯木俊克会長より、今年度の会長方針や概要、現状の報告がなされ、石丸

ガバナーより多くのご意見をいただきました。
クラブ協議会では、理事・役員・委員長出席のもと各担当理事から各委員会の活動計画について説

明がなされ、石丸ガバナーよりそれぞれの活動に対して懇切丁寧なご講評をいただきました。
例会では、石丸ガバナーよりとても有意義な卓話を伺い、最後に唯木会長の謝辞で終了しました。
石丸ガバナーはじめ地区役員の皆様には、ご多忙中にもかかわらず、クラブ訪問をいただき、会員

一同心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。
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室蘭北ロータリークラブ 9/6(火)
9月6日(火)ガバナー公式訪問、石丸ガバナー・濱中ガバ

ナー補佐・徳田地区幹事・村井ガバナー補佐幹事をお迎え
し、会長・幹事懇談会、クラブ協議会、例会を行いました。
会長・幹事懇談会では、当クラブの年齢構成や過去5年

間の会員の推移、コロナ禍において周年式典や記念事業な
どできたこと、できなかったことなどのお話をしました。

クラブ協議会では各委員長から活動計画の説明の後、入
会3年未満の会員と増強委員長から『新入会員、女性会員
の獲得へのヒント』についてご質問をさせていただきまし
た。石丸ガバナーからは出席者に対して「それぞれが持つ
ロータリークラブへの想い」を聞かせて欲しいとのお話が
ありそれぞれの思いのたけを聞いていただきました。

例会では、石丸ガバナーからガバナー就任までの準備や職業奉仕についての考え、ジョーンズRI会
長がデザインしたテーマのマークが今年度の7つの重要課題を表したもの。10月24日ポリオDAYでの
ローカル放送局のネットワークの活用。来年開かれるRIスキー同好会とメルボルンの世界大会に一緒
に行きましょうなど、とても中身の濃いお話をいただきました。
例会のあとは二次会にも参加していただき、普段聞けないロータリーの話を伺ったり、むろらんや

きとりを味わっていただいたりと大変楽しい時間をご一緒させていただきました。
今回のガバナー公式訪問にあたりまして、ガバナー事務局にも大変お世話になり誠にありがとうご

ざいました。我々はこの公式訪問を機に、さらにクラブの活動を活発化させていきたいと思います。
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室蘭東ロータリークラブ 9/7(水)
令和4年9月7日、当クラブにおいてガバナー公式訪問が開催され

ましたので、その概要について下記のとおりご報告いたします。

・会長・幹事懇談会
冒頭、石丸がバナーより、テーマに縛られずに自由に発言してく

ださい、とのお話があり、気さくなお人柄が垣間見られたと感じま
した。当クラブの井上会長からは、クラブ成立の経緯や会員の職業、
年齢構成などを説明し、次いであれこれなんでも相談会やイタンキ
浜での植樹活動など、当クラブ独自の活動について説明しました。
ガバナーからは安定したクラブ運営のためには更なる会員増強が望
ましいとのお話があり、その手法について地区幹事、ガバナー補佐
を交え自由闊達な議論を行いました。

・クラブ協議会
クラブ協議会においては、五代奉仕委員会を中心に各委員会より

本年度の活動計画の発表を行いました。ガバナーからはインターア
クトクラブを新たに作ってはどうかとのお話があり、ホストクラブ
が複数であっても可能であるとのことでした。また前年度に再開し
たRYLAについて、今年度は来年5月、小樽において2泊3日での開催
を予定しており、会員の職場の若手社員を参加させてみてはどうか
とのお話もありました。

・例会（卓話）
ガバナーより当クラブの公式訪問が35クラブ目で丁度、半分とな

るが、どのクラブも個性的で、2つとして同じようなクラブはないと
のお話がありました。また、RI会長の掲げる本年度のテーマから、
各クラブ員が是非、クラブの将来像を想い描いて欲しい、ICTを活
用してクラブの情報発信を進めて欲しいとのお話がありました。
いずれのお話も、人を引き付ける魅力があり、ウイットに富んだ話し方には大変感銘を受けた次第

です。地区大会においても貴重なお話が聞けるものと期待しております。
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登別ロータリークラブ 9/7(水)
9月7日、午前中の室蘭東RC訪問後に、石丸修太郞ガバナー、徳田雄大地区幹事、濱中實ガバナー補

佐、村井敦司ガバナー補佐幹事に登別市役所にお越しいただき、当クラブからは川田弘教会長、若木
康夫会長エレクト、守屋聡幹事が参加し、15:00に小笠原春一登別市長を表敬訪問いたしました。
その際、伊藤嘉規副市長にも同席していただき、登別市の概要と現況や課題からロータリークラブ

に関する幅広い事柄まで、予定時間を超過するほど活発に意見交換が行われました。
その後、会場である登別グランドホテルに移動し、新型コロナウィルス感染防止のため広い会場を

使用して密にならないよう会長・幹事懇談会そしてクラブ協議会と進行しました。
16:00からの会長・幹事懇談会では、川田会長から当クラブの今年度運営基本方針を説明し、当クラ

ブの例会場が正式に決定したことや活動状況、現状の課題などを報告いたしました。
石丸ガバナーからはロータリーの意義・大切さや有用性、女性会員も含む会員増強、各委員会の組

織体制や活動内容について貴重なアドバイスをしていただきました。
17:00からのクラブ協議会では、石丸ガバナーからご挨拶を頂戴した後、各委員会委員長の活動計画

及び目標を説明するとともにロータリーに対する思いも語ってもらいました。
それに対して石丸ガバナーからの質疑や感想、アドバイスをいただきました。
18:00からの懇親会は、テーブル席が密にならないよう配慮し、総勢21名参加のもと開催いたしま

した。
その際、石丸ガバナーのご挨拶でじっくりとお話を聞く機会に恵まれて有難く新鮮な気持ちで拝聴

させていただき、改めてロータリーの素晴らしさ・大切さ・楽しさを認識することが出来ました。
また、懇親会中は、遠藤秀雄パストガバナーを始め多くの会員の皆さんと楽しく和気あいあいと色々
なお話をされ懇親を深めることが出来ました。
終了時間の21:00まであっという間で終始和やかで大変有意義な、当クラブにとりまして貴重な有難

い公式訪問となりました。
誠にありがとうございました。



GOVERNER'S Monthly Letter's

27

室蘭ロータリークラブ 9/8(木)
9月8日（木）室蘭プリンスホテルにて、2022-2023年度第2510地区石丸修太郞ガバナー、徳田雄

大地区幹事、第9グループ濱中實ガバナー補佐、村井敦司ガバナー補佐幹事をお迎えしガバナー公式
訪問が開催されました。
午前10時半より会長・幹事懇談会が、午前11時よりクラブ協議会が開催されました。午後12時30

分より例会が開催され、石丸ガバナーにご講演いただきました。「室蘭RCはWEBなどもう少し当会
員皆様に広げ多くの情報を得られる事が必要であり、それが外に向けて輪になり相互扶助で関係性を
高め充実したクラブ作りを目指して欲しい」とご講義いただきました。
室蘭ロータリークラブにとりましても大変有意義な公式訪問が開催できたこと、ご指導頂いた石丸

ガバナーに心から感謝申し上げ報告といたします。
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洞爺湖ロータリークラブ 9/8(木)
9月8日(木)石丸修太郞ガバナー、徳田雄大地区幹事、第9グループ濱中實ガバナー補佐、村井敦司

ガバナー補佐幹事とともに、午後3時から洞爺湖RCの会員でもある下道英明洞爺湖町長を表敬訪問し、
午後4時30分から洞爺湖RCの例会場である洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラスにて会長・幹事懇
談会が行われ、会長より当クラブ独自の準会員制度を高く評価して頂きました。

午後5時30分からクラブ協議会を開き、各委員長より活動方針、活動計画の報告がありました。石
丸ガバナーの講評の中で、「ロータリーの本質は、職業奉仕と親睦であり、20世紀と21世紀のロータ
リーは違う。」とのお話がありました。

午後6時30分から通常例会が開催され、仕事の都合で3名欠席しましたが、石丸修太郞ガバナーから
卓話をいただきました。また、例会終了後には参加者全員で記念写真、地区大会用のクラブ紹介動画
では、ガバナー、地区幹事も加わって頂き、公式訪問が無事終了。石丸ガバナー、徳田地区幹事、濱
中ガバナー補佐、村井ガバナー補佐幹事に当クラブにご訪問いただき、ありがとうございました。
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三石ロータリークラブ 9/12(月)
9月12日（月）、石丸修太郞ガバナー、第8グループ髙村洋子ガバナー補佐、下村卓也地区副代表幹

事をお迎えし、ガバナー公式訪問が開催されました。
午前11時から始まったクラブ協議会、会長・幹事懇談会では当クラブの概要、活動状況について説

明し、その中で当クラブの重要課題である高齢化、会員減少を解決するにはロータアクトクラブを立
ち上げ、若い世代に入会して頂き、その後クラブの正会員になって頂くという方法が効果的だと石丸
ガバナーからアドバイスを頂きました。クラブ協議会、懇談会終了後、バナー交換をして昼食となり
ました。
12時30分からの例会では、石丸ガバナーは講話の中で「イマジンロータリー」、地区の活動テーマ

「ロータリーに思いを馳せる」については、ロータリーの可能性、将来について皆で考え行動する事
が必要で、それを全員が共有する事ですと解説しました。
職業奉仕については、自分の得意分野で人や社会に役に立つ事が職業奉仕に繋がるとの自身の考え

を述べ、例会での卓話で自分の得意な事を発表しクラブの活動に役立てること又、自分たちにとって
達成感が得られる事は何か、地域社会に評価される事は何かを考え行動する事が大切だと話されまし
た。
3年ぶりに開催したRYLAに参加した、自社に勤める20代の女性は目を輝かせ、刺激的な体験で感動

したという感想にふれ、来年5月12日～14日に小樽で開催するRYLAには三石地区からも2人か3人の参
加を呼びかけました。RYLAは自分の意見を人に伝える、人に言うことを理解する、意見をまとめる力
を養う場であり、その人達が将来ロータアクト会員となり正会員になる可能性が大きいと述べられま
した。
米山奨学寄附金は将来留学生が母国と日本との親善大使となることを目的とする大変意義の有るも

のですが、この地区では寄付金が少ないので充分に留学生を呼び事が出来ません。又、ポリオはこの
先も無くなる事は無いので、引き続きこれらの寄付のお願いを呼び掛けました。
最後に「若い世代が入会するにはクラブが魅力的な場所であり魅力的な人達でなければいけない、

その為にはロータリーを通してよりブラッシュアップして、皆で何か一つ良いことが出来たらという
気持ちを醸し出して頂き、このクラブが明るい将来を描けることを心から祈念申上げます」と温かい
お言葉を頂きました。
例会終了後、全員で記念撮影をして公式訪問は閉会となりました。
本日、石丸ガバナーから頂いた貴重な助言、指導を糧に三石RCは一丸となりクラブの活動に励む所

存であります。
石丸ガバナー、髙村ガバナー補佐、下村地区副代表幹事には残された八ヶ月余りの任期を恙無く終

える事が出来ますよう、三石ロータリークラブ会員一同心から願っております。
本日は誠にありがとうございました。



GOVERNER'S Monthly Letter's

30

えりもロータリークラブ 9/12(月)
9月12日(月)石丸修太郞ガバナー、下村卓也地区副代表幹事、髙村洋子ガバナー補佐をお迎えしての

公式訪問は、夜間例会として開催されました。
午後6時からの会場にて公式訪問での会長、幹事、会長エレクトとの懇談を行い、6時30分からのク

ラブ委員長との協議会の報告での石丸ガバナーからの貴重なアドバイス拝聴しました。
その後7時からの公式訪問とえりもRC、会員10名との夜間例会を行いました、会員とも和やかな雰

囲気な中、地域社会の問題点と過疎化による、会員増強の難しいと話すと、石丸ガバナーからの貴重
なアドバイスとお話を頂き気さくな人柄が拝見させて頂きました、地域の植樹を題材にした映画撮影
の予定されて事も有り、石丸ガバナーからの励ましの言葉も頂き、有意義な時間を過ごさせて頂きま
した。
ご訪問頂きました、石丸ガバナー、下村副地区幹事、髙村ガバナー補佐、には会員一同感謝申し上

げます、また石丸ガバナーのご健勝を御祈念いたします。
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様似ロータリークラブ 9/13(火)
9月13日(火)石丸修太郞がバナー、髙村洋子ガバナー補佐、

下村卓也地区副代表幹事をお迎えして、様似アポイ山荘にて
公式訪問が開催されました。
様似町はアポイ岳世界ジオパークに認定されている町です。

石丸ガバナーの到着が早かった事もあり、久野会長の案内で
アポイ岳ジオパークビジターセンターの案内をする事に至り
ました。館内に入るとアポイ岳ジオパーク地形模型エントラ
ンスからすぐの正面に地形模型があります。様似町の全域が1
4,000の1縮尺で表現されており、ジオパークの解説やサイト
の案内のみならず、アイヌ語地名や地質図といった多様な情
報が表示されておりましたので、大変分かりやすかったと思
います。その後、ガバナーと会長の記念撮影で案内を終了し
会場に戻り公式訪問が開催されました。
午前10時30分から会長・幹事懇談会ではガバナーも気さくに話され、他のクラブの例会状況を踏ま

え、今後の例会方法などのアドバイス等も頂きました。
11時30分からのクラブ協議会では各委員会から活動計画をそれぞれ発表し、ガバナーから親切丁寧

な講評があり、各委員長も真剣にやり取りを行っていました。
12時30分の例会では食事の後、石丸ガバナーのご挨拶と卓話をいただき、終始和やかな雰囲気の中

での公式訪問となりました。
終了後、石丸ガバナーを囲んで記念撮影を行い、公式訪問終了となりました。
終わりに、第2510地区の公式訪問が無事に終了されますよう御祈念申し上げます。
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浦河ロータリークラブ 9/13(火)
「気さくなガバナーに良い顔でホット一息」
当会は第8グループの中で一番初めに設立されたクラブで

あり、昨年創立60周年を迎えました。しかし、人口減少や
少子高齢化のなかで老舗のクラブにもその影響は大きく、更
にはコロナ禍の経済的影響により退会する方もいて、最大時
は平成8年に57名、それから年々減少し平成30年には26名、
現在は19名となっております。現在、２名の女性会員の存
在がクラブに大きな元気と力の原動力となっております。
今年の会長と幹事は、コロナ禍の中で一度会長、幹事を受

けておりましたが、満足に力を発揮できなかったものとして、
再登板する仕組みを造りました。60年で初めての改正とな
ります。会員の年齢構成は、最高齢で87歳、一番若い方は4
7歳、平均年齢は66歳です。
例年のことではありますが、やはり地区ガバナーの公式訪問は皆緊張するもので、身構えながらガ

バナーを迎えました。各委員会の取り組みの説明を順にしていきましたが、やはり新しい役員は恐れ
をなしたのか説明も棒読みとなります。そんな中、ガバナーの特徴的な語り掛けるようなアドバイス
は、時にやさしく、時には厳しさもあり、あっという間に皆ほっとする雰囲気に包み込まれました。
例えばプログラム委員長は、「今、力を入れているのは、会員ミニ卓話です。ニコニコボックスで

の会員の一言が大変すばらしく、是非もう少し長く聞いてみたいと考え実施しています。」と話すと、
ガバナーより「例会での卓話はどんどんやるべき。お互いを知り自分の能力を皆に教えてもらったら、
すごく勉強になる。」と褒めて頂きました。
出席委員長には、ガバナーから「出席しなければ始まらないよ。さて、どうするか・・・」と、答

えは「皆でどうするか計画を創り出すこと」。
親睦委員長には、「夜間例会はお互いの顔が見える７人程度が良い。試してごらん。どんどんやる

べきだ。」とのアドバイスを受けました。
特に職業奉仕のサービスのとらえ方など、今まで何度聴いてもあまり理解できなかった職業奉仕の

在り方。ポール・ハリスが何をしてきたのか、だからここまで世界にロータリークラブが伸展していっ
たのだという説明に皆納得し一喜一憂のなかに、アットいう間に時間は過ぎてしまいました。
その後、例会での卓話を頂き、お互いのクラブの友情の印としてバナーの交換をし、最後に石丸ガ

バナーとの記念写真には皆の固かった緊張も解け、自信に溢れたにこやかな笑顔で写真に納まりまし
た。
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静内ロータリークラブ 9/14(水)
9月14日(水)石丸修太郞ガバナー、髙村洋子ガバナー補佐、下村卓也地区副代表幹事をお迎えし公式

訪問として新ひだか町公民館にて開催いたしました。
午前10時30分より行われた会長・幹事懇談会では、細川パストガバナー、西村ノミニーが出席して

四ツ屋会長より当クラブの活動方針と活動内容、特に青少年育成事業として「静内ロータリークラブ
杯小学生バレーボール大会」を継続主催し、高校生の就職アドバイザーとして模擬面接の指導などを
行っている事を説明いたしました。ロータリーについての話は尽きることなく会長・幹事懇談会は充
実した時間を過ごす事が出来ました。
11時30分よりクラブ協議会が開催され5大委員長より本年度の活動計画とその進捗状況を発表させ

て頂き、石丸ガバナーより大変貴重なご意見、ご講評を頂きました。特に職業奉仕についての石丸ガ
バナーの考え方がとても分かりやすく、理解を深める事が出来ました。
12時30分点鐘、通算2,461回の例会が開催され、石丸ガバナーよりロータリー財団、ジェニファーE.
ジョーンズ会長の考え方などの講話を頂きました。
石丸ガバナーから頂いたご助言を今後の静内ロータリークラブの更なる発展に繋げていきたいと思っ

ております。
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長万部ロータリークラブ 9/15(木)
9月15日(木)石丸修太郞ガバナー、第10グループ玉井清治ガバナー補佐、久木利弘地区財務委員をお

迎えして公式訪問が開催されました。
9時30分：役場庁舎で、石丸ガバナーご一行をお迎えして初めに井上会長から、当クラブが役場庁舎

前に寄贈した大理石の「町民顕彰碑」、ポケットパークの「花壇」を紹介。
10時00分：木幡町長（RI会員）を表敬訪問。佐藤副町長（RI会員）、近藤教育長（RI会員）も同席

して、マスコミで話題の「水柱」の現状と対策や新幹線長万部駅開業への現状が話題になった。
10時30分：会長・幹事懇談会。井上会長から、現在10名の会員で活動しているクラブの現状の報告

に対してガバナーから、楽しいクラブ活動と会員増強についてご指導を頂いた。
11時00分：クラブ協議会は、通常例会場「あつまんべ」2階に移動して開催。木幡町長など4名は定

例議会開会中で欠席。3名の委員長も職務で欠席の中、会長、幹事、社会奉仕委員長の3名で開催され
た。
新型コロナ禍の中、3密・換気等で感染防止対策の会場。井上会長は、石丸ガバナーと随行者の紹介

と歓迎のあいさつに続いて、本年度の方針では、少数会員のクラブですが地域密着の奉仕活動の実践
を通して、会員純増でロータリーの火を灯し続ける決意があった。次に各奉仕委員会の活動報告に対
して、石丸ガバナーは、少人数の中でよく頑張っている。奉仕活動も出来ていてその点会員数の問題
ではない。また、ローター活動の全てに職業奉仕（奉仕の理想）を適用等々。各委員会に総評を頂い
た。
12時10分：ガバナー公式訪問例会。職業奉仕委員長が出席。ガバナーは卓話で「ロータリーは変わっ

た。」職業分類では1業種1名が21世紀に入って1業種5名になった。「職業奉仕とは。職業奉仕の理念
とは。」RIは職業奉仕が基本です。自分の得意分野、個性など自分に何ができるか等を重んじてロー
タリーが火付け役を担っていこう。ロータリークラブの奉仕の精神は、寄付にあると思う。ロータリー
財団に重点を置いてほしい等ご指導を頂いた。
最後に、石丸ガバナーを囲んで随行者と一緒に記念写真を撮影し、ガバナー公式訪問は終了しまし

た。ありがとうございました。
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岩見沢ロータリークラブ 9/15(木)
新型コロナ感染拡大防止から延期になっていたガバナー

公式訪問が9月15日に開催されました。最初に石丸ガバナー、
久木地区財務委員、松下ガバナー補佐、篠田ガバナー補佐
幹事をお迎えしての会長・幹事懇談会から始まり、西方会
長から当クラブの現状を説明し、ガバナーから貴重なご意
見やアドバイスを頂きました。
クラブアッセンブリーでは、各委員長からの今年度の活

動計画・報告とともに、石丸ガバナーからの「ロータリー
に対する想い」への問いに各々のロータリー観を発表させ
ていただきました。ガバナーには当クラブ会員のロータリー
に対する意識の高さを感じていただいたようでお褒めの言
葉を頂きました。その後、全会員と共に写真室での集合記
念写真を撮影し思い出の一枚とすることができました。

最後に会場を移し、例会セレモニーの後、石丸ガバナーからご講話を頂き、「ロータリーの価値観」
と「職業奉仕」の考え方について、これまでのガバナーとは違った雰囲気の中で非常に興味を持って
最後まで傾聴する内容でした。
石丸ガバナーは昼の長万部ロータリークラブの公式訪問を終わらせて、休む間もなく岩見沢までお

越しいただきお疲れの中でのガバナー公式訪問となりましたが、当クラブにとって今年度の活動を後
押ししていただける内容になりました事に対し心から感謝を申し上げ報告とさせていただきます。
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小樽南ロータリークラブ 9/16(金)
9月16日(金)石丸修太郞ガバナー、 吉田聡第6Gガバナー補佐、川村忠地区幹事、当会会員の松浦ガ

バナーエレクトをお迎えし、オーセントホテル小樽にてガバナー公式訪問が開催されました。
午前10時より、 会長・幹事懇談会が開催され、山村会長から当クラブの特徴や活動状況について説

明させて頂き、石丸ガバナーよりインターアクトにはロータリーだからこそ国際性が重要である事、
そして地区大会でのユースフォーラムに是非参加して欲しいとの助言を頂きました。
午前10時45分よりクラブ協議会が開催され、各委員長より活動計画の説明とガバナーからの提案で

ロータリークラブへの想いも合せて発表することとなりました。各委員長の想いを聞かせて頂くと共
にガバナーからの助言を頂き新鮮な想いを感じることが出来ました。
午前11時45分よりコロナ禍の中密にならない対策として行っている食事を小樽の景観を見ながらホ

テル最上階で取って頂きました。
午後12時30分より例会が開催され、石丸ガバナーを始めゲストの方の紹介後、バナーの交換をさせ

て頂き、ガバナーのご講演を頂きました。ロータリーは職業奉仕と教わり入会したこと、21世紀に入
りロータリーが変わった事、情報交換がありロータリーに価値があった時代からインターネットの時
代に入りロータリークラブに入らなくとも情報が取得出来る時代になった事。これからは、メンバー
が持っている才能を利用したサービスを皆で共有する。自分が人の為に出来ることを皆で共有しなけ
ればロータリーは存続出来ないとのお言葉は、印象に残りました。しかし同時に理解が難しいとも感
じました。
自分の持っている才能を使い、クラブで活動する。を心に占め今後のロータリー活動をしていこう

と感じました。石丸ガバナー、吉田ガバナー補佐、川村地区幹事のご訪問に一同感謝を申し上げ、ご
健勝で実り多き一年となりますよう祈念いたします。
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小樽ロータリークラブ 9/20(火)
9月20日(火)石丸修太郞ガバナー、吉田聡ガバナー

補佐、川村忠地区幹事をお迎えしての公式訪問を実
施いたしました。
10時半からの「会長・幹事懇談会」では当クラブ

の会長・次期会長・幹事で懇談をさせていただき、
小樽ＲＣの現状等について遠藤会長より報告させて
いただいた後、石丸ガバナーからは各RCの現状や
会員増強についてなどクラブ内での人材育成などお
話をいただきました。
11時半からの「クラブ協議会」では、各委員会の

委員長より自己紹介を兼ねて事業計画と進捗状況等
を発表し、その後石丸ガバナーより講評及び職業奉
仕について示唆に富んだヒントをいただき、終始和
やかな雰囲気の中でクラブ協議会を終了いたしまし
た。
「クラブ例会」では石丸ガバナーから、一人ひとりができる国際奉仕、国際親善についてのお話し、

米山財団・地区大会・ポリオ根絶支援について参加する目的と奉仕の理想のすばらしさについて会員
に向けた卓話をいただきました。
石丸ガバナーにおかれましては、お体にご留意され、残りの公式訪問をはじめ年度内全ての事業が

無事に終了されますことをご祈念申し上げ、公式訪問の御礼とさせていただきます。石丸ガバナー誠
にありがとうございました。
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9月20日(火)午後4時より蘭越商工会応接室において、石
丸修太郞ガバナー、吉田聡ガバナー補佐、川村忠地区幹事
をお迎えし、クラブ会長の佐藤義久、幹事の小澤修、次期
会長の山田一晴会員同席の上、会長・幹事懇談会を開催致
しました。

会員の少ない少人数クラブでコロナ禍その活動も停滞し
ている中、例年会員増強を最大のテーマに掲げ活動を続け
ていますが、地域の経済活動は厳しくなかなか思うに任せ
ない状況が続いておりました。しかし、今年度より１名の
新会員を迎えたことやクラブの抱えるいろいろな問題を述
べ石丸ガバナーより助言を頂きました。

引き続きクラブ協議会を開催し、各委員長が今年度の活動目標を発表し、石丸ガバナーより『少人数
のクラブなりに委員会の構成を考え、例会のあり方を考えるなど積極的な運営をおこなっている。少人
数ならではの利点もある。今後もぜひ続けていただきたい』とご意見を戴きました。続いて例会の最後
に石丸ガバナーより卓話を吉田ガバナー補佐より所感を頂き、バナーの交換を行いました。
全員で記念写真を撮影した後、幽泉閣に場所を移し懇親会で親睦を深めました。

蘭越ロータリークラブ 9/20(火)
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例会に先立ち、2022年9月21日10時30分より会長・幹事懇談会、
11時30分よりクラブ協議会がありました。
出席者は石丸修太郞ガバナー、川村忠地区幹事、吉田聡ガバナー

補佐、当クラブ各委員長で、各委員長からのロータリーに関する
意見や思いなどを発表する場となりました。
青木会長からは、倶知安RCの60周年が再来年にせまっているこ

と、記念事業として、倶知安RCと縁の深いどんぐり公園の遊具の
交換などを検討していることなどが報告された。また、10月12日
には白馬RCの会員の来訪が予定されており、親交を深めたいこと
が述べられた。
渡邉幹事からは、60周年の記念事業は、複数年度に跨がる事業であることから、次年度会長の意見

も聞きながら進めていること、アイデアとして、障害を持つ子供たちも遊ぶことができる砂場やブラ
ンコなどの遊具（インクルーシブ遊具）を検討してることなどが報告された。
例会では、石丸ガバナーから以下のとおりの卓話がなされました。

子供の頃にスキーに倶知安へ汽車で来た記憶があり、毛糸の手袋を今でも覚えてます。
高校生の時には望羊荘に泊まり、ニセコ連山に登りましたが、当時は零戦のカケラが残っていたり

してました（注:零戦闘機の着氷実験機の事・現在郷土館にて展示）。
さて、本年度のテーマであるImagine Rotaryですが、「明日に向かってみんなで創造」とも訳され

ますが、RI会長は最近余りこの言葉を使わないようです。
私の地区目標では、「ロータリーに想いをはせる」～明日のロータリーに夢を込めて～としました

が、今考えてるのはロータリーの原点は職業奉仕にあり、そこが他団体と一線を画す所でもあります。
元々ロータリーは1905年にポール・ハリス達による会員間の商売共有が始まりで、その為の１業種

１人でした。職業、生業といったボケーションこそ原点だったのです。
現代においては仕事や趣味といった自分の持ってる才能を生かす事が職業奉仕に通じます。それは

人の為になる得意なものを持ったものを共有する事で、会員卓話などをどんどんやって頂きたい。
END POLIOに関しては、世界では終わっておらず、ビル・ゲイツ財団と共有はしてますが、なかな

か悩ましい問題でもあります。
ロシアによるウクライナ侵攻に対する支援については、2地区合同で5万ドルで消防車を購入した所

もありますが、国境を越える事や戦争地域への支援となりますので直接の支援となればかなり難しい
問題となってます。
倶知安RCにおきましてはRI、地区へのご協力も是非お願いし、来年5月にはメルボルンにて国際大

会が開催されますので是非ご参加をお願いします。

倶知安ロータリークラブ 9/21(水)
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2022年9月21日(水)16時30分からホテル水明閣にて石丸
修太郞ガバナー・第6グループ吉田聡ガバナー補佐・川村忠
地区幹事をお迎えして、ガバナー公式訪問における会長・
幹事懇談会を余市RCから森義仁会長をはじめ副会長・幹事・
副幹事の4名が参加し開催されました。森会長から当クラブ
の特徴や活動状況の説明があり、クラブの状況を把握し検
証して頂きました。その中で、余市町出身の宇宙飛行士毛
利衛さんの実家が銭湯を経営していたことから余市の海で
海水浴をした後、毛利さんの銭湯をよく利用していたこと
など石丸ガバナーから余市町に関連した子供の頃のお話を
して頂いたため、我々の緊張も解けその後の会談もスムー
ズに進行することが出来ました。石丸ガバナーのお心遣い
には感謝申し上げます。
17時30分からはクラブ協議会が開催され、各委員長の活動計画に対する意見交換を行う中で、石丸

ガバナーから「各委員長さん達のロータリーに対する思いを聞かせて欲しい」という要望があり、各
委員長がロータリークラブでの経験や感想・ロータリークラブに対する思いを発表する場となりまし
た。各委員長の思いは、我々も知らないことが多く大変貴重な時間となりました。その後、石丸ガバ
ナーが職業奉仕に関する持論を展開され、会員内での卓話の重要性などのアドバイスを頂きました。
例会終了後、会員からは「職業奉仕が非常に分かりやすく説明されていた」などの感嘆の声が上がっ
ておりました。
18時30分よりガバナー公式訪問例会が開催されバナー交換後、石丸ガバナーからRI国際大会・地区

の役割・ポリオ根絶などについてのお話を頂き、今後のクラブ活動に向け、有意義な時間を過ごすこ
とができました。また今まで訪問したクラブで、お弁当の持ち帰り例会にしているのは余市を含めて2
クラブしかないそうで、いつから通常の例会に戻そうと迷っていた我々に地区の貴重な情報提供もし
て頂きました。
終わりに、今回の公式訪問では石丸ガバナーのロータリーに対する情熱とその温かいお人柄に触れ

ることが出来、今後の励みになりました。会員一同、心より感謝申し上げます。石丸ガバナーにおか
れましては、お体を大切にして、益々のご活躍をご期待申し上げますと共に、残すところ僅かとなっ
た公式訪問や地区大会など全ての事業が無事終了されることをご祈念申し上げます。

余市ロータリークラブ 9/21(水)
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石丸修太郞ガバナー、吉田聡ガバナー補佐、川村忠地区幹事3名をお
迎えいたしました。
午前10時30分から開催された会長・幹事・会長エレクト懇談会では

クラブ内の現状や活動、岩内RC成田賢一会長今年度の目標である「広
報、共有、シンプル」について質疑応答がありました。石丸ガバナーか
らは広報活動についてSNSやHP、地区HPへの貼り付けなどで周知する
ことが、広報活動の有効な手段であるとの助言をいただきました。
また、近年若手の新入会員が増加している岩内RCについて、会長が

率先して他のクラブへのメークアップへ若手と一緒に行くことにより、
広い交流を通じて知識向上に繋がるとのお話しや、青少年交換留学生、
インターアクト、ローターアクト、財団奨学生、米山奨学生なども会員
の子供や孫にもっと共有してロータリアンとしての意識を高めてもらい
たいとお言葉をいただきました。
引き続き午前11時30分から開催されたクラブ協議会では各委員会活

動についての質疑応答となり、奉仕プロジェクト委員会については、新
世代関係「小学生手作り絵本コンクール」については今後も継続して頑
張って欲しいとの励ましを受けました。ロータリー財団・米山記念奨学
委員会については、岩内RC独自のチャレンジプログラムは会員個人が
様々な目標にチャレンジを宣言しその成果に対してクラブに寄付を行い
ます。今、現在のチャレンジがどのようなものかを確認し励まし合いの
精神で今後も期待しているとの励ましをいただきました。広報委員会に
ついてはロータリー文庫がどのような場所でどのように利用されている
かもっと会員全体で確認しあって欲しいと励ましをいただきました。
12時30分からの昼食を挟んで開催された例会では石丸ガバナーの海

外での経験について、今年度の米山奨学生について、そして一番大切な
のはロータリーの原点である会員卓話を今以上に充実させることによっ
て、情報を共有することができ、この地で楽しいロータリー活動を一丸
となってやれる。それがロータリーの最大の宝であり、楽しいロータリー
ライフが過ごせることになるとのご講話をいただきました。
岩内RC会員一同、あらためてロータリーの仲間意識を向上させる有意義な時間となりました。数あ

る公式訪問でお疲れご多忙中にもかかわらず、石丸ガバナー、吉田ガバナー補佐、川村地区幹事のご
訪問に心より感謝申し上げ、この度のご報告とさせていただきます。本当に有り難うございました。

岩内ロータリークラブ 9/22(木)
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小樽銭函ロータリークラブ 9/22(木)
9月22日石丸ガバナーの公式訪問がありました。緊張の中

クラブの目標・計画など報告、最近の小樽銭函RCの様子な
ど、話し合いをしました。
野球大会が37回続いていることには驚嘆され、今後とも

少年のために頑張るよう、はげまされました。会員が減った
ことには、言及はなかったが、何回も訪れロータリーの良さ
を伝えていくことが、肝心である。と言われました。職業奉
仕とは何なのか？いつも疑問に持ち、何をすべきかと思って
いましたが、会員一人一人の職業を会員に伝えることも奉仕
の一環である。と言われ、胸のつかえが降りた気がしました。
今年度は会員のヒストリーを順番に話しているところです。
と伝えるとこれこそ職業奉仕です。と言われ良かったと胸を
撫でおろしました。6時からは会食を伴いながら、会員と雑
談しながら楽しいひと時を過ごしました。石丸ガバナ一ご行
様ありがとうございました。



GOVERNER'S Monthly Letter's

43

会長・幹事懇談会 10:30～
国際ロータリー第2510地区石丸修太郞ガバナー、古野重幸第4グループガバナー補佐、川端忠範第2

510地区度財務委員長にお越し頂き、蓑輪隆宏会長、姫野芳安会長エレクト、林里紅幹事合計6名で開
催されました。
蓑輪会長より札幌北RCの概要説明、クラブ内での奉仕活動や委員会活動などお話がありました。石

丸ガバナーからは会員増強のアドバイスや他クラブの様子など貴重なお話を頂き終始和やかに行われ
ました。

第2回クラブ協議会 11:30～
蓑輪隆宏会長のご挨拶で始まり、石丸修太郞ガバナーよりご挨拶頂きました。
また、石丸ガバナーよりRIテーマ、地区目標などのご紹介がありました。
各委員長様より活動計画、現況報告があり、石丸ガバナーのリクエストとして、「私のロータリー

への想い」を各委員長様より発表頂きました。

通常例会 12：30～
古野ガバナー補佐、川端財務委員長よりご挨拶を頂きました。
ガバナーからはご自身の経歴やロータリー経験談、また現在のロータリーについてお話を頂きまし

た。札幌北RCについては奉仕活動や地区活動なども活発に行われていて、とても雰囲気の良い温かい
クラブですね。とご感想を頂きました。
最後に小林パストガバナー、竹原委員長よりご感想頂き例会終了後に記念撮影をして終了致しまし

た。石丸ガバナー、古野ガバナー補佐、川端財務委員長のご来訪心より感謝申し上げます。

札幌北ロータリークラブ 9/26(月)
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9月26日(月)石丸修太郞ガバナー、古野重幸ガバナー補佐、
中村真規地区幹事をお迎えし、札幌サンプラザにてガバナー
公式訪問が開催され、16時30分から会長・幹事懇談会、17
時30分よりクラブ協議会と続き、18時30分より例会が行わ
れました。
石丸ガバナーからは、ナイターでの少年野球大会を続けて

いること、他クラブでは見られないような素晴らしい会報を
作成していることをお褒めいただきました。
また、会報も含め、当クラブでの活動については、地区ホー

ムページに掲載するなどして積極的にアピールすべきとのお
言葉をいただきました。
石丸ガバナーの卓話では、世界大会や米山奨学金、ポリオなど多岐にわたるお話がなされました。

そのなかでも職業奉仕の理解について詳細にご説明いただきました。日本と外国での職業奉仕の解釈
や、その英訳である「Vocational Service」の語源からの推察、そこから、退職後も職業奉仕は存続
するとのお話は、とても示唆に富むものでありました。
石丸ガバナーのお話は、今後のクラブ運営にとってとても参考となるものになりました。
最後に、石丸ガバナー、古野ガバナー補佐、中村地区幹事には、大変多忙なスケジュールのなか、

当クラブに訪問していただき、心より感謝申し上げます。

札幌はまなすロータリークラブ 9/26(月)
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今年度はコロナウイルスの影響も無く、予定通9月28日に
ガバナー公式訪問の日を迎える事が出来ました。石丸修太郞
ガバナー、平昌夫ガバナー補佐に加え、川端忠範地区財務委
員長もご同行下さいました。当方は齋藤康嗣会長、北島正之
会長エレクト、髙野園子幹事の3名でお迎えしました。
会長・幹事懇談会では石丸修太郞ガバナーの国際ロータリー

のテーマや目標、D,E,Iについてのご自身の見解での解説を
なさっていらっしゃいました。また、地区の方針についての
説明やガバナー月信のデジタル化についての説明など今年度
の変化についての理由、利点などについてもお話しいただき
ました。また、会員増強についても会員の人数の多少にかか
わらずクラブの奉仕活動ができるという地区内の実例もお教
えくださり、大変参考になりました。また、こちらからはク
ラブの特徴である、姉妹クラブ、友好クラブの説明をし、和
やかな雰囲気のまま懇談会を終えました。
次に11時半よりクラブ協議会がスタートしました。最初

にガバナーより各委員長に対して、計画書を読み上げるので
はなく、ご自身の言葉で活動計画を話してほしい、またご自
身のロータリー観も聞かせて欲しいとのご要望があり、委員
長の皆さんは少々とまどいもあったかと思いますが、それぞ
れの計画についてしっかり発表して、ガバナーからも時間ギ
リギリまでご講評を戴きました。
例会では会場の17階から快晴の秋らしい景色をお楽しみ

いただけたと思います。ガバナーとバナー交換をしてから、
卓話が始まりました。石丸ガバナー独自の見解RI会長のテー
マである「IMAGINE」についての解説をしてくださいまし
た。そのほか、ガバナーの役目についてのお話し、メルボル
ン国際大会のお誘い、国際ロータリースキー同好会がニセコで開催されることに対してのご案内、米
山奨学会についての当地区と他地区の比較についてのご説明などがありました。ロータリー財団につ
いては、ウクライナ支援に対しての地区補助金の活用内容についてお話しくださいました。親しみや
すい語り口調でロータリーの様々な情報が次々と紹介され、会員一同興味津々な様子で話に聞き入っ
ていました。ロータリアン同士で活動や情報を共有することが結果的に地区にとって良い活動に繋が
るのではないかというお考えから、地区のホームページのリニューアルを行ったことが紹介され、各
クラブでも会報を載せるなど積極的に活用してほしいというお話しがありました。
石丸ガバナーにおかれましては、お忙しいスケジュールの中、当クラブをご訪問いただきましてあ

りがとうございました。

札幌真駒内ロータリークラブ 9/28(水)
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初めまして！ 私は札幌RC米山奨学生NGUYEN(グエン)THI(ティ)
BICH(ビック) TRINH(チン) と申します。
ベトナムの中部にあるダナン市から来ました。現在は札幌国際

大学人文学部心理学科子ども心理専攻4年生です。
日本に留学をしたいと考えたのは、中学生時代に日本の文化交

流会に参加した時、日本人のやさしさや誠実さ、正直さ、マナー
の良さなどの人間性に魅力を感じ、日本のことをもっと深く知り
たいと思ったことがきっかけです。その後日本人の保育者との出
会いで日本の幼児教育の話をたくさん聞かせてもらいました。このことがきっかけで、私は母国の
子どもが誰でも日本のような良い教育を受けられるようになったらいいなと考えました。そのよう
な夢を抱いて高校を卒業してからすぐに来日しました。最初、日本語があまり話せなくて一人暮ら
しはとても困りましたが、周りの援助のおかげで飲食店でのアルバイトを通して日本語もできるよ
うになり、生活にも慣れてきました。
大学で子どもの発達を学ぶ中で、人間関係を築くためには社会性の発達が必要で、そのためには

アタッチメントや安心感を獲得することが重要であるということを知りました。さらに、自閉症児
などの障害児と健常児が、ともに楽しい時間を過ごしてもらえるようにピアノを学び、また音楽を
身体で表現する練習もしています。音楽を通して、子ども同士で表現を共有したり、そこから新し
いアイディアを生み出したりすることでコミュニケーションを図ることができます。
そのような学んだ知識が実際にどのように役立つのか、保育園、施設と幼稚園で実習を行ないま

した。2週間の実習もあるし1ヶ月の実習もあって、長い期間子どもの姿を観察すること以外に、保
育者の役割や園の運営についても研修できて、一層深く理解することができました。実習に行った
結果から母国との教育の違いがたくさんあると分かりましたが、やはり専門知識の他に良い園を運
営するためには、ビジネスを理解することも必要ではないかと考えています。大学を卒業するまで
に、認定心理士、保育士、幼稚園免許一種を取得する予定です。
教育の知識以外にビジネスの知識を学ぶために、卒業後は日本で数年間就職してからベトナムに

帰国し、ベトナムの幼児教育に日本の障害児保育の姿勢を取り入れ、子どもに応じた保育の提供だ
けではなく、保育者として保護者にその子どもにとって必要な支援を提供したいと考えています。
また、日本の良い幼児教育の文化を保護者に伝え広め、
子どもの心の支援もできるように励みたいです。日本
で得た知識と実践経験を生かして母国の教育力を高め、
幼児教育を発展させることが私の卒業後の将来計画で
す。
その夢を叶えるために大学での勉強だけではなく、

カウンセラーをはじめロータリーの様々な職業の方か
ら経験を聞いて学ぶことは、私の将来の財産になると
思います。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

米山奨学生紹介

「幼児教育を発展させるために」
2022-23年度米山奨学生

グエン ティ ビック チン

札幌国際大学・札幌RC
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私はデムベレルドルジ ボロルツェツェグと申します。モンゴル出身
です。私は現在、北海道医療大学の大学院歯学研究科で口腔構造・機能
発育学系の小児歯科学を学んでいます。この分野では、口腔疾患の種類
やその治療法と基礎的な幅広い研究について多くを学んでいます。大学
院生としての最初の2年間では、研究を行うための基本的な技術と知識
を研究指導員の先生や他の講座の先生方から学んで来ました。私の研究
の内容は、歯胚発生時のマラッセ上皮遺残細胞培養上清の細胞外マトリッ
クスタンパク質の影響についてです。具体的には、虫歯などで欠損した
エナメル質は一度欠如してしまうと再生することはないことから、歯と
同じ成分のハイドロキシアパタイトを用いることが理想であります。そ
のため、マラッセ上皮遺残細胞培養上清の細胞外マトリックスタンパク
質によって、歯のハイドロキシアパタイトの石灰化あるいはエナメル質
の再生が可能となる研究になると期待しています。

私は2014年にモンゴル国立医科学大学の歯学部を卒業しました。
卒業した後、大学教授のPurevjav先生のプライベートデンタルク
リニックで歯科医師として働きました。その後、知識と経験を積む
ため、モンゴル中央県医療センター病院で一年間診療していました。
学生時代には、さまざまな学術的、学問的な活動に積極的に取り組
みました。学術的な分野では、私は2014年にはモンゴル国立医科
学大学で歯学部の最優秀卒業生となり、表彰されました。
私が日本へ来てから三年が経ちました。留学生としての日本での

生活は毎日楽しく健康的に勉学に励んでいます。寂しい時もありま
すが、とても幸せを感じる日もあります。留学を通しで日本の文化、
伝統を体験することは、勉強と同じように重要てあ゙ると思います。
日本は豊かて安゙全て綺゙麗で、清潔な国たど思いますし、日本は、社
会の制度、健康保険の制度や、交通の便、あとは電気技術か優゙れて
います。日本人は親切でやさしいです。私は日本人の友達と留学生
の友達を多数作りました。日本人はいったん友人になれば、一生の
友人になれるということを実感しました。

私は貴財団からの奨学金が給付されていますので、父に援助を求めずに済むので、大変助かってい
ます。また、貴財団の奨学金は、私の研究費にも使わせていただいています。このように、奨学金を
提供してくださる貴財団に感謝します。
日本は世界の中でも教育の質が非常に高い国の一つであり、特に歯学の分野では優れています。モ

ンゴルでは、小児歯科分野の歯科医師や教員の数がまだまだ少ないので、私はこの分野の専門家にな
り、将来、モンゴルを先進国に発展させたいと思っています。

「小児歯科の専門家に」
2022-23年度米山奨学生

デムベレルドルジ ボロルツェツェグ

北海道医療大学・札幌西RC
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◎ 設定人数 ： 20名様
◎ 申込締切 ： 2023年１月31日（火）
◎ 旅行費用 ： お一人様 400,000円
【 利用予定航空会社 】
国際線及びオーストラリア国内 ： カンタス航空 日本国内線 ： 日本航空

【 利用予定ホテル 】
メルボルン ： モーベンピック ホテル メルボルン オン スペンサー（ 予定 ）

メルボルン駅 正面で国際大会会場まで徒歩15分の位置にあるデラックスホテル
シドニー ： ソフィテル シドニー ウエントワース（ 予定 ）

シドニーの中心街にあり象徴的な建造物として知られているデラックスホテル

< 旅行費用に含まれるもの >
・航空料金 カンタス航空、日本航空のエコノミークラス ※ 2022年9月現在、燃油費用が含まれています。
・宿泊料金 メルボルン 3泊 シドニー 1泊 朝食付き ※ ２名１室利用
・日程表の送迎費用 空港とホテルの送迎及び、団体行動中は係員がご案内いたします。

< 旅行費用に含まれないもの >
・空港利用料、その他諸税 約20,000円（ 2022年9月現在のもので変動があります）
・任意 / 国際大会登録料（各自）、北海道ナイト参加費（各自）、

オーストラリアETAS電子入国査証(入国必要条件）OP（オプショナルツアー：食事、観光）、
海外旅行保険、一人部屋希望者追加費用 100，000円

【 ご案内事項 】
・参加人数を20名様で旅行費用を算出させて頂きましたが、人数に満たない場合は変更になる場合がございます。
また、お一人部屋、ベッドタイプのご希望は施設の事情によりご希望に添えない場合もございますので予め
ご了承ください。
なお、御取消料は国際大会による現地施設の都合により、お申込み後からは旅行費用の10％がかります。その後、
御取消料はお取消し日により取消料率が変ります。 （国際大会期間の為、規定が厳しいことをご理解願います）

【 お申込み・お問合せ】：（株）産経海外旅行 札幌市中央区北１条西７丁目 タキモトビル４階
電話：011-271-5388 ＦＡＸ 011-271-5621 担当：斉藤・矢田目

2023年メルボルン国際大会のご案内（第一報）

地区RI国際大会推進委員会

委員長

福井 敬悟
(札幌手稲RC・PG)

2023年国際大会は、5月27日（土）～31日(水)にかけて、オースト
ラリア・メルボルンにて開催されます。メルボルンはオーストラリア
南東部の海岸沿いにあるビクトリア州の州都で、「エコノミスト」誌
の「世界で最も暮らしやすい都市」で1位を獲得しています。
第一報として、メルボルン・シドニー7日間のコースをご用意致しま

したのでご案内いたします。歴史的な建物や文化が残る自然豊かな落
ち着いた都市・メルボルンと、近代的な大都市・シドニーを楽しめる
コースとなっています。是非、ご家族お誘いあわせのうえご参加いた
だき、コロナ禍で旅行が制限され会えなかった友と、そしてまだ会っ
たことのない世界のロータリアンと、ロータリーの絆を深めましょう。
多くの皆様のご参加をお待ちいたしております。



GOVERNER'S Monthly Letter's

49



GOVERNER'S Monthly Letter's

50

地区ガバナー 石 丸 修 太 郞
地区ガバナー指名委員長 福 田 武 男

2025－2026年度地区ガバナーノミニー候補者として適格な会員が在籍しており、地区
ガバナー指名委員会の審議を希望する地区内クラブは、12月1日必着にて、地区ガバナー
指名委員長（地区ガバナー事務所気付）宛、文書（書式任意）をもってご推薦下さい。
なお、地区ガバナーノミニー資格条件については、国際ロータリー細則第16.010.節～

第16.020.節の資格条件に適していることを要します。
［参考］国際ロータリー細則第12条（ガバナーの指名と選挙）

国際ロータリー第2510地区 地区ガバナー指名委員会規定
（1998-1999年度地区年次大会決議第８号）

2019年手続き要覧抜粋

2025－2026年度
ガバナーノミニー候補者推薦のお願い

第16.010. ガバナーノミニーの資格条件

理事会によって許可されない限り、ガバナーノミニーに選ばれる人物は、選出の時点で、
(a) 地区内の機能しているクラブの瑕疵なき会員であるものとする。
(b) クラブ会長を全期務めた経験があること、または最低6カ月間クラブの創立会長を務めた経

験があるものとする。
(c) 第16.030.節のガバナーの任務と責任を果たす意思があり、これを果たすことができる者で

あるものとする。
(d) 細則に定められているガバナーの資格条件、任務、および責任を熟知しているものとする。
(e) このロータリアンが、ガバナーの資格条件、任務、責任を理解し、ガバナーとしての資格条

件を備えており、これらの任務と責任を引き受け、これを忠実に果たす意思を持ち、それ
ができる状態にあることが明記された声明書をRIに提出するものとする。

第16.020. ガバナーの資格条件

理事会によって許可されない限り、ガバナーは、就任時に、国際協議会に全期間を通して出席して
おり、少なくとも7年以上ロータリアンであり、第16.010.節の資格条件を引き続き保持していな
ければならない。
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ガバナー四方山話

アメリカに住んでいる間は、仕事に時間がとられた為アメリカ国内を観光して回ることはあまり
できず、西海岸のヨセミテ公園とレイク・タホに行ったくらいしかありませんでした。会計事務所
を辞めて札幌に住むようになってから、関与先にアリゾナの大自然と、そこに居るインディアンの
方々に興味のある経営者がいらして、通訳がてら同行させてもらい、お陰でグランドキャニオンな
どアリゾナ州とユタ州にあるアメリカの誇る世界自然遺産を存分に回ることが出来ました。
アリゾナ北部にはいまだに居留地があり、そこに居住しているネイティブ・アメリカン（と呼ば

なければいけない時代です）にはいくつかの種族があり、あまり仲が良いとは言えません。羊を追
いながらの生活ではろくに食べられませんから、政府の定めた居住地に住んでいる方々にはフード
スタンプが配給され、それで食料を調達しています。
毎年7月の第1週にサンダンスと呼ばれる、神様に感謝をする儀式がアリゾナの高原で執り行われ

ますが、白人は参加できません。でも、有色人種の私達は入れてもらえて、4日間夜明けから日暮れ
までドラムのリズムで踊るというお祭りを何度か経験させてもらいました。メディスンマンがお祭
りを取り仕切りますが、標高2,000ｍくらいの高原でのキャンプは、昼間は摂氏40度、早朝は10度
くらいという寒暖の激しいところでの野宿はなかなか野性味のあるものでした。
最初に行った時にとても素敵な経験をしました。標高が高く空気が澄んでいて雲もなく、満天の

星空を堪能することが出来ました。新月ということもあり、東の地平線から西の地平線まではっき
りと分かる天の川はまるで自分を包むような感覚で脳裏に焼き付いています。それが毎晩で別世界
でした。また地平線に近いところでは、流れ星をしょっちゅう見ることが出来ました。
また、現地の方が飼っている羊を1頭分けて頂き、お代はちゃんと支払ってですが、参加していた

日本から来られた方達と分けて食料としたのですが、その年は干ばつだったせいで、その羊はやせ
ていて、でもセージという香草を食べていたせいか、生肉の香りが実に麗しく肉をさばいた手を洗
いたくないという気分になったのは後にも先にもこの1回だけの経験でした。
生の羊肉を塩とニンニクでもんだものはとても美味しく、また軽く塩を振って集めた枯れ木を焼

いて炭状になったものでじっくりと焼いたお肉を食べてもこの羊肉は絶品でした。
グランドキャニオンの周囲には多くの遺跡があり、途絶えた種族も沢山いたことが観光スポット

の説明文に書かれています。先住民族が住居としていた絶壁のあるキャニオンや、ピンク色の砂で
出来た砂丘、水に削られ幻想的な光の名所アンテロープ・キャニオン、地形的にこの世のものとは
思えない岩が林立しているブライス・キャニオンなど北部アリゾナからユタ州にある大自然は是非
一度ご覧になって頂ければとても良い想い出になることは間違いありません。

第5回 ネイティブ・アメリカン
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第3グループのガバナー補佐を務めさせて頂いている栗山RCの松下早苗と申します。
ロータリークラブに入会したきっかけは「来月の火曜日から例会に来なさい。」と父の1周忌に尊敬

する女性経営者の太田ひろ子さんに言われました。ロータリーへの誘いだと悟り、やんわり断ったと
ころ「入会したいかどうかの希望を聞いているわけではない。来なさいと言っているの。」そこから
私のロータリーが始まりました。
誘って下さったひろ子さんは身長140センチの小柄な女性ながらゴルフのスイングは誰より大きく、

ホールインワンも2度。歯に衣着せぬ厳しい方でした。
初めての地区大会やIMでも「あの方に挨拶してきなさい、お父さんがお世話になった人だから」と

の指示にあたふたと応じていました。
ある日、ひろ子さんから電話がありました。病院からです。とてもか細い声で「今度の例会に行き

たいのにお医者さんが駄目だというの。みんなに伝えたいことがあるの。さなちゃんのお父さんの話
もしたいの。」と。思わず涙がこみ上げてきました。「その話は絶対に聞きたい。だから今は無理を
しないで療養して元気になったら例会で卓話をして欲しい。もっとたくさん話が聞きたい。」と電話
を切ったのが最後の会話になりました。また厳しく注意されたいです。そこにはいつも優しい思いや
りに溢れた愛情があったから。

80歳で天国のロータリークラブの末席に加えて頂いた父はJC卒業後、第4グループガバナー補佐、古
野重幸氏のお父様で当クラブのチャーターメンバーである古野元一郞氏に誘って頂きました。
当時は毎日のようにロータリークラブのメンバーが家にやって来て熱く語っていました。時には立

ち上がっての口論になり怒って帰っていく人もいました。なのに次の日はまたニコニコと楽しそうに
ロータリーについて語り合っていました。常に本音で語り合う姿は本当に羨ましかったです。
家族親睦も盛んでした。楽しい思い出の枚挙にいとまがありません。父も病床でありながらも例会

を気にして、出席したがっていました。

このロータリーに熱い2人をはじめクラブの先輩ロータリアンには共通点があるように思います。
とてもよくロータリーの勉強をし語り合っていた事です。
私にはその方法がわかりませんでした。よくわからなければその意義も面白さもわかりません。コ

ロナ禍で会うこともままならなず気持ちが離れていらっしゃると思いますが、こんな時こそチャンス
なのではないでしょうか。
Zoomなどを利用して今までになかった方法が試されるようになりました。ロータリーを知るための

RLI研修もあります。
知る喜びは知識とともに知人をも増やすのではないかと思います。
せっかくロータリークラブの一員になったのですから、素晴らしい人との出会いの機会、楽しい親

睦の機会、笑顔の会える奉仕の機会を愉悦しようと思っています。

ガバナー補佐自分を語る

「ロータリーを知る喜び」

国際ロータリー第2510地区
第3グループガバナー補佐

松下 早苗（栗山RC）
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新会員のご紹介 敬称略

室蘭北RC
猪村 裕美
令和4年7月26日

ホテル

室蘭北RC
川原 陽一
2022年８月２日

電気事業

留萌RC
山形 純弘
令和4年10月1日
生命保険業

室蘭北RC
松木 高雪
2022年7月26日

病院経営

札幌手稲RC
出崎 竜也
2022年9月17日

弁護士

岩見沢RC
福井 豊一
令和4年9月2日
情報サービス

美唄RC
米森 正夫 会員
2022年9月11日逝去（享年89歳）
【ロータリー歴】 1974年2月7日 入会
【表彰関係】 ポール・ハリス・フェロー

米山功労者

訃 報
謹んでお悔やみ申し上げますとともに心からご冥福をお祈り致します

美唄RC
阿部 稔 会員
2022年10月3日逝去（享年87歳）
【ロータリー歴】 1977年7月7日 入会

1989ｰ1990年度 会長
【表彰関係】 ポール・ハリス・フェロー

米山功労者
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従来ガバナー月信に掲載されておりました以下の記事は、今年度は地区ホームページ
に掲載をしております。地区ホームページ（http://rid2510.org）をご参照ください。

【ホームページ掲載記事】
・ガバナー補佐名簿
・ガバナー公式訪問日程
・地区カレンダー
・ガバナー事務所スタッフ・担当
・地区予算
・地区クラブ会長・幹事名簿
・地区組織図
・ハイライトよねやま
・コーディネーターNEWS
・ロータリー定期報告関係 等

月信委員会からのお知らせ

ＲＩ2510地区ホームページ
ＱＲコード
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北海道初の国宝、中空土偶は道南の函館市南茅部地区で発見され、2007年に道内で唯一
国宝に指定された土偶です。
中が空洞の中空土偶のなかでは国内最大であり、作りは極めて精巧で写実的です。
形状は、正面を向いた顔、左右に大きく張った肩、くびれた胴、長い両脚と均整が取れて

います。
文様は、刻み目が施された細い粘土ひもの貼付けと削り出しで表現する三叉（さんさ）状

入組文。三叉文と円形文を組み合わせた文様構成が優れており、縄文時代後期後半の特徴を
表している。
配石を伴う土杭墓群に関連して埋葬された可能性がたかく、当時の祭祀や呪術的文化を知

る手がかりとなります。
1975年（昭和50年）小板アイさんが畑でジャガイモを掘ろうとして、発見されました。

町内の役場の学芸員さんの所へ持って行き、縄文時代の土偶であるとわかりました。
中空土偶（カックウ）

愛称： 南茅部の茅（カヤ）と中空土偶の空（クウ）
を合わせて（カックウ）

高さ： 41.5㎝ 幅 20.1㎝ 重さ1.745㎏
時代： 縄文時代後期後半（3,500年前）
出土： 北海道函館市著保内野（ちょぼないの）遺跡

1975年8月24日
所有： 函館市

発見から4年後、1979年に日本の重要文化財に指定され、アメリカのスミソニアン博物館、
イギリスの大英博物館はじめ、世界4か国にて展示公開されました。
2007年に国宝となり、2008年には北海道洞爺湖サミットでホテルに各国の首脳を

歓迎するために、特別展示されました。
現在は、2011年10月にオープンした臼尻町「函館市縄文文化交流センター」に展示され

いつでも、見学可能となっております。
函館市と近郊の市町村が連携し、カックウの魅力を色々と発信しております。

表紙の解説（第11グループ）

国宝・中空土偶



 




