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2013-2014 年度 国際ロータリー第 2640 地区  
ガバナー事務所開設のお知らせ

拝啓　盛夏の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2013-2014 年度国際ロータリー第 2640 地区ガバナー事務所を、
下記のとおり開所いたしましたのでお知らせ申し上げます。

今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

 敬具　　 　　 

2013-2014 年度　国際ロータリー第 2640 地区　ガバナー事務所

開 所 日　　2013 年 7 月 1 日

業務時間　　午前 10 時～午後 5 時　土日祝休み

ＴＥＬ：０７２－４３７－２６４０　

ＦＡＸ：０７２－４３７－２６５０

〒 596-0825　大阪府岸和田市町２丁目２７－１　西栄ビル３F

ＨＰアドレス：http://www.rid2640g.org/kubo/

E － mail：kubo-2013@rid2640g.org

閉鎖のお知らせ
6 月 30 日を持ちましてガバナーエレクト事務所は閉鎖させていただきました。
短い間ではございましたが沢山のご支援賜りましてありがとうございました。

2013-2014 年度 国際ロータリー第 2640 地区  
ガバナー事務所開設のお知らせ
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2013-2014 年度 RI テーマ

最善の努力をすること、簡単な道ではなく、正しい道を歩
むことを意味します。

私たちは皆、世界をより良くする活動に自ら参加するため
に、ロータリーに入会しました。人生におけるあらゆる物
事と同じように、ロータリーの奉仕では、努力すればす
るほど、多くを得ることができます。形だけの努力だけな
ら、大した成果は上がりませんし、本当の満足感は得ら
れないでしょう。しかし、ロータリーを真に実践し、ロー
タリーの奉仕と価値観を日々活かす決意をすれば、自分が
いかに素晴らしい影響をもたらすことができるかが見えて
くるでしょう。そうして初めて、人々の人生を真に豊かに
しようというインスピレーション、やる気、パワーが沸く
のです。そして何よりも、あなた自身の人生が一番豊かに
なるはずです。

2013-14 年度のロータリーのテーマ、そして私から皆さ
ん
へのチャレンジは、「ロータリーを実践し　みんなに豊か
な人生を」です。

皆さんは、ロータリーの襟ピンを身につけることを選択し
ました。これからどうするかは、皆さん次第です。

今日のロータリー・クラブの例会風景は、一見して、50
年前の例会とは大分様子が違っています。また、34,000
あるクラブすべてを訪れれば、さまざまな経歴を持つ人々
が、世界のありとあらゆる言語を話し、地元レベルから国
際レベルまで、実に多様な奉仕プロジェクトを行っている
姿を目にするでしょう。週末に近所の公園にある遊具を修
理しているクラブや、ほかのクラブと協力して何千キロも
離れた学校の衛生設備を整えているクラブなど、大小さま
ざまな方法で、この世界をより良くするためにロータリア
ンは活動しています。

今日、ロータリーで目にすることの多くは、昔とは違いま
す。しかし、ロータリーの土台は変わっていません。私た
ちの土台は、これまでと同じように、ロータリーの中核的
価値観、すなわち、奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダー
シップです。これらの価値観こそが、ロータリアンとして
私たちを定義づけるものです。私たちは、これらの価値観
に従って生き、地域社会にこれらの価値観を広めようと努
力しています。

私たちは、推薦され、その推薦を受諾することを選択して
ロータリーに入会しました。そして、入会した後にも、日
々、選択を行っています。それは、ロータリー・クラブの
単なる一会員でいるか、真のロータリアンとなるか、の選
択です。

ロータリアンであるということは、週に 1 度例会に出席
するよりも、ずっと大きな責任です。それは、独特な方法で、
世界を見ること、そして、その世界における自分の役割を
見ることです。地域社会の問題を自分自身の責任として受
け止め、それに基づいて行動し、イニシアチブを発揮し、

ロータリーを実践し　
　　みんなに豊かな人生を

Engage Rotary Change Lives
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RI 会長プロフィール

米国、ノーマン RC

　ロン D. バートン氏は、2007 年、オクラホマ大学財団会長の職を最後に引退しました。米国連邦
最高裁判所弁護士協会、オクラホマ州弁護士協会、クリーブランド郡弁護士協会の会員、米国弁護
士会の会員として、非課税法人委員会、米国弁護士会慈善組織のための不動産・遺言検認・信託委
員会の委員も務める同氏は、米国ボーイスカウトのラスト・フロンティア・カウンシルの副会長を
務め、シルバー・ビーバー賞を受賞しています。また、ノーマン・ユナイテッド・ウェイのジュニアリー
グ・ボランティア最優秀市民賞も受賞しています。

　1979 年以来のロータリアンであるバートン氏は、米国オクラホマ州ノーマン・ロータリー・ク
ラブの元会長で、現会員です。これまでに、地区ガバナー、規定審議会代表議員（1992 年および
1995 年）、国際協議会グループ討論リーダーとモデレーター、ゾーン研修リーダー、ロータリー情
報カウンセラー、委員会やタスクフォース・メンバー、RI 会長代理、RI 会長のエイド、2011 年ニュー
オーリンズ国際大会委員長を歴任しました。また、理事会では、執行委員会、運営委員会、監査委
員会の委員も務めました。 

　さらに、ロータリー財団開発委員会のコンサルタント、恒久基金米国アドバイザー、ロータリー
財団地域コーディネーター、インターナショナル・ポリオ・プラス委員会委員、恒久基金リーダー
シップチームのメンバー、ポリオ・プラス広宣部メンバー、ロータリー財団地域コーディネーター
研修プログラムのモデレーターを務めた経験もあります。2006-10 年度はロータリー財団管理委員、
2008-09年度は財団管理委員会副委員長、また、未来の夢委員会委員および副委員長も務めています。 
そして、2013-14 年度、バートン氏は国際ロータリー会長に就任します。

　RI 超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状、ロータリー財団特別功労賞、ポリオのない世界を
目指す奉仕賞の受賞者でもあるバートン氏は、ジェタ夫人と共に、ポール・ハリス・フェロー、ベネファ
クター、大口寄付者、ポール・ハリス・ソサエティ、遺贈友の会、アーチ C. クランフ・ソサエティ
の会員でもあります。

RI 会長（2013-2014 年度）

RI 理事（1998-2000 年度）

ロータリー財団管理委員会副委員長（2008-2009 年度）

管理委員（2006-2010 年度）

2013 ～ 2014 年度　国際ロータリー会長

ロン D. バートン - Ron D. Burton -
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　2013―14 年度ファーストレターを発信させ
て頂きます。

　本年度国際ロータリーのテーマは、
「ENGAGE　ROTARY　CHANGE　LIVES
ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」
です。

　ロータリーの基本は、解釈について疑義が生
じた場合、これらの規定事項に関して英語版が
正文となると明記されています。今年度のテー
マの日本語訳は、意訳過ぎると言う言葉を耳に
します。国際協議会でもこのテーマ邦訳が話題
となりました。どこに「みんなに豊かな」と言
うセンテンスが有るのだ。「人生を変えよう」「生
き方を変えよう」あるいは「ロータリーを変え
よう」で良いのではないか。等など、多くの疑
問が投げかけられました。

　本年５月広島で開催されました世界平和
フォーラムＩＮ広島で、2013―14 年度ロン・
バートンＲＩ会長のエイド役を務められました
第 2710 地区 2013―14 年度沖田哲義ガバナー
から送信されてきたメールをご紹介いたしま
す。

「5 月 16 日の午後 0 時 30 分から、広島リーガ
ロイヤルホテルで、広島安佐 RC クラブの例会
が行われました。これには、ロン・バートンＲ
Ｉ会長他多 数のＲＩ理事等が出席されました。
私達夫婦は、ロンさん夫妻のエイドとして同人 
らの隣に座りました。

　この例会では、「ＲＯＴＡＲＹ」の歌が合唱
されました。このため、この歌の全ての英語の
歌詞が記載された布製の幕が、会場正面に飾ら
れていました。 この歌詞には、当然のことな

がら、
「He Profits Most Who Serves The Best」
という文章が記載されていました。

　そこで、私は、例会が終わった直後、思い切っ
てロンさんをこの旗の前に誘い、こ のシェル
ドンの標語を指さして、次のように問いました。

「あなたの RI テーマについてお聞きしたいので
す。

　あなたのテーマの『Engage Rotary』と、
この『Serves The Best』は同じ（イクオー ル）
ではないですか。 また、『Change Lives』と、
この『Profit  Most』は同じ（イクオール）で
はないですか。」 すると、ロンさんは、「そのと
おりだ（That’s  right）」と答えられたのです。 
そして、私達は、お互いに右手の親指を立てて、
ニヤリと笑いました。
　以上が、私とロン・バートン RI 会長との遣
り取りです。

　「He Profits Most Who Serves The Best」と
本年度テーマ「ENGAGE　ROTARY　CHANGE
　LIVES」がロン・バートン会長にとっては、

Governor’s Monthly Letter
クラブ会長・幹事様 久 保 治 雄

国際ロータリー第 2640 地区ガバナー
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同義語であったとは驚きでした。
続いてこの平和フォーラムで話されたロン・
バートン会長のスピーチを RI 第 2680 地区 大 
室ガバナーが翻訳をされ送信していただきまし
た。スピーチを全文掲載致します。

２０１３－１４年度ロン・バートンＲＩ会長 in
広島スピーチ全文

　ロータリアンの皆さん、この平和フォーラム
でお会いできて大変嬉しく思っています。
RI 会長エレクトの仕事の一つに旅があります。
旅ばかりで退屈だろうと思われるかもしれませ
んが、そんなことはありません。

　私はいつも心ときめかせています。そこには、
異なった様々な仕事をしているロータリアンが
いて、多くの人の人生を豊かにし、彼自身の人
生も豊かにしている人と会えるからです。
ロータリーにいるから、助けなければいけない
人に会えるのです。そして、その人々を豊かに
することができます。

　私達はロータリーの色々な方法で、世界を平
和にする機会に恵まれます。今日は、ロータ
リーが与えてくれるチャンスについて語り合い
ましょう。
私達が語り合わなければいけないことは、ロー
タリーのチャンス、機会についてです。
ロータリーは、私達に大きな成果を上げるチャ
ンスを与えてくれます。そして、ドアを開いて
くれます。

　しかし、成果を求めるのなら何かをしなけれ
ばいけません。ロータリーで成果を求めるなら、
真剣に取り組まなければいけません。
もし、あなたがロータリーで何かをすることを
望むなら、あなたが人生を豊かにすることを望
むなら、あなたが取り組まなければなりません。
ロータリーがあなたに語りかけるものを見つけ
なければいけません。

　それが、クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕、
つまり、水問題、妊婦・小児の健康、あるいは
ポリオプラスであろうとも、あなたはそれらを
見つけ、取り組まなければなりません。
ロータリーは、一人のロータリアンでも様々な
方法でロータリーの奉仕が出来る程、大きな組
織です。

　世界中にロータリーのお陰で、生活を改善し
つつある人がいます。学校へ行っている子供、
きれいな水を飲んだり、充分な食べ物が必要な
人がいます。ポリオに罹っても何百万人もの歩
いている人、麻痺のない人がいます。
ポールハリスがロータリーを作ったからでもな
く、多くのクラブに多くのロータリアンがいる
から、この人達の人生が良くなったのではあり
ません。
　ロータリアン一人ひとりが、ロータリーを通
じて他の人の人生をより豊かにしようとしたか
らです。可能性を引き出すことに決めたからで
す。ロータリアンが、人々の人生を豊かにしよ
うとしたからです。

　つまるところ、どうして私達は、ここ広島に
来ているのですか。私達は、何故みんなロータ
リーに入っているのですか。私は、長い間、ロー
タリアンでいました。想像を絶する時間をロー
タリーに割いています。それでも、ロータリー
から受けた恩を充分に返せたとは思っていませ
ん。

　もし、私を、ロータリーに誘ってくれた人が
いなかったら、もし、私が、ロータリーに係わ
ることを支えてくれる人がいなかったら、そん
な私の、人生を想像することができません。
皆さんは、今日ここで、もう一段高いレベルの
ロータリアンになろうとしています。そして、
皆さんは、今日またロータリーを知り、ロータ
リーを信じ、ロータリーは、何が出来るのかを
知ります。
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　そして私は、ここにいる皆さんにお願いしま
す。ロータリーの旅では、常に前進してくださ
い。あなたのクラブでなく、あなたの地区でな
く、あなたが何なのかを見定めてください。自
分に言い聞かせてください。私は “ もっと良く
なれる ” と。

　新しいプロジェクトを始めていようと、もっ
と多くのプロジェクトに取り組もうとしていよ
うと、クラブで新しい仕事にかかろうと、ク
ラブのリーダーシップを発揮する役目を担おう
と、あなたがもっと多くのことをロータリーで
達成する一つの方法は、あなたが今以上にロー
タリーに真剣に取り組むことです。

　そして、ここに出席している人々は、すべて
このフォーラムで、ロータリーを通して私達が
やろうとしていることは大切なことであること
に気づくでしょう。

　ロータリーの奉仕活動は、人々を援助し、幸
せにし、希望を与えて、そして奉仕を通して平
和を築くのです。

　私達の一人ひとりからロータリーの奉仕活動
は始まるのです。

ありがとうございました。
ＲＩ会長ロン・バートン

（スピーチ翻訳を提供して頂いた RI 第 2680 地
区 大 室 ガバナーに感謝申し上げます。）

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ファーストレターは、ＲＩ会長ロン・バート
ン氏のエピソードとスピーチを掲載させて頂き
ました。何事もスタートダッシュが肝心です。
地区内各クラブが素晴らしいスタートダッシュ
をされます事をお祈りいたします。

バンクーバー RC100 周年記念行事
バンクーバーダウンタウンにて

国際ロータリー第 2640 地区ガバナー

久 保 治 雄
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1943 年　東京都生まれ

学　歴　近畿大学法学部卒
　　　　慶応義塾大学　法学部大学院
　　　　現代行政研究会　研究委員歴任

職　歴　株式会社　ハンワ薬局　代表取締役

公　職　社団法人岸和田青年会議所　理事長（1983 年）他

ロータリー歴　1984 年 8 月 15 日　岸和田ロータリークラブ入会
　　　　　　　1994 ～ 95 年　地区幹事 ( 月信担当 )
　　　　　　　1995 ～ 96 年　地区環境保全委員
　　　　　　　1996 ～ 97 年　地区環境保全委員長
　　　　　　　1997 ～ 98 年　地区社会奉仕委員長
　　　　　　　2000 ～ 01 年　クラブ会長
　　　　　　　2003 ～ 04 年　ガバナー補佐
　　　　　　　2008 年 2 月　RI5040 地区　カナダ・バンクーバー RC に移籍
　
　　　　　　　2008 ～ 09 年　ロスアンジェルス国際大会Ｓ AA　　　　　　　
　　　　　　　2012 年 1 月　泉州 KUMATORI ロータリークラブに移籍
　　　　　　　2012 年 2 月　ガバナーノミニー確定宣言
　　　　　　　2012 年 5 月　国際大会にて選任（ガバナーエレクト）
　　　　　　　2012 年 7 月　ガバナーエレクト就任

Ｒ財団寄付　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 8 回
　　　　　　　ベネファクター 1 回 

米山寄付　　　第 7 回米山功労者 マルチプル

著　書　　　　大学教授になった不登校児（第三文明社）
　　　　　　　り・すたーと（論創社）

ガバナープロフィール

泉州 KUMATORI ロータリー E クラブ

2013 ～ 2014 年度　第 2640 地区ガバナー

久保　治雄 - Haruo Kubo -
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途をたどりつつある。もう一度原点に帰り、教育する
必要があるように思う。

　そういう意味で会長をはじめ、各クラブの委員長の
責任は重大である。毎週の例会で卓話が何故重要なの
か、その卓話が明日の奉仕活動にすぐに役立つことは
ないかもされない。しかし、近い将来奉仕活動を行う
に当たり、必ず生きてくるという事である。より効果
的で、有意義な奉仕活動を行うには、リベラルアーツ
の獲得が不可欠であるからである。海外に出て活躍す
る企業戦士でも明暗を分けるのは、その有無である。
時にはシェクスピアを読むのもよい、クラシック音
楽に耳を傾けるのもよい。奉仕活動に良い、悪いはな
いかもしれないが、一般的に「common good」即ち、
相手にも喜んでいただき、自分もその喜びをいただく
活動、リベラルアーツは「common good」を考える
際の一助となるのである。

　3 Ｖ、即ち　vision,venture,victory　がある。でき
るだけ早い時期に vision を立て、venture してほしい。
さすれば愛の女神のほほえみが得られるであろう。あ
る人は明日やろうという。考えのあるロータリアンは
すでに昨日始めている。この一年長いようで実に短い。
vision なきところ venture なく、venture なきところ、
victory はない。

　この一年間が、充実した一年間であったと言えるよ
うな、そんな一年間にしてほしいものである。

　会員各位の活躍を心からお祈りしている。

　早いもので、久保ガバナー年度がスタートする。花
も実もある久保ガバナーの事、素晴らしい年度になる
であろう、楽しみである。

　試験段階にあったロータリー財団の夢計画は、いよ
いよ本年度から実行に移される事になった。先日の広
島での平和フォーラムでも、ジョン・ヒューコ事務総
長は国際ロータリーとロータリー財団の両方に大きく
関係するこの夢計画は、多くの望ましい結果をもたら
すと豪語、特に六つの重点項目について具体的な説明
があり、長期的な影響をもたらすとされるこれらの奉
仕事業を実施する事で、クラブの活性化、入会者と寄
付が増える。クラブが自信と革新性と柔軟性を備えて
行動する事で、ロータリーの認知度が高まり、公共イ
メージの向上につながるとした。

　六つの重点項目の実施で、ロータリー人生はバラ色
になると強調したかったのであろう。会員が三年前に
財団に寄付をされた半分が何らかめ形で還元されてく
る事を考え、これらの資金を今後の奉仕活動にいかに
有効、効果的に使うか、今後の課題と考える。有難い
事に地区の財団委員会には、ベテランの委員が勢ぞろ
いし、皆様方の期待に応えるべく、今や遅しと待って
おられる。会員諸氏の行動あるのみである。

　ポリオについても、あと一歩と言うところで、撲滅
宣言が出せない。残るはナイジェリア、パキスタンと
アフガニスタンの三カ国と言うが、ほん最近もソマリ
アで野生株のポリオが発生したというニュースが入っ
てきている。全く予断が許せない状況である。ポリオ
の撲滅がどれだけ世界の子供たちに恩恵を与えるか、
経済効果も含め、この病気の撲滅の意義、重要性を考
え､ 協力すべきであろう。

　新年度を迎えるに当たり、各ロータリアンに意識し
ていただきたい事がある。それはロータリーでいう「奉
仕」とは何か、と言う事である。根底に流れる思想を
しっかり理解しておかないと、時には間違った考えや
行いが､ あたかもロータリーの綱領に沿っているよう
な誤解を招く事がある。新人代謝の激しいこの世の中
で、ロータリーの生き字引と言われる会員も減少の一

国際ロータリー第 2640 地区直前ガバナー

北 中  登 一
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直前ガバナー　北中登一様への御礼

国際ロータリー第 2640 地区ガバナー

久 保 治 雄

直前ガバナー　北中登一様への御礼

北中登一直前ガバナー様

一年間ご苦労様でした。

心より感謝を申し上げます。
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地 区 方 針

相互扶助

世界政治の混乱、経済の先行き不安、今こそ、メンバーと家族、共に働く仲間と地域社会に
生きる人々との共生共助こそロータリーイズムの原点であることを確認する

 ＲＩ方針の徹底

            ＩＭ不採用、旧組グループは存続、但し会合許可と報告が必要
 ガバナー公式訪問は、事前のガバナー補佐訪問は行わず、ガバナーに同行
             （会長幹事懇談・例会公式訪問・クラブアッセンブリーの順で行います。）
             公式訪問とは別にガバナー卓話要請クラブへの訪問
 地区組織の簡素化、地区予算の見直し
            各クラブによるネット活用化の推進指導
 規定審議会採択の制定案と決議案の実行指導
 ロータリー財団 --- 地区補助金、各種補助金を使っての事業奨励
 ロータリー財団への寄付の奨励
 米山記念奨学会への寄付の奨励
 クラブ拡大
 会員増強作戦の実施
 地区会員全員による中学 / 高校への「出前卓話」
 （ロータリアンが履歴を語る [ 人生の栄光と挫折等 ] を要請する）
 ロータリー設立記念日にあわせ、
　　　2014 年 2 月 23 日に日本全国 34 地区で東日本大震災復興支援キャンペーン

地区目標　　　ストップ ザ 会員減少　

 　　　　　　　地区全体で 10％の増強   

　　　　　　　　　　   各クラブ純増 3 名以上のお願い     

                          ロータリー財団への寄付

 　               1 人あたりＵＳ＄200 を目標

                          米山記念奨学会への寄付

　　　　 　　　1 人あたり 6,000 円の普通寄付
 　　　　　　　　　　  上半期　3,000 円    下半期 3,000 円

　　　　                         （特別寄付を入れて１人あたり 20,000 円を目標）

地区カラー　ワインレッド

【会員数比較】
10名以下　　　　3クラブ
10名から 19 名　24 クラブ
20 名から 29 名　20 クラブ
30 名から 39 名　10 クラブ
40 名から 49 名　 6 クラブ
50 名から 59 名　 4 クラブ
60 名から 69 名　 3 クラブ
70名以上　　　　3クラブ

地 区 方 針

mutual aid
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ガバナー補佐のご紹介

ガバナー補佐のご紹介

佐納世志子
さのう よしこ

貝塚 RC

谷野 一彦
たにの かずひこ

羽衣 RC

主井 知子
ぬしい ともこ

和歌山西 RC
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ガバナーエレクトよりご挨拶

ガバナーエレクトよりご挨拶

Greeting
ガバナーエレクトよりご挨拶 辻 　 秀 和

国際ロータリー第 2640 地区ガバナーエレクト

　国際ロータリーでは、現在三年に一度規定審議会が開催されています。こ
れは時代の変化に伴いロータリーでのルールの見直しを検討するためのもの
です。2013 年度は 4 月 21 日から 26 日まで、米国イリノイ州シカゴにて全
世界 532 地区のうち 528 地区の代表議員が集まり開催されました。今回、審
議された 200 程の議案で、注目すべき案件が多々ある中で、13 ‐ 69 議案 
第五奉仕部門を改正する件において、「新世代奉仕」を「青少年奉仕」へと変
更する案が採択されました。主な理由は新世代よりも青少年の方が、一般的
であり、なじみやすいということです。

　青少年育成は、ロータリーの最も大切なプログラムの 1 つです。重要なロ
ータリー用語の中に family of Rotary『ロータリー家族』という言葉がありま

す。ロータリー家族とは、ロータリアンの配偶者や子供達、その親戚は勿論、国際ロータリーの正式プロ
グラムに参加された人たち全員を意味します。例えば、インターアクター、ローターアクター、青少年交
換学生、米山奨学生、ロータリー財団学友、研究グループ交換メンバー、ＲＹＬＡ参加者、等々です。こ
のように、ロータリー活動には多くの青少年が関っています。

　さて、かの「東日本大震災」の折、被災された方々が、規律正しく災害援助物資を受け取り、じっと災
難に耐える姿、そしてお互い助け合って過酷な困難に立ち向かう意思の強さなど、日本人の人間としての
素晴らしさを、世界に知らしめました。

自己主張ばかりでなく、他を思いやり、奉仕する心

日常社会でのマナーと規律のよさ

何事にも前向きに挑戦し、創造してゆく力……………. 等々。

　ロータリアンは青少年の健全育成という責務を負っています。ロータリアンは誰しもが、青少年を立派
に育て上げたいと願っているでしょう。日本のよいところを実際に態度で示して、海外でもしっかり発信
できうる青年男女に育て上げることに努力を惜しまないでしょう。青少年つまり若者は国の宝です。

　それにはロータリーの総力上げて応援し続けたいと存じます。

　最後にロータリーファミリーに幸多きことご祈念申し上げます。
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ガバナーエレクトプロフィール

ガバナーエレクトプロフィール

1948 年 7 月 27 日生まれ

学　歴　東京農業大学 農学部 農業工学科　卒業

職　歴    1973 年    独立行政法人 
　　　　　　　　   国際協力機構 日本青年海外協力隊

    1982 年    株式会社　石 駒　代表取締役

ロータリー歴　1982 年　　　　　河内長野ロータリークラブ　入会

　　　　　　　1989 ～ 90 年　　 地区ロータアクト委員

　　　　　　　1992 年 　　　   クラブ幹事

　　　　　　　1993 年               地区Ｒ - 財団研究グループ交換委員

        　　1994 ～ 96 年         地区インターアクト委員長

 　　       2000 年                   地区青少年活動委員長

 　　　　　　　　　              地区インターアクト委員長

               2001 年               クラブ会長

               2006 年               ガバナー補佐

               2011 年               地区インターアクトクラブ顧問

               2011 年 11 月    ガバナーノミニー確定宣言

               2012 年               地区新世代奉仕委員会委員長

Ｒ財団寄付　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー　2 回
　　　　　　　ベネファクター 1 回 

米山寄付　　　第 3 回米山功労者 マルチプル

河内長野ロータリークラブ

2013 ～ 2014 年度　第 2640 地区ガバナーエレクト

辻　秀和 - Hidekazu Tsuji -
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クラブ会長・幹事一覧

クラブ会長・幹事一覧
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新入会員のご紹介

新入会員のご紹介

中村　寛
なかむら　ひろし

所属クラブ：岩出
職業分類：コンビニエンスストア
生年月日：1963 年 7 月 29 日

高山　勝成
たかやま　かつなり

所属クラブ：堺フラワー
職業分類：プロ選手
生年月日：1983 年 5 月 12 日

松下　明希子
まつした　あきこ

所属クラブ：岸和田東
職業分類：証券業
生年月日：1965 年 9 月 28 日

定成　みず希
さだなり　みずき

所属クラブ：泉州 KUMATORI
職業分類：ソフトウェアー / インターネット
生年月日：1978 年 4 月 1 日

EROFEYEV ALEXEY
いぇろふぇーふ　あれくせい

所属クラブ：松原中
職業分類：貿易業
生年月日：1981 年 8 月 24 日

山本　敦洋
やまもと　あつひろ

所属クラブ：田辺はまゆう
職業分類：建設不動産
生年月日：1976 年 5 月 30 日

飯阪　保
いいさか　たもつ

所属クラブ：大阪千代田
職業分類：農業経営
生年月日：1943 年 4 月 6 日

大福　恵
おおふく　けい

所属クラブ：和歌山
職業分類：住宅製造販売
生年月日：1971 年 3 月 1 日

江口　昌一
えぐち　まさかつ

所属クラブ：大阪千代田
職業分類：コンビニエンスストア
生年月日：1946 年 1 月 21 日

川﨑　悟
かわさき　さとる

所属クラブ：和歌山
職業分類：青果販売
生年月日：1959 年 1 月 30 日

安井　史郎
やすい　しろう

所属クラブ：大阪千代田
職業分類：コンビニエンスストア
生年月日：1953 年 3 月 18 日
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訃報

訃報

慎んで哀悼の意を表し、

心からご冥福をお祈り申し上げます。

井上　弘 様
所属クラブ：岸和田北
職業分類：運送業
在籍期間：１８年４ヶ月

1943 年 10 月 7 日 生

2013 年 5 月 21 日 死去

表彰：マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 4 回 
　　　ベネファクター
　　　第 4 回米山功労者マルチプル
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PHF・Ｍ PHF・ベネファクター 認証者
米山功労者

PHF・Ｍ PHF・ベネファクター 認証者
米山功労者
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寄付金速報 ― 今年度の送金はお早めに！ ― 

5月までの寄付金は前年同期と比べて 2.6％増、約 3,000万円の増加です。普通寄付金が 1.5％

増、特別寄付金が 3.1％増となりました。5月は昨年度に引き続き、名古屋名東ロータリークラ

ブの坂本精志様より、法人寄付として 1,640万円の大口寄付をいただきました。 

今年度も残り半月です。普通寄付金を上期・下期分ともにまだご送金いただいていないクラブ

が 69 クラブあります。普通寄付金・特別寄付金ともに、今年度の寄付実績は 6 月 28 日（金）

までに当会の銀行口座に入金記帳された分までとなります。ぜひとも今年度最後のご協力を 

よろしくお願い申し上げます。 

理事会開催報告 

2013-14年度第 4回理事会が 6月 4日、都内

ホテルで開催されました。全国から 31 人の理

事と監事 2人が出席し、議長は板橋敏雄理事長

が務めました。 

主な議題として、2013年度事業計画および収

支予算が承認されたほか、2014学年度の奨学生

採用数（今年度と同じく 700人）と募集要項も

原案通り承認されました。 

また、事務局長人事として、現職の坂下博康が本年 6月末で退任し、後任の岩邉俊久が 7月か

ら就任することが決定しました（新旧事務局長からのメッセージは次号掲載予定です）。 

留学生の就職相談会を開催 ― 東京米山友愛ＲＣ ― 

東京米山友愛ＲＣが主催する「外国人留学生就

職相談会」が 5 月 25 日、電気通信大学（東京都

調布市）で開かれました。今年で 3回目となる就

職相談会には、就活中の外国人留学生約 30 人が

参加し、すでに社会人として活躍する先輩から体

験談を聞いたり、進路相談をするなど、多くのア

ドバイスをもらっていました。また、外資系企業

の人事担当者を招き、留学生を採用する理由や留

学生に期待することなど、企業側の視点に立った

講演もありました。 

同ＲＣ会員であり、企画者のワンマニ・チャンニャケムさん（ラオス／

2006-08／東京府中ＲＣ）は、「就職・進学・帰国など、人生の転機を迎え

る後輩たちにとって有益な情報を提供し、決断の参考としてもらいたい。

そしてこのイベントが、東京米山友愛ＲＣの発展につながれば嬉しい」と、

話しています。終了後、参加者からは「先輩たちが就活の事だけではなく、

将来の事、人生の事も相談にのってくれた」「日本の就職活動がより明確に

わかった」などの声が寄せられました。 

1 

2 

3 
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文庫通信

文庫通信

「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、２万余点を収集・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。

「ロータリーの資料」より

◎「『リーダーシップ』について」　深川純一　2013　13p      （D.2760 地区大会記録誌）

 ◎「古澤丈作・米山梅吉・和田菊松に関する三題話」　神崎正陳　2013　5p      （D.2550 月信）            
     　　
 ◎「ロータリーの初心を訪ねて」　安平和彦　2013　16p      （D.2680 西播第 2 グループ IM 報告書）

 ◎「元気なクラブになるために（会員増強・維持）」　桑原 茂　〔2013〕 9p　    （D.2500 地区大会報告書）

 ◎「決議２３－３４」　鈴木 宏　2013　6p　  　（D.2550 月信）
　　　
 ◎「ロータリーの楽しみ方」　髙野孫左ヱ門　2013　1p　　　 （D.2620 月信）

 ◎「クラブ活性化の戦略計画」　山下皓三　2013　2p　　　　（D.2730 月信）

 ◎「和訳『ロータリーの綱領』が変わります」　木村大三郎　2013　2p
      （D.2670 月信）
 ◎「米山梅吉と５人の群像」　宮崎幸雄　2013　3p   　（米山梅吉記念館館報）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［上記申込先：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

ロータリー文庫
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第２６４０地区　出席報告（2013 年 5 月）

第２６４０地区　出席報告（2013 年 5 月）



2013-2014年度ガバナー事務所

〒596-0825　大阪府岸和田市土生町2丁目27番1号

TEL：072-224-2640

FAX：072-224-2650

http://www.rid2640g.org/kubo/
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