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　クラブ定款により、クラブは年次総会を
12月31日までに開催し、次年度の役員およ
び理事を選挙することになっています。
　ロータリーではクラブ・地区の指導者が

毎年変わるので、継続性を確保するために、長期目標に沿っ
た研修と活動計画を毎年どうするかが重要となります。
　地区レベルでは、ガバナー月信10月号、11月号で既に皆さ
んに紹介したように、ガバナーエレクトに対し、国際協議会
を前に一泊二日のGETS（Governor Elect Training Seminar）を
自国で9月に開催し、地区研修リーダーに対し、DTLS
（District Training Leader Seminar）を10月に開催します。
　これを機に、新年度に向けて次期のクラブと地区の役員の
研修が開始されます。年が明け、7月までに国際協議会、地区
チーム研修、会長エレクト研修セミナー（PETS）、地区協議会
が開催され、更に、継続的な研修の機会としての研究会や各
種セミナーが、それぞれの対象者毎に年間を通して開催され
ます。
　クラブレベルでは、年次総会で次年度のクラブ管理主体と
なる理事会が決定され、その後、次年度の会長とクラブ指導
者が協力し、クラブの年次目標とそれを達成するための委員
会構成を考案します。1月から6月までの間に、地区レベルの
研修に参加したクラブ指導者は、クラブ･リーダーシップ･プ

ラン（CLP）による「プラン施行のための九つの実践段階」を
踏まえながら、RIのテーマ、RI会長の強調事項、地区の重点目
標等を、それぞれの役割に従って、クラブの活動計画に反映
させようと努めることが大切になります。この過程で、大切
なことが二つあります。
　一つは、全ての会員がクラブの運営と奉仕活動に積極的に
関与できるようなシステムを作ることです。例えば、まず「ク
ラブ奉仕（管理･運営）」と「奉仕プロジェクト」に関する計画
を全体で協議します。次にこの二つのグループに分かれて協
議します。そして更に個々の委員会で炉辺会合を開きます。
このように全会員によるクラブ協議会、グループ、そして
個々委員会の炉辺会合へ向けてクラブの会合を方向付ける
ことによって、全員参加型の活動が担保され、会員の参加意
識が醸成されます。年次総会から7月の年度始めまで、これま
でどのようなやり方でクラブ計画を立案してきたか、クラブ
計画書を作成したか、振り返ってみてください。前年のやり
方をそのまま踏襲してはいなかったですか。地域社会に於け
るニーズは変化しています。前年の委員会構成を変え、新し
い委員会を作り、新たな任務を与えたことがありますか。毎
年見直し、多くの会員が参加できるようにすることが、クラ
ブの運営と奉仕活動を変化させ、クラブを活性化することに
繋がります。…………
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ガバナーからのお知らせ
　PBG 8クラブのガバナー公式訪問を無事終えました。

それぞれがFUNDRAISINGによる資金により、特徴ある活発

な活動をしています。新たなプロジェクトの芽も育っています。

内容の一部については、2月19日GUAM地区大会の本会議で

2部にわたりご紹介いたします。　詳細は、同行した海外担当

久松幹事、御手洗副幹事からの報告書を楽しみにしてください。

尚、ロータリーの友の池辺記者と佐藤カメラマンがチュークRC

の取材に同行し、年明けの「手に手」に紹介される予定です。
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　ガバナー月信も12月号を発刊し､年度の半期を向かえました……。
このガバナー月信は、手続要覧の中にあるように「会長・幹事に配布」の
形をとり、会員の皆さまにはホームページ上に「月信、地区活動通信」とし
て公開しております。 是非、この情報をお伝えして頂きたいと思います。
　ガバナー公式訪問もグループ・クラブ別に掲載し、現在のところ80％
くらいの公式訪問記事がホームページ上にアップ出来ております。

他クラブの様子も見ることができ、次年度への参考になると思います。
11月12日（水）に東京荏原RC・東京荏原かめりあRCが合同クラブ結成式典
が開催され、「東京品川中央RC」となりました。
地区出席報告には報告期日の関係で、現時点では表現されておりません
が、ご了解をお願い致します。

2008－09年度 ガバナー月信・IT委員会 副委員長（IT担当） 河村 勝久（東京立川こぶしRC）

家族月間
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Time to open the Annual General Meeting 

- Think of the Club Activity Plan and Annual Training Cycle - 

 

According to the Club Article, the club should open the annual general meeting 

and choose the incoming officer and directors until December 31
st
. 

As the leader of the rotary club changes every year, we have an important issue 

whether the club has to do a long-term training objective and the activity plan 

to keep the continuity. 

The Governor Elect opens the GETS(Governor Elect Training Seminar) a couple of 

days before the International Assembly in September on his country also the 

DTLS(District Training Leader Seminar) for the District Training Leader in 

October as we have introduced on the Governor’s Monthly Newsletter of October 

and November at the District level. 

On this occasion the training of the incoming club and District officers is held 

for the new rotary year. After new year, the International Assembly, the District 

Team Training, PETS(President-Elect Training Seminar) and the District Assembly 

are held and the study and a various seminars as a chance of continuous training 

are held for the intended Rotarians through the year. 

At each club, the club board member that is mainly in charge of the incoming 

club management is organized  at the Annual General Meeting and then the incoming 

president and the club leaders mutually incorporates to propose the committee 

organization to achieve the club’s annual objectives. The club leader who 

participate in the training on the district between January and June does his 

best basis of the objectives of the RI theme, RI President’s emphasized items, 

the district’s emphasized goal and so on that will be thinking of the nine 

practical stage to achieve the plan of the CLP to the club activity plan according 

to the role in the club. There are two things to achieve it. 

One is that the club makes a system that can be aggressively involved in the 

club management and service activities by all of club Rotarians. First of all, 

the plan of the Club Service as management and administration and the Service 

Project are altogether talked, for example. Next is these plans are divided into 

two groups to discuss. And so each committee holds the fireside chat. The Club 

Assembly that are attended by all of club members, the group and each committee 

make the club meeting directed into the fireside chat, is guaranteed to the all 

participated type of services and is produced a participate consciousness. 

Please look back the activities that how the club prepares the club plan and 

make the plan until the new rotary year as July from the annual general meeting. 

Do you follow in the last year’s action? The needs at the local community have 

been changing. Do you change your last year’s committee organization, create 

a new organization and assign new roles? You look the organization over every 

year and to make more members attend the committee is to connect to make the 

club administration and service activity change and the club refresh. 



The second is it is important that RI theme is reflected to the club activity 

plan by clearly keeping the communication with the district leader, especially 

the Assistant Governor. The club leader gains new information at the PETS and 

the District Assembly, but prior to that the Assistant Governor normally sets 

up the meeting with the club leader by the intent of the Governor in advance. 

The Assistant Governor has a role that he/she meets the president-elect, promotes, 

executes and reviews a CLP every year, negotiates about the club objectives and 

supports to examine indicator of the activity plan to make a effective rotary 

club . The Assistant Governor is key of communication between the club and the 

district. 

By the way, the Governor is elected between more than 24 months and less than 

36 months before induction. One is the Assistant Governor is not elected to set 

a time limit. The Assistant Governor is desirably selected 12 months before 

induction that the president nominee makes the elected one at the latest so that 

the Assistant execute the role. Any club has a hard time to elect the Assistant 

Governor this year so that the club board has any opposite opinion to select 

the Assistant who is appointed by the Governor when the Governor is retained 

the confidence by the club. 



　「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。

文庫通信 （254号）

◎「私の考える経営」
 伊藤謙介　2008　8ｐ（Ｄ.2690）

◎「構造改革とこれからの日本経済」　
 竹中平蔵　2008　8ｐ（Ｄ.2660）

◎「日本のこれから、日本人のこれから」
 藤原正彦　2008　8ｐ（Ｄ.2580）

◎「津波が変えた私の人生」　
 道下俊一　2008　10ｐ（Ｄ.2780）

◎「命を地域で支えるあたたかな人と人との
　　つながりをつくろう」　
 鎌田實　2007　15ｐ（Ｄ.2550）

◎「未知への挑戦～箱根駅伝・
　　アテネオリンピックなどを振り返り」
　 澤木啓祐　2008　13ｐ（Ｄ.2510）

◎「メジャーリーグに学ぶ経営戦略
　　～日本人の知らないメジャーの常識と人づくり」　
 タック川本　2008　20ｐ（Ｄ.2790）

◎「薩摩の郷中教育と薩摩焼」
 西郷隆文　2008　20ｐ（Ｄ.2690）

◎「ロータリーモザイク」
 ハロルド Ｔ.トーマス 松本兼二郎訳　2006　329ｐ

 50年間のロータリーライフに基づき、一人のロータリアン（元RI会長）が綴った
1905～1970年までのロータリーの思想・方針とプログラム、そしてロータリア
ンのそれぞれの進化の物語です。彼は「ロータリーはロータリアンすべての参加
によって初めて出来たものである」と述べています。本書を一読することにより、
全てのロータリアンに与えられているロータリー運動への参加の機会と可能性と
期待とがはっきり認識できるでしょう。
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ロータリー

文        庫

深く哀悼の意を表し御冥福を祈ります

　2008－09年度RI会長DK Lee氏のテーマである、死の危機

に晒されている子供達の「夢をかたちに」に心より賛同し、ネ
パールにおいて「危機下の児童―水と衛生 プロジェクト」を
立ち上げ、世界の120万人のロータリアンに理解して頂くた

め国際大会でパネル発表を致します。

　このパネル発表は、「危機下の児童―水と衛生」をテーマ
に、ネパールの山村の子供の死亡率が高い地域に水不足解消

と衛生環境の整備を兼ねた地元の為のプロジェクトを立ち

上げることをもとにして、「危機下の児童―水と衛生／我々
ロータリアンは何が出来るか」をテーマに2009年度バーミン
ガム国際大会に参画するものです。

　この企画は、

（１）バーミンガム国際大会の友愛の広場にて、水と衛生に関
する、実用的で低コストで環境にやさしい、伝統的手法と先

端技術を展示し、日本のロータリークラブが実施している例

も合わせて展示をします。 

（２）ワークショップではシンポジウムを開催し、危機下の児
童を取り巻く問題の内、“水と衛生の問題”と“地球規模の環
境破壊による危機”についての基調講話を行ない、これらの
問題に関し、如何にロータリアンが対応し、又、対応すべきか

について、世界各所で実際に行なっている奉仕活動をロータ

リアンが発表します。ロータリアンが地球規模の環境問題

と危機下の児童に手を差し伸べることに積極的に取り組み

“ロータリアンの環境宣言”へと繋げたく思います。
（３）RIと打ち合わせの上、全体会議において「危機下の児童
―水と衛生」のテーマについて国際的著名な専門家による基
調講演を企画しております。これらのことは世界の1億2500

万人の5歳未満の子供が、きれいな水が飲めず、又、9億8000万

人の子供が、適切な衛生施設がなく、150万人の子供が水汚染

が原因で病死している…とユニセフより報告されており、こ

の“水と衛生”の問題は、子供の生存を脅かし、子供の教育の
機会を奪い、又、水汲みは女の子供が主に携わる事から、性差

別の問題でもあり、正に貧困の連鎖の元凶であります。国連

は、ミレニアム宣言に於いて2015年までに安全な飲料水を入

手できない人口比率を半減する事を目指しています。私達

ロータリアンも永年、強調事項の一つとして水問題に取り組

んでおり、国際大会でのパネル発表や基調講演には、当クラ

ブだけではなく、クラブ・地区を超えた日本ロータリーの

方々に参加して頂くことが望ましいと思います。特に、“水
と衛生”に関連した活動は、第2750地区の多くのクラブが取
り組んでおり、これらの活動を、毎年行なわれている国際大

会の友愛の広場で、パネル発表を通して発信し、世界のロー

タリアンとの情報交換は、有効なプロジェクトの構築に重要

であると思います。多くのクラブの参画をお願いし、期待し

ております。

　二つは、地区指導者、特にガバナー補佐とのコミュニケー
ションを明確に保つことによって、RIテーマ等をクラブの活
動計画に反映することが大切です。6月まで、クラブの指導
者はPETS、地区協議会で新しい情報を得ますが、それに先立
ち、ガバナー補佐はガバナーの意を受けて事前にクラブ指導
者と会合を持つのが通例です。
　ガバナー補佐は、「次期クラブ会長と会い、毎年CLPの推
進、実施、見直しを行い、クラブの目標について協議し、『効果
的なロータリー･クラブとなるための活動計画の指標』…を
検討するにあたって助力する」という役割があります。ガバ

ナー補佐はクラブと地区のコミュニケーションの要です。
　余談ですが、ガバナーは就任する日の直前24 ヶ月以上36
ヶ月以内に選出される。一方、ガバナー補佐の選出には期限
が定められていない。ガバナー補佐がその役割を果たすた
めには、遅くともクラブでノミニーが会長エレクトとなる
時、つまり就任する12 ヶ月前までには決まっていることが望
ましい。あるグループは、今年もガバナー補佐選出に苦労し
ています。ガバナーがクラブから信任を得て選ばれている
以上、ガバナーによって指名されたガバナー補佐に対し、ど
こまでクラブ理事会の意思を反映すべきか問題です。

 東京恵比寿RC 会長 木村　眞

幸野　仁（東京たまがわRC）
2008年10月23日逝去（享年58歳）
1997年4月16日入会

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

伊藤　　郎（東京銀座新RC）
2008年10月12日逝去（享年88歳）
1987年10月16日入会
1988－89年度　第2代クラブ会長

チャーターメンバー

吉井　昌信（東京南RC）
2008年10月21日逝去（享年69歳）
2000年12月7日入会

米山功労者（5回）

木下　律（東京八王子南RC）
2008年10月21日逝去（享年70歳）
1986年2月12日入会（チャーターメンバー）
2001－02年度　クラブ会長
ベネファクター
ポール・ハリス・フェロー　　米山功労者（マルチプル）

前川　和義（東京芝RC）
2008年10月22日逝去（享年80歳）
1979年11月1日入会
1995－96年度　クラブ会長
2001－02年度　千代田グループガバナー補佐
ポール・ハリス・フェロー（マルチプル）　 米山功労者（5回）

[上記申込先：ロータリー文庫（コピー/ＰＤＦ）]

[申込先：ロータリー文庫　領価1,500円]

̶̶  地区大会記念講演から ̶̶

バーミンガム世界大会にパネル発表 《 テーマ：「危機下の児童―水と衛生 プロジェクト」 》

米山功労者 小西　悦郎君 東京新橋 2008.10.1 1
 日野　実君 東京世田谷南 2008.10.2 8
 松田　浩太郎君 東京芝 2008.10.3 2
 塚本　英介君 東京芝 2008.10.3 29
 石川　喜一君 東京日本橋西 2008.10.3 9
 前場　弘君 東京蒲田 2008.10.3 3
 大原　悦子君 東京三鷹 2008.10.8 1
 徳山　敬子君 東京三鷹 2008.10.8 1
 吉野　良助君 東京三鷹 2008.10.8 4
 柴山　壽子君 東京世田谷 2008.10.9 1
 三宅　壽一君 東京芝 2008.10.14 8
 大日方　真君 東京赤坂 2008.10.16 4
 小坂  優君 東京八王子 2008.10.17 7
 田屋　庄吉君 東京井の頭 2008.10.21 1
 畑　　敬君 東京南 2008.10.23 1
 畠中　一浩君 東京南 2008.10.23 1
 細川　邦三君 東京南 2008.10.23 1
 池田　昭司君 東京南 2008.10.23 2
 神前　和郎君 東京南 2008.10.23 1
 操上　弘昌君 東京南 2008.10.23 3
 沖田　幸作君 東京南 2008.10.23 1
 佐々木　眞澄君 東京南 2008.10.23 1
 佐藤　尚巳君 東京南 2008.10.23 2
 笹島　竜夫君 東京南 2008.10.23 2
 島　　幸俊君 東京南 2008.10.23 15
 WONG ANDREW CHI WAN（黄志雲）君 東京南 2008.10.23 10
 山村　浩三君 東京芝 2008.10.23 1
 小倉　啓義君 東京日本橋 2008.10.23 1
 泉　　智雄君 東京中央 2008.10.24 5
 勝屋　俊夫君 東京中央 2008.10.24 6
 小松　良樹君 東京中央 2008.10.24 5
 小川　健三君 東京中央 2008.10.24 6
 新井　秀幸君 東京山の手 2008.10.29 1
 弘田　明成君 東京山の手 2008.10.29 1
 飯塚　孝君 東京山の手 2008.10.29 4
 生駒　昌太郎君 東京山の手 2008.10.29 5
 益田　兼弘君 東京山の手 2008.10.29 1
 鈴木　康之君 東京山の手 2008.10.29 5
 山田　清君 東京山の手 2008.10.29 4
 岩瀬　敬一朗君 東京銀座 2008.10.30 2
 堀口　容一君 東京城西 2008.10.30 1
 皆川　明良君 東京城西 2008.10.30 1
 浅田　徳英君 東京世田谷 2008.10.30 1
 笠井　麗資君 東京世田谷 2008.10.30 4
 中西　康晴君 東京世田谷 2008.10.30 1
 渡邉　弘君 東京世田谷 2008.10.30 1
 関谷　芳弘君 東京八王子西 2008.10.30 5
 鈴木　重春君 東京八王子西 2008.10.30 9
 恵谷　博君 東京南 2008.10.31 1
 亀田　修平君 東京南 2008.10.31 3
 斎藤　勝利君 東京南 2008.10.31 1
 出佐　正孝君 東京南 2008.10.31 3
 岡　　常　君 東京日本橋 2008.10.31 3
 相良　清君 東京中央 2008.10.31 2
 関谷　辰延君 東京中央 2008.10.31 4
 笠原　正博君 東京蒲田 2008.10.31 2
 阪田　昭君 東京蒲田 2008.10.31 2
 山本　隆幸君 東京西南 2008.10.31 4
 中島　孝雄君 東京目黒 2008.10.31 1
 讃井　泰雄君 東京目黒 2008.10.31 1
 高橋　邦彦君 東京目黒 2008.10.31 1

　米山功労者ご紹介 ご協力を感謝致します

 愛知　とし子君 東京高輪 2008.9.12
 藤巻　聖君 東京高輪 2008.9.12
 北島　アキ子君 東京高輪 2008.9.12
 宮井　快枝君 東京高輪 2008.9.12
 徳増　禮子君 東京原宿 2008.10.3
　　　　　　　　◎ 宮崎　陽一郎君 東京三鷹 2008.10.10
　　　　　　　　◎ 中山　賢二君 東京立川 2008.10.10
 松永　秀和君 東京赤坂 2008.10.17
　　　　　　　　◎ 御手洗　美智子君 東京広尾 2008.10.17
 柴山　壽子君 東京世田谷 2008.10.17
 星野　良三君 東京立川 2008.10.24

　ポール・ハリス・フェローご紹介 ご協力を感謝致します
◎はマルチプル

 掘上　則夫君 東京八王子南 2008.10.3
 大貫　雅之君 東京八王子南 2008.10.3

　新ベネファクターご紹介 ご協力を感謝致します

ガバナーメッセージ前ページより
↑



　「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。

文庫通信 （254号）

◎「私の考える経営」
 伊藤謙介　2008　8ｐ（Ｄ.2690）

◎「構造改革とこれからの日本経済」　
 竹中平蔵　2008　8ｐ（Ｄ.2660）

◎「日本のこれから、日本人のこれから」
 藤原正彦　2008　8ｐ（Ｄ.2580）

◎「津波が変えた私の人生」　
 道下俊一　2008　10ｐ（Ｄ.2780）

◎「命を地域で支えるあたたかな人と人との
　　つながりをつくろう」　
 鎌田實　2007　15ｐ（Ｄ.2550）

◎「未知への挑戦～箱根駅伝・
　　アテネオリンピックなどを振り返り」
　 澤木啓祐　2008　13ｐ（Ｄ.2510）

◎「メジャーリーグに学ぶ経営戦略
　　～日本人の知らないメジャーの常識と人づくり」　
 タック川本　2008　20ｐ（Ｄ.2790）

◎「薩摩の郷中教育と薩摩焼」
 西郷隆文　2008　20ｐ（Ｄ.2690）

◎「ロータリーモザイク」
 ハロルド Ｔ.トーマス 松本兼二郎訳　2006　329ｐ

 50年間のロータリーライフに基づき、一人のロータリアン（元RI会長）が綴った
1905～1970年までのロータリーの思想・方針とプログラム、そしてロータリア
ンのそれぞれの進化の物語です。彼は「ロータリーはロータリアンすべての参加
によって初めて出来たものである」と述べています。本書を一読することにより、
全てのロータリアンに与えられているロータリー運動への参加の機会と可能性と
期待とがはっきり認識できるでしょう。
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〒105-0011　
東京都港区芝公園2-6-15　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

ロータリー

文        庫

深く哀悼の意を表し御冥福を祈ります

　2008－09年度RI会長DK Lee氏のテーマである、死の危機

に晒されている子供達の「夢をかたちに」に心より賛同し、ネ
パールにおいて「危機下の児童―水と衛生 プロジェクト」を
立ち上げ、世界の120万人のロータリアンに理解して頂くた

め国際大会でパネル発表を致します。

　このパネル発表は、「危機下の児童―水と衛生」をテーマ
に、ネパールの山村の子供の死亡率が高い地域に水不足解消

と衛生環境の整備を兼ねた地元の為のプロジェクトを立ち

上げることをもとにして、「危機下の児童―水と衛生／我々
ロータリアンは何が出来るか」をテーマに2009年度バーミン
ガム国際大会に参画するものです。

　この企画は、

（１）バーミンガム国際大会の友愛の広場にて、水と衛生に関
する、実用的で低コストで環境にやさしい、伝統的手法と先

端技術を展示し、日本のロータリークラブが実施している例

も合わせて展示をします。 

（２）ワークショップではシンポジウムを開催し、危機下の児
童を取り巻く問題の内、“水と衛生の問題”と“地球規模の環
境破壊による危機”についての基調講話を行ない、これらの
問題に関し、如何にロータリアンが対応し、又、対応すべきか

について、世界各所で実際に行なっている奉仕活動をロータ

リアンが発表します。ロータリアンが地球規模の環境問題

と危機下の児童に手を差し伸べることに積極的に取り組み

“ロータリアンの環境宣言”へと繋げたく思います。
（３）RIと打ち合わせの上、全体会議において「危機下の児童
―水と衛生」のテーマについて国際的著名な専門家による基
調講演を企画しております。これらのことは世界の1億2500

万人の5歳未満の子供が、きれいな水が飲めず、又、9億8000万

人の子供が、適切な衛生施設がなく、150万人の子供が水汚染

が原因で病死している…とユニセフより報告されており、こ

の“水と衛生”の問題は、子供の生存を脅かし、子供の教育の
機会を奪い、又、水汲みは女の子供が主に携わる事から、性差

別の問題でもあり、正に貧困の連鎖の元凶であります。国連

は、ミレニアム宣言に於いて2015年までに安全な飲料水を入

手できない人口比率を半減する事を目指しています。私達

ロータリアンも永年、強調事項の一つとして水問題に取り組

んでおり、国際大会でのパネル発表や基調講演には、当クラ

ブだけではなく、クラブ・地区を超えた日本ロータリーの

方々に参加して頂くことが望ましいと思います。特に、“水
と衛生”に関連した活動は、第2750地区の多くのクラブが取
り組んでおり、これらの活動を、毎年行なわれている国際大

会の友愛の広場で、パネル発表を通して発信し、世界のロー

タリアンとの情報交換は、有効なプロジェクトの構築に重要

であると思います。多くのクラブの参画をお願いし、期待し

ております。

　二つは、地区指導者、特にガバナー補佐とのコミュニケー
ションを明確に保つことによって、RIテーマ等をクラブの活
動計画に反映することが大切です。6月まで、クラブの指導
者はPETS、地区協議会で新しい情報を得ますが、それに先立
ち、ガバナー補佐はガバナーの意を受けて事前にクラブ指導
者と会合を持つのが通例です。
　ガバナー補佐は、「次期クラブ会長と会い、毎年CLPの推
進、実施、見直しを行い、クラブの目標について協議し、『効果
的なロータリー･クラブとなるための活動計画の指標』…を
検討するにあたって助力する」という役割があります。ガバ

ナー補佐はクラブと地区のコミュニケーションの要です。
　余談ですが、ガバナーは就任する日の直前24 ヶ月以上36
ヶ月以内に選出される。一方、ガバナー補佐の選出には期限
が定められていない。ガバナー補佐がその役割を果たすた
めには、遅くともクラブでノミニーが会長エレクトとなる
時、つまり就任する12 ヶ月前までには決まっていることが望
ましい。あるグループは、今年もガバナー補佐選出に苦労し
ています。ガバナーがクラブから信任を得て選ばれている
以上、ガバナーによって指名されたガバナー補佐に対し、ど
こまでクラブ理事会の意思を反映すべきか問題です。

 東京恵比寿RC 会長 木村　眞

幸野　仁（東京たまがわRC）
2008年10月23日逝去（享年58歳）
1997年4月16日入会

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

伊藤　　郎（東京銀座新RC）
2008年10月12日逝去（享年88歳）
1987年10月16日入会
1988－89年度　第2代クラブ会長

チャーターメンバー

吉井　昌信（東京南RC）
2008年10月21日逝去（享年69歳）
2000年12月7日入会

米山功労者（5回）

木下　律（東京八王子南RC）
2008年10月21日逝去（享年70歳）
1986年2月12日入会（チャーターメンバー）
2001－02年度　クラブ会長
ベネファクター
ポール・ハリス・フェロー　　米山功労者（マルチプル）

前川　和義（東京芝RC）
2008年10月22日逝去（享年80歳）
1979年11月1日入会
1995－96年度　クラブ会長
2001－02年度　千代田グループガバナー補佐
ポール・ハリス・フェロー（マルチプル）　 米山功労者（5回）

[上記申込先：ロータリー文庫（コピー/ＰＤＦ）]

[申込先：ロータリー文庫　領価1,500円]

̶̶  地区大会記念講演から ̶̶

バーミンガム世界大会にパネル発表 《 テーマ：「危機下の児童―水と衛生 プロジェクト」 》

米山功労者 小西　悦郎君 東京新橋 2008.10.1 1
 日野　実君 東京世田谷南 2008.10.2 8
 松田　浩太郎君 東京芝 2008.10.3 2
 塚本　英介君 東京芝 2008.10.3 29
 石川　喜一君 東京日本橋西 2008.10.3 9
 前場　弘君 東京蒲田 2008.10.3 3
 大原　悦子君 東京三鷹 2008.10.8 1
 徳山　敬子君 東京三鷹 2008.10.8 1
 吉野　良助君 東京三鷹 2008.10.8 4
 柴山　壽子君 東京世田谷 2008.10.9 1
 三宅　壽一君 東京芝 2008.10.14 8
 大日方　真君 東京赤坂 2008.10.16 4
 小坂  優君 東京八王子 2008.10.17 7
 田屋　庄吉君 東京井の頭 2008.10.21 1
 畑　　敬君 東京南 2008.10.23 1
 畠中　一浩君 東京南 2008.10.23 1
 細川　邦三君 東京南 2008.10.23 1
 池田　昭司君 東京南 2008.10.23 2
 神前　和郎君 東京南 2008.10.23 1
 操上　弘昌君 東京南 2008.10.23 3
 沖田　幸作君 東京南 2008.10.23 1
 佐々木　眞澄君 東京南 2008.10.23 1
 佐藤　尚巳君 東京南 2008.10.23 2
 笹島　竜夫君 東京南 2008.10.23 2
 島　　幸俊君 東京南 2008.10.23 15
 WONG ANDREW CHI WAN（黄志雲）君 東京南 2008.10.23 10
 山村　浩三君 東京芝 2008.10.23 1
 小倉　啓義君 東京日本橋 2008.10.23 1
 泉　　智雄君 東京中央 2008.10.24 5
 勝屋　俊夫君 東京中央 2008.10.24 6
 小松　良樹君 東京中央 2008.10.24 5
 小川　健三君 東京中央 2008.10.24 6
 新井　秀幸君 東京山の手 2008.10.29 1
 弘田　明成君 東京山の手 2008.10.29 1
 飯塚　孝君 東京山の手 2008.10.29 4
 生駒　昌太郎君 東京山の手 2008.10.29 5
 益田　兼弘君 東京山の手 2008.10.29 1
 鈴木　康之君 東京山の手 2008.10.29 5
 山田　清君 東京山の手 2008.10.29 4
 岩瀬　敬一朗君 東京銀座 2008.10.30 2
 堀口　容一君 東京城西 2008.10.30 1
 皆川　明良君 東京城西 2008.10.30 1
 浅田　徳英君 東京世田谷 2008.10.30 1
 笠井　麗資君 東京世田谷 2008.10.30 4
 中西　康晴君 東京世田谷 2008.10.30 1
 渡邉　弘君 東京世田谷 2008.10.30 1
 関谷　芳弘君 東京八王子西 2008.10.30 5
 鈴木　重春君 東京八王子西 2008.10.30 9
 恵谷　博君 東京南 2008.10.31 1
 亀田　修平君 東京南 2008.10.31 3
 斎藤　勝利君 東京南 2008.10.31 1
 出佐　正孝君 東京南 2008.10.31 3
 岡　　常　君 東京日本橋 2008.10.31 3
 相良　清君 東京中央 2008.10.31 2
 関谷　辰延君 東京中央 2008.10.31 4
 笠原　正博君 東京蒲田 2008.10.31 2
 阪田　昭君 東京蒲田 2008.10.31 2
 山本　隆幸君 東京西南 2008.10.31 4
 中島　孝雄君 東京目黒 2008.10.31 1
 讃井　泰雄君 東京目黒 2008.10.31 1
 高橋　邦彦君 東京目黒 2008.10.31 1

　米山功労者ご紹介 ご協力を感謝致します

 愛知　とし子君 東京高輪 2008.9.12
 藤巻　聖君 東京高輪 2008.9.12
 北島　アキ子君 東京高輪 2008.9.12
 宮井　快枝君 東京高輪 2008.9.12
 徳増　禮子君 東京原宿 2008.10.3
　　　　　　　　◎ 宮崎　陽一郎君 東京三鷹 2008.10.10
　　　　　　　　◎ 中山　賢二君 東京立川 2008.10.10
 松永　秀和君 東京赤坂 2008.10.17
　　　　　　　　◎ 御手洗　美智子君 東京広尾 2008.10.17
 柴山　壽子君 東京世田谷 2008.10.17
 星野　良三君 東京立川 2008.10.24

　ポール・ハリス・フェローご紹介 ご協力を感謝致します
◎はマルチプル

 掘上　則夫君 東京八王子南 2008.10.3
 大貫　雅之君 東京八王子南 2008.10.3

　新ベネファクターご紹介 ご協力を感謝致します

ガバナーメッセージ前ページより
↑



米山功労者 小西　悦郎君 東京新橋 2008.10.1 1
 日野　実君 東京世田谷南 2008.10.2 8
 松田　浩太郎君 東京芝 2008.10.3 2
 塚本　英介君 東京芝 2008.10.3 29
 石川　喜一君 東京日本橋西 2008.10.3 9
 前場　弘君 東京蒲田 2008.10.3 3
 大原　悦子君 東京三鷹 2008.10.8 1
 徳山　敬子君 東京三鷹 2008.10.8 1
 吉野　良助君 東京三鷹 2008.10.8 4
 柴山　壽子君 東京世田谷 2008.10.9 1
 三宅　壽一君 東京芝 2008.10.14 8
 大日方　真君 東京赤坂 2008.10.16 4
 小坂  優君 東京八王子 2008.10.17 7
 田屋　庄吉君 東京井の頭 2008.10.21 1
 畑　　敬君 東京南 2008.10.23 1
 畠中　一浩君 東京南 2008.10.23 1
 細川　邦三君 東京南 2008.10.23 1
 池田　昭司君 東京南 2008.10.23 2
 神前　和郎君 東京南 2008.10.23 1
 操上　弘昌君 東京南 2008.10.23 3
 沖田　幸作君 東京南 2008.10.23 1
 佐々木　眞澄君 東京南 2008.10.23 1
 佐藤　尚巳君 東京南 2008.10.23 2
 笹島　竜夫君 東京南 2008.10.23 2
 島　　幸俊君 東京南 2008.10.23 15
 WONG ANDREW CHI WAN（黄志雲）君 東京南 2008.10.23 10
 山村　浩三君 東京芝 2008.10.23 1
 小倉　啓義君 東京日本橋 2008.10.23 1
 泉　　智雄君 東京中央 2008.10.24 5
 勝屋　俊夫君 東京中央 2008.10.24 6
 小松　良樹君 東京中央 2008.10.24 5
 小川　健三君 東京中央 2008.10.24 6
 新井　秀幸君 東京山の手 2008.10.29 1
 弘田　明成君 東京山の手 2008.10.29 1
 飯塚　孝君 東京山の手 2008.10.29 4
 生駒　昌太郎君 東京山の手 2008.10.29 5
 益田　兼弘君 東京山の手 2008.10.29 1
 鈴木　康之君 東京山の手 2008.10.29 5
 山田　清君 東京山の手 2008.10.29 4
 岩瀬　敬一朗君 東京銀座 2008.10.30 2
 堀口　容一君 東京城西 2008.10.30 1
 皆川　明良君 東京城西 2008.10.30 1
 浅田　徳英君 東京世田谷 2008.10.30 1
 笠井　麗資君 東京世田谷 2008.10.30 4
 中西　康晴君 東京世田谷 2008.10.30 1
 渡邉　弘君 東京世田谷 2008.10.30 1
 関谷　芳弘君 東京八王子西 2008.10.30 5
 鈴木　重春君 東京八王子西 2008.10.30 9
 恵谷　博君 東京南 2008.10.31 1
 亀田　修平君 東京南 2008.10.31 3
 斎藤　勝利君 東京南 2008.10.31 1
 出佐　正孝君 東京南 2008.10.31 3
 岡　　常　君 東京日本橋 2008.10.31 3
 相良　清君 東京中央 2008.10.31 2
 関谷　辰延君 東京中央 2008.10.31 4
 笠原　正博君 東京蒲田 2008.10.31 2
 阪田　昭君 東京蒲田 2008.10.31 2
 山本　隆幸君 東京西南 2008.10.31 4
 中島　孝雄君 東京目黒 2008.10.31 1
 讃井　泰雄君 東京目黒 2008.10.31 1
 高橋　邦彦君 東京目黒 2008.10.31 1

　米山功労者ご紹介 ご協力を感謝致します

 愛知　とし子君 東京高輪 2008.9.12
 藤巻　聖君 東京高輪 2008.9.12
 北島　アキ子君 東京高輪 2008.9.12
 宮井　快枝君 東京高輪 2008.9.12
 徳増　禮子君 東京原宿 2008.10.3
　　　　　　　　◎ 宮崎　陽一郎君 東京三鷹 2008.10.10
　　　　　　　　◎ 中山　賢二君 東京立川 2008.10.10
 松永　秀和君 東京赤坂 2008.10.17
　　　　　　　　◎ 御手洗　美智子君 東京広尾 2008.10.17
 柴山　壽子君 東京世田谷 2008.10.17
 星野　良三君 東京立川 2008.10.24

　ポール・ハリス・フェローご紹介 ご協力を感謝致します
◎はマルチプル

 掘上　則夫君 東京八王子南 2008.10.3
 大貫　雅之君 東京八王子南 2008.10.3

　新ベネファクターご紹介 ご協力を感謝致します
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　クラブ定款により、クラブは年次総会を
12月31日までに開催し、次年度の役員およ
び理事を選挙することになっています。
　ロータリーではクラブ・地区の指導者が

毎年変わるので、継続性を確保するために、長期目標に沿っ
た研修と活動計画を毎年どうするかが重要となります。
　地区レベルでは、ガバナー月信10月号、11月号で既に皆さ
んに紹介したように、ガバナーエレクトに対し、国際協議会
を前に一泊二日のGETS（Governor Elect Training Seminar）を
自国で9月に開催し、地区研修リーダーに対し、DTLS
（District Training Leader Seminar）を10月に開催します。
　これを機に、新年度に向けて次期のクラブと地区の役員の
研修が開始されます。年が明け、7月までに国際協議会、地区
チーム研修、会長エレクト研修セミナー（PETS）、地区協議会
が開催され、更に、継続的な研修の機会としての研究会や各
種セミナーが、それぞれの対象者毎に年間を通して開催され
ます。
　クラブレベルでは、年次総会で次年度のクラブ管理主体と
なる理事会が決定され、その後、次年度の会長とクラブ指導
者が協力し、クラブの年次目標とそれを達成するための委員
会構成を考案します。1月から6月までの間に、地区レベルの
研修に参加したクラブ指導者は、クラブ･リーダーシップ･プ

ラン（CLP）による「プラン施行のための九つの実践段階」を
踏まえながら、RIのテーマ、RI会長の強調事項、地区の重点目
標等を、それぞれの役割に従って、クラブの活動計画に反映
させようと努めることが大切になります。この過程で、大切
なことが二つあります。
　一つは、全ての会員がクラブの運営と奉仕活動に積極的に
関与できるようなシステムを作ることです。例えば、まず「ク
ラブ奉仕（管理･運営）」と「奉仕プロジェクト」に関する計画
を全体で協議します。次にこの二つのグループに分かれて協
議します。そして更に個々の委員会で炉辺会合を開きます。
このように全会員によるクラブ協議会、グループ、そして
個々委員会の炉辺会合へ向けてクラブの会合を方向付ける
ことによって、全員参加型の活動が担保され、会員の参加意
識が醸成されます。年次総会から7月の年度始めまで、これま
でどのようなやり方でクラブ計画を立案してきたか、クラブ
計画書を作成したか、振り返ってみてください。前年のやり
方をそのまま踏襲してはいなかったですか。地域社会に於け
るニーズは変化しています。前年の委員会構成を変え、新し
い委員会を作り、新たな任務を与えたことがありますか。毎
年見直し、多くの会員が参加できるようにすることが、クラ
ブの運営と奉仕活動を変化させ、クラブを活性化することに
繋がります。…………
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クラブ年次総会を機に ̶ クラブの活動計画と年間研修サイクルを考える ̶

国際ロータリー第2750地区 2008－09年度ガバナー　新藤 信之

ガバナーからのお知らせ
　PBG 8クラブのガバナー公式訪問を無事終えました。

それぞれがFANDRAISINGによる資金により、特徴ある活発

な活動をしています。新たなプロジェクトの芽も育っています。

内容の一部については、2月19日GUAM地区大会の本会議で

2部にわたりご紹介いたします。　詳細は、同行した海外担当

久松幹事、御手洗副幹事からの報告書を楽しみにしてください。

尚、ロータリーの友の池辺記者と佐藤カメラマンがチュークRC

の取材に同行し、年明けの「手に手」に紹介される予定です。

国際ロータリー第2750地区　2008̶ 09年　ガバナー 新藤　信之
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　ガバナー月信も12月号を発刊し､年度の半期を向かえました……。
このガバナー月信は、手続要覧の中にあるように「会長・幹事に配布」の
形をとり、会員の皆さまにはホームページ上に「月信、地区活動通信」とし
て公開しております。 是非、この情報をお伝えして頂きたいと思います。
　ガバナー公式訪問もグループ・クラブ別に掲載し、現在のところ80％
くらいの公式訪問記事がホームページ上にアップ出来ております。

他クラブの様子も見ることができ、次年度への参考になると思います。
11月12日（水）に東京荏原RC・東京荏原かめりあRCが合同クラブ結成式典
が開催され、「東京品川中央RC」となりました。
地区出席報告には報告期日の関係で、現時点では表現されておりません
が、ご了解をお願い致します。

2008－09年度 ガバナー月信・IT委員会 副委員長（IT担当） 河村 勝久（東京立川こぶしRC）

家族月間
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