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ガバナー・メッセージ

2018－19年度
国際ロータリー第2500地区ガバナー 細　川　𠮷　博

（帯広北ロータリークラブ）

ガバナー月信  1月号 Jan

ガバナーメッセージ

　明けましておめでとうございます。　
　昨年は台風による水害など天災に見舞わ
れましたが何と言っても9月6日の胆振東
部地震とそれに続く全道「ブラックアウ
ト」が記憶に新しいと思います。2500地
区におきましては報道されますような大き
な被害はないとお伺いしていますがきっと
不安な時間を過ごされたと思います。
　ロータリアンの皆さまにとって清々しい
新春を迎えられていらっしゃられていると
思います。今年は年号が変わります。新し
い時代を迎えるにふさわしい1年の初めに
したいものです。
　さて1月は職業奉仕月間です。
　ロータリーの「五大奉仕」には次のよう
に記されています。
『奉仕の第二分野である職業奉仕は、事業
および専門職務の道徳的水準を高め、品位
ある業務はすべて尊敬されるべきであると
いう認識を深め、あらゆる職業に携わる中
で奉仕の理念を実践していくという目的を
持つものである。会員の役割には、ロータ
リーの理念に従って自分自身を律し、事業
を行うこと、そして自己の職業上の手腕を
社会の問題やニーズに役立てるために、ク
ラブが開発したプロジェクトに応えること
が含まれる。』
　多くのクラブでは異業種の職場を訪問し
て多くの情報を得、自己の職業に活かす機
会を作られていることと思います。また職
場での優良な職員を表彰してモチベーショ
ンの向上に努められているロータリアンも
多いかと思います。

　それらは決して個人的なイベントにとど
まらず、地域をそして社会をも明るく活気
あるものにしていくと思います。それは最
後にはまた自分に戻ってきて、自分の職業
を成果あるものにしていくと信じていま
す。ロータリーにはその力があります。皆
さん一人一人が自分自身で、クラブの中で
職業奉仕を考えていただきたく希望してい
ます。
　第一ゾーンロータリー公共イメージコー
ディネーターの鈴木秀憲DPGは2570地区
でのロータリーの目的を多くの人に知って
もらうためのシートにロータリーとは「自
分自身を磨く」ところと紹介されていま
す。自分を磨く手段、それこそが職業であ
り、職業奉仕であると思います。職業を通
じて社会に奉仕する、これこそがロータリ
ーのロータリーでありうる根本と思いま
す。

　寒さ厳しい時がまだまだ続きます。厳し
い北海道の冬が過ぎれば必ず春が来ます。
春になって一斉に樹々が緑の葉をつけ花を
咲かせるには今この時も雪の下の地中でし
っかりと準備しているからです。素晴らし
い生命力です。
　どうか皆様におかれましてもご自愛くだ
さい。
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委員会開催報告

地区研修委員会
2018年11月24日（土）　14：00～15：00　　会場／ホテルグランテラス帯広

2018年11月24日（土）　14：00～15：00　　会場／ホテルグランテラス帯広

   次　第

1．ガバナー挨拶　……………………　細川　𠮷博

2．ガバナーノミニー挨拶　…………　吉田　潤司

3．地区研修委員会委員長挨拶　……　小船井修一

　議　題

1．ロータリー研究会報告

2．３月中に開催する分区、会長、幹事研修会（案）

　　の詳細について

3．今後のスケジュールについて

4．その他

国際奉仕委員会

   議　題

1．国際奉仕委員会の今年度の活動について

　　（黒川国際奉仕委員長）

2．ロータリー財団の現状について

　　（笹谷ロータリー財団委員長）

3．グローバル補助金の現状について

　　（行木グローバル補助金委員長）

4．地区補助金における国際奉仕の現状について

　　（鶴見地区補助金委員長）

5．その他
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ガバナー月信  1月号 Jan

委員会開催報告

ガバナー補佐会議
2018年11月24日（土）　15：00～16：00　　会場／ホテルグランテラス帯広

2018年11月24日（土）　15：00～16：00　　会場／ホテルグランテラス帯広

   次　第
1．ガバナー挨拶　……………………　細川　𠮷博

2．ガバナーノミニー挨拶　…………　吉田　潤司

3．地区研修委員会委員長挨拶　……　小船井修一

4．ガバナー補佐自己紹介

　議　題

1．ロータリー研究会報告

2．分区・会長・幹事会を３月中に開催し地区研修

　  を盛り込む件

3．地区研修セミナー（2月23日㈯・24日㈰開催と

　　PETS・地区研修・協議会4月26日㈮・27日㈯

　　について

4．公式訪問について

5．今後のスケジュールについて

6．その他

地区補助金小委員会

   議　題

1．冒頭のご挨拶　…………　細川　𠮷博ガバナー

2．ロータリー財団地域セミナー（神戸）の

　概要他　……………………………　笹谷委員長

3．補助金管理セミナーを控えて　他

　　　　　　　　　………………　長倉副委員長

4．地区補助金ガイドブック他

　関連資料について　他　………　鶴見小委員長

5．その他
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委員会開催報告

ＶＴＴ小委員会
2018年11月24日（土）　16：00～17：30　　会場／ホテルグランテラス帯広

2018年11月25日（日）　9：30～10：30　　会場／ホテルグランテラス帯広

   議　題

1．開会

2．挨拶　…………………　細川　𠮷博　ガバナー

3．ＶＴＴの概要について

　　　　笹谷　芳夫　ロータリー財団委員会委員長

4．ＶＴＴ事業報告

　　　　久木佐知子　ＶＴＴ小委員会委員長

　　　　小沢　昌博　ＶＴＴ小委員会委員

5．今後のＶＴＴについて

6．その他

7．閉会挨拶　……  吉田　潤司　ガバナーエレクト

財団中長期戦略委員会

   参　加　者

○細川　𠮷博　ガバナー

○笹谷　芳夫　ロータリー財団委員会委員長

○長倉巨樹彦　補助金小委員会委員長

○吉田　潤司　財団資金管理小委員会委員長

○本間　公三　財団資金管理小委員会委員

○木下　正明　財団資金管理小委員会委員

○松田　英郎　ガバナーノミニー

○柴田　隆視　地区幹事

○軽米　達也　次々期地区幹事

   議　題

1．現在までの補助金事業実績の説明

2．細川年度のＤＤＦ説明

3．今後の課題と方向性
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委員会開催報告

ガバナー月信  1月号 Jan

ロータリー財団委員会
2018年11月25日（日）　10：30～11：30　　会場／ホテルグランテラス帯広

2018年11月25日（日）　13：15～15：15　　会場／ホテルグランテラス帯広

   議　題
1．ガバナー挨拶　………　細川　𠮷博　ガバナー
2．ロータリー財団委員長より
　　　　　　　　 ………　笹谷　芳夫　委員長
3．地区補助金小委員会報告
　　　　　　　 　………　鶴見誠一郎　委員長
4．グローバル補助金小委員会報告
　　　　　　　 　………　行木　隼人　委員長
5．奨学金・学友小委員会報告
　　　　　　　 　………　真下　幹朗　委員長
6．ＶＴＴ小委員会報告
　　　　　　　 　………　久木佐知子　委員長
7．資金推進小委員会報告
　　　　　　　 　………　淤見　政儀　委員長
8．ポリオ・プラス小委員会報告
　　　　　　　 　………　曽根　　一　委員長
9．その他

ロータリー財団補助金管理セミナー

   次　第
1．点鐘　…………………　細川　𠮷博　ガバナー
2．国家斉唱
3．ロータリーソング：奉仕の理想
4．補助金管理セミナー開催にあたって　
　　　　　　　…………　細川　𠮷博　ガバナー
5．補助金管理セミナーの目的について
　　　　　　　…………　笹谷　芳夫　財団委員長
6．事例報告１（地区補助金：国内）  ……　釧路RC
7．事例報告２（グローバル補助金：海外事例）
　　　　　　　………………………………　網走RC
8．地区補助金について
　　　……　鶴見誠一郎　地区補助金小委員長
9．グローバル補助金について
　　　……　行木　隼人　グローバル補助金小委員長
10．ロータリー奨学生について
　　　……　真下　幹朗　奨学生・学友小委員長
11．ＶＴＴについて
　　　……　久木佐知子　ＶＴＴ小委員長
12．質疑応答
13．閉会にあたって
　　　……　吉田　潤司　ガバナーエレクト
14．点鐘　…………………　細川　𠮷博　ガバナー



ハイライト米山
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ハイライト米山

ガバナー月信  1月号 Jan
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米山選考会
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国際ロータリー第2500地区
2018～2019　米山奨学生面接試験

　12月9日（日）2500地区の次年度米山奨
学生の面接試験を開催しました。20018～
2019年度の当地区の新規米山奨学生の採
用枠は４名となっております。
今回指定校から10名の推薦をいただいて
おり、事前の書類審査そして当日の面接試
験という運びとなりました。
　面接会場の帯広ホテル日航ノースランド
にて、午前11時から開催しました。
面接官は細川ガバナー、吉田ガバナーエレ
クト、米山記念奨学会理事の柴田パストガ
バナー他、私を含め5人の米山記念奨学会
運営委員会の委員で行いました。
　10人の応募者は、氏名、出身、所属大
学などの自己紹介から始まり、それぞれの
面接官からさまざまな質問を受ける形での
面接試験となりました。その中でそれぞれ
の人柄、将来の目標、交流と親善への熱意
など米山奨学生としての適正を評価してい
くのですが、毎回大いに悩んでしまうこと
になります。それは「どんな奨学生を採用
したかで奨学事業の価値が決まる」といわ
れているからであります。毎年そうです

が、本当にすばらしい学生の応募が多く、
応募した皆さん全員を採用してあげたい気
持ちになってしまうのです。
　米山記念奨学会は2年前の地区米山奨学
会の寄付総額で奨学生の採用数が決定して
しまいます。今回のように採用枠が少ない
ときは、私たち米山記念奨学委員会として
もっと地区のロータリアンの皆様方に、こ
の事業の重要性や寄付のお願いをお伝えで
きたのではないかと反省させられます。採
用できなかった学生達に申し訳ない気持ち
になってしまうのです。本当にすばらしい
学生がたくさんいます。もっと多くの奨学
生を採用するために、どうか地区のロータ
リアンの皆様方には毎年12月のこの時期
に、このようなすばらしい学生とのやりと
りがあるということをご理解いただき、こ
の事業に対して深いご理解、ご協力、ご支
援をいただければ幸いです。
　今回採用した奨学生は、2019年4月にオ
リエンテーションを実施し、その後世話ク
ラブの皆様のお世話になる予定です。どう
ぞよろしくお願いします。

国際ロータリー第2500地区
　　米山記念奨学会運営委員会　委員長 松　浦　信　一



コーディネーターニュース
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ガバナー月信  1月号 Jan
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米山奨学生

　
　

　　　
　　　
　　　
　　　
　　　

　　　　　　　

米山奨学生 星川　宗一郎　アルベルト

　私は南米のパラグアイに生まれた日系三世で、大学留学で日
本へ来るまでの19年間、南米の習慣や暮らしが当たり前だと思
っていました。
　ですので、私が日本で大学生生活を送っていて気付いたこと
や授業で強く関心を持ったことについてお話ししたいと思いま
す。
　私が生まれ育った祖国パラグアイでは、みんな非常にのんび

りとした性格なので、日本へ来てからや大学へ入ってまず気付いたのは日本人の勤勉さや
真面目さ、時間に対しての正確さでした。私はずっとパラグアイ人のような南米人の感覚
が普通なのだろうと思っていたので、これには少しカルチャーショックを受けました。
　日本の大学へ入った理由は単にチャンスがあったからだけではなく、教養や文化などを
学び吸収して自分の財産にし、将来自分のためだけではなく祖国やここ日本でも活用した
いと思ったからです。
　大学生活の最初の1年は慣れないことの連続でとても大変でした。
　温暖な気候生まれの私にとって、北海道の寒い環境は慣れなくて何度か体調を崩したり、
また初めての一人暮らしというものあって、落ち着かない日が続きました。
　けれども大学へ通い、自分の興味のある授業や実験・実習などを受けたり、サークル活
動を行なっているうちにそういった悩みや不安は次第になくなっていきました。
　また、米山奨学生になったことで、例会や地区大会を通して様々な国や地域の方と接す
る機会を頂いたことは良い刺激で自分にとって間違いなくプラスであると思います。
　3年生になった今では研究室での活動などを含め、今まで以上に自分の興味のある分野に
手を伸ばすことができたり、授業でプレゼンテーションを行ってパラグアイのことを友達
や他学科の方に知ってもらう機会を得たりなど非常に充実しています。
　今は将来健康食品の業界で活躍したいと考えています。その理由がパラグアイでは健康
被害などによって亡くなったりする人が非常に多いためです。食べることは生きることの
基本なので、食を通して祖国や日本で役に立つ人材になるために精進していきたいと考え
ております。



ガバナー月信  1月号 Jan

事業報告

世界ポリオ撲滅パネル展

帯広ロータリークラブ
会　長 和　田　賢　二

　「世界ポリオ撲滅パネル展」は、ロータ
リーの奉仕活動を市民の方々に知って貰う
きっかけになればと、ロータリー財団月間
に合わせ、11月20日から27日まで、帯広
市役所１階の市民広場で開催致しました。
　帯広市内５ロータリークラブ（帯広・帯
広北・帯広西・帯広東・帯広南）とロータ
ーアクトクラブが一緒になって、このよう
な奉仕事業を行うのは今回が初めての事で
す。
　日本のポリオ（小児麻痺）は、1940年
代頃から全国で流行し、特に1960年に北
海道を中心に5,000名以上の患者が発生す
る大流行となりました。
　私たちが今、健康で豊かに生活できます

のも、当時海外の国々からの援助があって
今日がある訳です。世界には、嘗ての日本
以上に貧困でインフラが整っていない国が
たくさんあります。今、私たちは日本が支
援を頂いた事を心にとめて、世界で支援を
求めている子供達へ援助をしていかなけれ
ばなりません。
　期間中、多くの市民の方々にご来場頂
き、活動へ賛同の署名も頂きました。ま
た、ＮＨＫのニュースにも報道して頂き、
新聞にも掲載されました。
　今回を始めとして、市内のロータリーク
ラブが一緒になって、公共イメージに重点
を置き、メディアを活用した奉仕事業を実
施して行こうと考えております。 11
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新入会員紹介
ロータリー財団寄付者
物故会員・お知らせ

お知らせ
稚内ロータリークラブ／稚内南ロータリークラブ

例会場名
変　更

（旧）ANAクラウンプラザホテル稚内
（新）サフィールホテル稚内　へ変更になります。
　尚、所在地、電話番号、FAX番号は変わりありません。

新入会員紹介

ロータリー財団寄付者

2018年 11月・12月入会

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　
生年月日

昭和26年８月16日
昭和48年９月５日
昭和41年12月14日
昭和37年11月28日
昭和38年10月21日
昭和50年１月９日

入会日
11月27日入会
11月14日入会
11月21日入会
12月12日入会
11月１日入会
12月１日入会

職業分類
自動車教習所
液化ガス供給業
運輸業
新聞発行
食品製造
左官工事業

名　　　前
和　田　敏　明
内　木　敬　典
山　﨑　健太郎
脇　坂　篤　直
北　嶋　清　人
尾　崎　優　子

名寄ロータリークラブ
帯広ロータリークラブ
帯広ロータリークラブ
帯広ロータリークラブ
清水ロータリークラブ
音更ロータリークラブ

ロータリークラブ分　区
第 2分区
第 6分区
第 6分区
第 6分区
第 6分区
第 6分区

寄付月日
11月30日
11月15日
11月15日
11月29日
11月29日
11月29日
11月29日
11月14日
11月14日
12月３日
12月３日
12月６日
12月６日
12月６日
12月６日
12月６日
11月29日
11月29日
11月29日
11月29日
12月３日
11月29日
12月３日
12月３日
12月３日
12月４日
11月28日
11月28日

名　　　前　（ふりがな）
山　岸　眞　理（やまぎし　まこと）
小　林　正　男（こばやし　まさお）
若　澤　勝　彦（わかさわ　かつひこ）
菅　野　栄　二（すがの　えいじ）
浅　野　寛　道（あさの　ひろみち）
榊　原　尚　行（さかきばら　なおゆき）
川　島　弘　保（かわしま　ひろやす）
工　藤　大　輔（くどう　だいすけ）
櫻　井　博　一（さくらい　ひろかず）
和　田　賢　二（わだ　けんじ）
外　﨑　裕　康（とざき　ひろやす）　
大　友　広　明（おおとも　ひろあき）
本　田　美喜男（ほんだ　みきお）
渡　部　省　一（わたなべ　しょういち）
内　海　仁　司（うつみ　じんじ）
太　田　　　豊（おおた　ゆたか）
曽　根　　　一（そね　はじめ）
西　田　重　人（にしだ　しげと）
鈴　木　恵　子（すずき　けいこ）
小　田　衣　代（おだ　きぬよ）
杉　山　玉　夫（すぎやま　きみお）
上　川　正　司（かみかわ　せいじ）
阿　部　公　夫（あべ　きみお）
佐　藤　みゆき（さとう　みゆき）
小　林　裕　幸（こばやし　ひろゆき）
川　上　光　彦（かわかみ　みつひこ）
沢　田　雅　仁（さわだ　まさひと）

米山功労者　７回
年次寄付（PHF）
年次寄付（PHF）
MPHF　９回目
MPHF　２回目
MPHF　３回目
MPHF　１回目
米山功労者　１回
米山功労者　１回
米山功労者　２回
米山功労者　１回

米山功労者　10回メジャードナー
米山功労者　３回
米山功労者　２回
米山功労者　１回
米山功労者

米山功労者　６回
MPHF＋６／米山功労者４回
米山功労者　７回
米山功労者　２回
MPHF＋４

米山功労者　２回
MPHF＋３
MPHF＋１
ＰＨＦ

米山功労者　１回
ＰＨＦ
ＰＨＦ＋７

寄付の種類
名寄ロータリークラブ
紋別港ロータリークラブ
紋別港ロータリークラブ
北見西ロータリークラブ
北見西ロータリークラブ
北見西ロータリークラブ
北見西ロータリークラブ
帯広ロータリークラブ
帯広ロータリークラブ
帯広ロータリークラブ
帯広ロータリークラブ
帯広西ロータリークラブ
帯広西ロータリークラブ
帯広西ロータリークラブ
帯広西ロータリークラブ
帯広西ロータリークラブ
帯広東ロータリークラブ
帯広東ロータリークラブ
帯広南ロータリークラブ
帯広南ロータリークラブ
帯広南ロータリークラブ
帯広南ロータリークラブ
帯広南ロータリークラブ
帯広南ロータリークラブ
釧路北ロータリークラブ
釧路ベイロータリークラブ
釧路ベイロータリークラブ

ロータリークラブ分　区
第２分区
第４分区
第４分区
第５分区
第５分区
第５分区
第５分区
第６分区
第６分区
第６分区
第６分区
第６分区
第６分区
第６分区
第６分区
第６分区
第６分区
第６分区
第６分区
第６分区
第６分区
第６分区
第６分区
第６分区
第７分区
第７分区
第７分区

■第１分区
　天塩ロータリークラブ

水口　脩次
石油販売

みずぐち しゅうじ

昭和46年３月　入会
昭和62年　　　分区代理
昭和53年　ポールハリスフェロー
平成６年　ポールハリスフェロー

平成30年10月19日逝去
（88才）

■第５分区
　留辺蘂ロータリークラブ

野口　　勉
貨物自動車輸送

のぐち つとむ

平成26年７月　入会

平成30年11月22日逝去
（81才）

物故会員 謹んで哀悼の意を表し心からご冥福をお祈りいたします
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