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Rotary International District 2500 

久　木　佐知子

夏の日ざしを強く感じる頃となりました。2500
地区のロータリアンの皆様にはお変わりございませ
んでしょうか。
7月1日にガバナーを拝命してから早くも１か月

が過ぎました。
各クラブへの公式訪問は第7分区を皮切りに地区

内66クラブを訪問予定です。会員の皆様とお会い
できることを楽しみにしております。広大な2500
地区ですが、ロータリー公共イメージの一環とし
て、訪問する際の車両にロータリーマークを入れさ

せていただきました。お見かけの際にはどうぞ手を振って温かく迎えていただければ幸いです。
国際ロータリー１１７代会長にカナダのジェニファー・E・ジョーンズ氏が就任されました。初の

女性RI会長の誕生は世界に向けて大きなインパクトであったと思います。また多様性、公平さ、イン
クルージョンを尊重するRIの基本方針に通じる素晴らしい出来事と歓迎する声が多く聞かれます。
私も同じ年度に地区ガバナーを務めさせていただくことに大きな喜び感じています。この年度は私を
含め日本の３４地区の中で３人の女性ガバナーが誕生しました。
他にも大きな変化が生まれています。ローターアクトが国際ロータ

リーに加盟し、RIの会員数は世界で140万人になりました。日本では
ロータリー衛星クラブをはじめとするさまざまな形態のロータリーク
ラブが生まれています。そして国際大会から例会にいたるまでオンラ
インが活用されるようになりました。
さて、ジョーンズRI会長は、年度のテーマを「イマジン・ロータリ

ー」と発表されました。スピーチでは「世界にもたらす変化を想像し
て大きな夢を描き、その実現のためにロータリーの力とつながりをい
かすよう」呼びかけました。さらにDEI「多様性、公平さ、インクル
ージョン」を優先項目にすることを求められました。多様性はロータ
リーの長年にわたる中核的価値観の一つであり、最大の強みでもあり
ます。そしてインクルージョンこそが会員増強の鍵になると説いてい
ます。
今月は会員増強月間です。
ロータリーの一番大切な財産は会員です。そして目的達成には会員の団結力が不可欠です。ロー

タリーを成長させるためには、奉仕とプロジェクトのインパクトを高め、地域社会におけるロータ
リーの認知度と理解度を高めることが重要です。そして何より重要になるのが会員増強と会員の維
持です。会員基盤を成長させることで私たちはさらに多くのことを達成できるようになります。
その上で「ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、リーダーシップ開発、生涯にわたる友情

こそが目的意識と熱意を生み出す」。さらに、「会員がロータリーに何を期待しているのか」を訊
ねたうえで、やりがいのある責任を会員に与えることも重要です。
加えて、RI理事会では2023年までにロータリーの会員基盤の30％を女性にするという目標達成に

ついて、この目標は１10か国以上で既に達成されていますが、ローターアクトではすでに会員全体
の5２％が女性であることを指摘しました。日本での女性会員の比率は7％、2500地区では5％にも

達していません。今年度は１０％を目指したいと思います。
RI会長は、私たちが共にロータリーを「イマジン（想像）」するにあたり最も重要なタスクは、

すべてのロータリー会員が歓迎されている、大切にされていると感じられる経験を提供することで
あり、会員の多くがロータリーとの強いつながりを実感でき、ロータリーでより豊かな経験をもつ
ことが重要と説いています。

ロータリーの調査によると、1年間のロータリーへの入会者は１２１，０００人、退会者は１３
７，０００人です。その内、1年以内に退会した人は１３，０００人にのぼります。また、退会者の
２３％がクラブ環境を理由にあげています。ロータリーの成長に会員拡大はかかせませんが、会員
維持も重要です。
RI会長は「心地よさ」と「会員への配慮」を優先項目として、クラブ内でDEIについて対話を始

めて欲しいと呼びかけています。
今年度、地区ではDEI委員会を創設いたしました。小谷典之ガバナーノミニーに委員長にご就任

いただき、委員に渡辺喜代美公共イメージ向上委員長、中川雄策ローターアクト委員長に兼務をお
願いしております。今年は一年を通してDEIについて学ぶ年度といたします。DEIについてクラブ内
で話し合う計画がございましたらDEI委員会にご相談ください。
DEIを取り入れて女性や若い人をクラブに迎い入れましょう。会員が増えることで会員基盤を強

化し会員の参加を促してください。この時にシニア会員への配慮は欠かせません。シニア会員と若
い会員の交流が図られているクラブは活性化が上手くいっているクラブです。また入会希望者の話
を聞いて、もし既存のクラブでの参加が難しい場合は、その人にあった条件で参加できる新クラブ
を考えてみてください。6月には釧路北ロータリークラブで２５００地区初の衛星クラブが誕生いた
しました。若手事業家やローターアクトの卒業生など総員３３名が活動を始めています。衛星クラ
ブは8人で設立できます。ほかにもパスポートクラブをはじめとした新しい形のクラブが日本国内で
誕生しています。詳しくはマイ・ロータリーで検索できますし、地区事務所へお問い合わせくださ
い。
インクルージョン溢れるクラブを作る上で重要なことは、違うバックグランドを持った人たちが

良い仲間になれるかどうかです。そのために必要なのは他者を思う気持ち、他者への思いやりと変
化を受け入れる柔軟な心を持つことではないでしょうか。
「私たちには夢があります。しかし、その実現のために行動するかどうかを決めるのは私たちで

す」とRI会長は述べています。ロータリーのような団体がポリオ撲滅や平和の実現といった大きな
夢を描くなら、それを実現させる責任は自分たちにあると語りました。また変化を受け入れること
は新しいクラブのモデルを受け入れることと言い、革新的なクラブ、活動分野に基づいたクラブを2
つ以上設立することを求めました。地区でも２つ以上の新クラブ設立を目標に掲げています。
「イマジン・ロータリー」は夢のあるテー

マです。皆さんの夢を大いに膨らませていた
だき、その夢の実現のために行動していただ
くことを期待し、皆様のご協力をお願い申し
上げます。　

2022-23年度
国際ロータリー第2500地区ガバナー

皆様こんにちは。

2022-2023年度、久木ガバナー「ともに紡ごう！ロータリーの未来へ」がスタートしました。こ

の度、８年半在籍していました、北海道2500ロータリーEクラブから、旭川北ロータリークラブに

転籍することになり、このような投稿の機会を頂き大変光栄に思っております。誠に僭越ではござ

いますがお話をさせて頂きます。

Eクラブは、2010年6月30日より正式に国際ロータ

リーの加盟クラブとなりました。例会をオンラインで開

くことを除けば基本的にほかのクラブと変わりません。

北海道2500ロータリーEクラブは、旭川北ロータリーク

ラブを親クラブとして2014年1月25日に創立しました。

現在、日本にはEクラブが13クラブあります。私は

チャーターメンバーとして創立から８年半活動を続けて

まいりました。創立からこれまでのEクラブの活動をご

紹介したいと思います。

青少年奉仕委員会では、2016-2017年度より、中学

生や高校生を対象に「ケータイ・スマホ安全教室」を

実施しています。継続事業として引き継がれていま

す。　 　　　　　　　　　　　 

社会奉仕委員会では、「西武旭川店」が2016年９月

に閉店、それに伴い「イオンモール旭川駅前」に献血

センターが移転しましたが、市民に場所が周知されず

血液不足が慢性化しているとのお話をお聞きしまし

て、呼びかけを実施することにしました。平和通買物

公園でロータリークラブのポケットテッシュを配りな

がら呼びかけを行います。その後はメンバーで献血を

しています。献血ルームの方からの要望もあり毎年の

継続事業となっております。

 

他にも、社会奉仕委員会では、2017-2018年度に旭川市内にある東光スポーツ公園に桜の木が植

えられていないということで、当時会員の人数分のエゾヤマザクラの苗木を22本植樹しました。毎

年、木を確認して枯れた木の補植や清掃などを行っています。 

国際奉仕委員会では、2018-2019年度には補助金を

活用させて頂き、タイのロータリークラブと共同でカ

ンチャナブリ―の病院へ医療器具の寄贈、翌日にはE

クラブとして現地の小学生に文房具のプレゼントを一

人一人に手渡しをしました。

 

2019-2020年度の後半は、新型コロナウィルスが流

行し始めた時期で思うような奉仕活動ができませんで

したが、医療機関のマスク不足が地域の課題として出

てきていましたので、メンバーが住む地域の基幹病院

（市立旭川病院、市立美唄病院、北見赤十字病院、市

立釧路総合病院）へマスクの寄贈を行いました。

 

これまでの活動の一部をご紹介させて頂きました。

Eクラブは、普段メールで情報共有をしています。夜間例会やフォーラム、地区大会などの出欠は

「伝助」というものを活用して集計を取っています。コロナ禍での理事会は事前に上程議案をメー

ルで配信し、賛否をLINEの投票システムを活用しました。コロナ禍でもスピードの速さと柔軟性は

Eクラブの強みだと考えています。メークアップに毎週全国各地から訪れるロータリアンが、コロナ

禍の中で例会が開けるのはEクラブの強みですねとコメントが多かったのが印象的です。しかし、コ

ロナ禍が3年も続くとハイブリット形式で例会を開催するクラブが増え、Eクラブとしての強みが薄

れてきたのも感じました。

さて、今回の転籍のきっかけですが、弊社には私を含めて３名がロータリアンがいます。弊社の

竹内会長が私に話をしてくださいました。毎週の例会で仲間と会う事の大切さ、ロータリーソング

を仲間と歌う大切さ、今よりも更にロータリーの知識を深めるには、本人の為にもリアルクラブで

活動をした方がいいのではないかと提案を頂きました。私自身もEクラブで学べる事、リアルクラブ

でしか学べない事もあるように感じ、今回転籍を決意しました。Ｅクラブのメンバーは快く送り出

していただきました。更に、7月6日に行われた旭川北ロータリークラブ入会式では、メンバーの皆

様に温かく迎えて頂き嬉しく思いました。転籍という形で入会をしましたが、ゼロからのスタート

と考え、多くの事を学んで活動して行きたいと考えております。引き続き、ご指導の程宜しくお願

いいたします。

ガバナーメッセージ

（旭川西RC）



2 Vol. 2　ガバナー月信８月号

Rotary International District 2500 

夏の日ざしを強く感じる頃となりました。2500
地区のロータリアンの皆様にはお変わりございませ
んでしょうか。
7月1日にガバナーを拝命してから早くも１か月

が過ぎました。
各クラブへの公式訪問は第7分区を皮切りに地区

内66クラブを訪問予定です。会員の皆様とお会い
できることを楽しみにしております。広大な2500
地区ですが、ロータリー公共イメージの一環とし
て、訪問する際の車両にロータリーマークを入れさ

せていただきました。お見かけの際にはどうぞ手を振って温かく迎えていただければ幸いです。
国際ロータリー１１７代会長にカナダのジェニファー・E・ジョーンズ氏が就任されました。初の

女性RI会長の誕生は世界に向けて大きなインパクトであったと思います。また多様性、公平さ、イン
クルージョンを尊重するRIの基本方針に通じる素晴らしい出来事と歓迎する声が多く聞かれます。
私も同じ年度に地区ガバナーを務めさせていただくことに大きな喜び感じています。この年度は私を
含め日本の３４地区の中で３人の女性ガバナーが誕生しました。
他にも大きな変化が生まれています。ローターアクトが国際ロータ

リーに加盟し、RIの会員数は世界で140万人になりました。日本では
ロータリー衛星クラブをはじめとするさまざまな形態のロータリーク
ラブが生まれています。そして国際大会から例会にいたるまでオンラ
インが活用されるようになりました。
さて、ジョーンズRI会長は、年度のテーマを「イマジン・ロータリ

ー」と発表されました。スピーチでは「世界にもたらす変化を想像し
て大きな夢を描き、その実現のためにロータリーの力とつながりをい
かすよう」呼びかけました。さらにDEI「多様性、公平さ、インクル
ージョン」を優先項目にすることを求められました。多様性はロータ
リーの長年にわたる中核的価値観の一つであり、最大の強みでもあり
ます。そしてインクルージョンこそが会員増強の鍵になると説いてい
ます。
今月は会員増強月間です。
ロータリーの一番大切な財産は会員です。そして目的達成には会員の団結力が不可欠です。ロー

タリーを成長させるためには、奉仕とプロジェクトのインパクトを高め、地域社会におけるロータ
リーの認知度と理解度を高めることが重要です。そして何より重要になるのが会員増強と会員の維
持です。会員基盤を成長させることで私たちはさらに多くのことを達成できるようになります。
その上で「ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、リーダーシップ開発、生涯にわたる友情

こそが目的意識と熱意を生み出す」。さらに、「会員がロータリーに何を期待しているのか」を訊
ねたうえで、やりがいのある責任を会員に与えることも重要です。
加えて、RI理事会では2023年までにロータリーの会員基盤の30％を女性にするという目標達成に

ついて、この目標は１10か国以上で既に達成されていますが、ローターアクトではすでに会員全体
の5２％が女性であることを指摘しました。日本での女性会員の比率は7％、2500地区では5％にも

達していません。今年度は１０％を目指したいと思います。
RI会長は、私たちが共にロータリーを「イマジン（想像）」するにあたり最も重要なタスクは、

すべてのロータリー会員が歓迎されている、大切にされていると感じられる経験を提供することで
あり、会員の多くがロータリーとの強いつながりを実感でき、ロータリーでより豊かな経験をもつ
ことが重要と説いています。

ロータリーの調査によると、1年間のロータリーへの入会者は１２１，０００人、退会者は１３
７，０００人です。その内、1年以内に退会した人は１３，０００人にのぼります。また、退会者の
２３％がクラブ環境を理由にあげています。ロータリーの成長に会員拡大はかかせませんが、会員
維持も重要です。
RI会長は「心地よさ」と「会員への配慮」を優先項目として、クラブ内でDEIについて対話を始

めて欲しいと呼びかけています。
今年度、地区ではDEI委員会を創設いたしました。小谷典之ガバナーノミニーに委員長にご就任

いただき、委員に渡辺喜代美公共イメージ向上委員長、中川雄策ローターアクト委員長に兼務をお
願いしております。今年は一年を通してDEIについて学ぶ年度といたします。DEIについてクラブ内
で話し合う計画がございましたらDEI委員会にご相談ください。
DEIを取り入れて女性や若い人をクラブに迎い入れましょう。会員が増えることで会員基盤を強

化し会員の参加を促してください。この時にシニア会員への配慮は欠かせません。シニア会員と若
い会員の交流が図られているクラブは活性化が上手くいっているクラブです。また入会希望者の話
を聞いて、もし既存のクラブでの参加が難しい場合は、その人にあった条件で参加できる新クラブ
を考えてみてください。6月には釧路北ロータリークラブで２５００地区初の衛星クラブが誕生いた
しました。若手事業家やローターアクトの卒業生など総員３３名が活動を始めています。衛星クラ
ブは8人で設立できます。ほかにもパスポートクラブをはじめとした新しい形のクラブが日本国内で
誕生しています。詳しくはマイ・ロータリーで検索できますし、地区事務所へお問い合わせくださ
い。
インクルージョン溢れるクラブを作る上で重要なことは、違うバックグランドを持った人たちが

良い仲間になれるかどうかです。そのために必要なのは他者を思う気持ち、他者への思いやりと変
化を受け入れる柔軟な心を持つことではないでしょうか。
「私たちには夢があります。しかし、その実現のために行動するかどうかを決めるのは私たちで

す」とRI会長は述べています。ロータリーのような団体がポリオ撲滅や平和の実現といった大きな
夢を描くなら、それを実現させる責任は自分たちにあると語りました。また変化を受け入れること
は新しいクラブのモデルを受け入れることと言い、革新的なクラブ、活動分野に基づいたクラブを2
つ以上設立することを求めました。地区でも２つ以上の新クラブ設立を目標に掲げています。
「イマジン・ロータリー」は夢のあるテー

マです。皆さんの夢を大いに膨らませていた
だき、その夢の実現のために行動していただ
くことを期待し、皆様のご協力をお願い申し
上げます。　

皆様こんにちは。

2022-2023年度、久木ガバナー「ともに紡ごう！ロータリーの未来へ」がスタートしました。こ

の度、８年半在籍していました、北海道2500ロータリーEクラブから、旭川北ロータリークラブに

転籍することになり、このような投稿の機会を頂き大変光栄に思っております。誠に僭越ではござ

いますがお話をさせて頂きます。

Eクラブは、2010年6月30日より正式に国際ロータ

リーの加盟クラブとなりました。例会をオンラインで開

くことを除けば基本的にほかのクラブと変わりません。

北海道2500ロータリーEクラブは、旭川北ロータリーク

ラブを親クラブとして2014年1月25日に創立しました。

現在、日本にはEクラブが13クラブあります。私は

チャーターメンバーとして創立から８年半活動を続けて

まいりました。創立からこれまでのEクラブの活動をご

紹介したいと思います。

青少年奉仕委員会では、2016-2017年度より、中学

生や高校生を対象に「ケータイ・スマホ安全教室」を

実施しています。継続事業として引き継がれていま

す。　 　　　　　　　　　　　 

社会奉仕委員会では、「西武旭川店」が2016年９月

に閉店、それに伴い「イオンモール旭川駅前」に献血

センターが移転しましたが、市民に場所が周知されず

血液不足が慢性化しているとのお話をお聞きしまし

て、呼びかけを実施することにしました。平和通買物

公園でロータリークラブのポケットテッシュを配りな

がら呼びかけを行います。その後はメンバーで献血を

しています。献血ルームの方からの要望もあり毎年の

継続事業となっております。

 

他にも、社会奉仕委員会では、2017-2018年度に旭川市内にある東光スポーツ公園に桜の木が植

えられていないということで、当時会員の人数分のエゾヤマザクラの苗木を22本植樹しました。毎

年、木を確認して枯れた木の補植や清掃などを行っています。 

国際奉仕委員会では、2018-2019年度には補助金を

活用させて頂き、タイのロータリークラブと共同でカ

ンチャナブリ―の病院へ医療器具の寄贈、翌日にはE

クラブとして現地の小学生に文房具のプレゼントを一

人一人に手渡しをしました。

 

2019-2020年度の後半は、新型コロナウィルスが流

行し始めた時期で思うような奉仕活動ができませんで

したが、医療機関のマスク不足が地域の課題として出

てきていましたので、メンバーが住む地域の基幹病院

（市立旭川病院、市立美唄病院、北見赤十字病院、市

立釧路総合病院）へマスクの寄贈を行いました。

 

これまでの活動の一部をご紹介させて頂きました。

Eクラブは、普段メールで情報共有をしています。夜間例会やフォーラム、地区大会などの出欠は

「伝助」というものを活用して集計を取っています。コロナ禍での理事会は事前に上程議案をメー

ルで配信し、賛否をLINEの投票システムを活用しました。コロナ禍でもスピードの速さと柔軟性は

Eクラブの強みだと考えています。メークアップに毎週全国各地から訪れるロータリアンが、コロナ

禍の中で例会が開けるのはEクラブの強みですねとコメントが多かったのが印象的です。しかし、コ

ロナ禍が3年も続くとハイブリット形式で例会を開催するクラブが増え、Eクラブとしての強みが薄

れてきたのも感じました。

さて、今回の転籍のきっかけですが、弊社には私を含めて３名がロータリアンがいます。弊社の

竹内会長が私に話をしてくださいました。毎週の例会で仲間と会う事の大切さ、ロータリーソング

を仲間と歌う大切さ、今よりも更にロータリーの知識を深めるには、本人の為にもリアルクラブで

活動をした方がいいのではないかと提案を頂きました。私自身もEクラブで学べる事、リアルクラブ

でしか学べない事もあるように感じ、今回転籍を決意しました。Ｅクラブのメンバーは快く送り出

していただきました。更に、7月6日に行われた旭川北ロータリークラブ入会式では、メンバーの皆

様に温かく迎えて頂き嬉しく思いました。転籍という形で入会をしましたが、ゼロからのスタート

と考え、多くの事を学んで活動して行きたいと考えております。引き続き、ご指導の程宜しくお願

いいたします。
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していただきました。更に、7月6日に行われた旭川北ロータリークラブ入会式では、メンバーの皆
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と考え、多くの事を学んで活動して行きたいと考えております。引き続き、ご指導の程宜しくお願
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邵　　龍　　珍

会員増強と会員維持(退会防止)は、現在そして今後においても各クラブの終わりなき重要課題だと思い
ます。クラブに相応しい人を入会させ、ロータリー活動に積極的に参加する仲間を増やし、クラブ内に
新しい風を呼び込む事ができる、それが会員増強だと思います。
会員が増える事によりクラブ組織・基盤が強化され活動が活発になる事で、ロータリー公共イメージ

を向上させる元気で活気あるクラブに成長していく大きな礎になります。と同時に会員維持（退会防
止）は、今後のクラブ存続に関わる最重要点であることは誰もが感じていることと思います。それは何
故でしょうか？　世界的に人口は日に日に増えているのに対しロータリアン人口が減少しているからで
す。数年前まで我々は世界120万ロータリアンと言っていましたが、2020年からは117万に減少。今年度
は2022年7月3日現在、世界で117万1,312名（RAC除く）、辛うじて昨年度より1,101名増員でスタート
を切ったという事です。では我々日本のロータリーはどうでしょうか？　1996年11月過去最大13万人を
誇った会員数も1999年から急速に減少、昨年度全国84,706人から更に2,132名減少し、今年7月3日現在
で82,574名、クラブ数においても18クラブ減少の2,214クラブ数での新年度スタートとなっておりま
す。
会員増強そして会員維持（退会防止）に特効薬や奇策はございません。しかしながら国際ロータリー

は2016年規定審議会にて大きな改定「柔軟性の導入」を行い、我々世界の各クラブは今までのRI規定に
捉われない、各クラブ独自の発想でクラブ運営ができる大幅な裁量権を与えられて7年目に突入致しま
す。私はこの柔軟性を地区内クラブがどの様に捉え、前向きに発想し計画し行動するかが、10年後、20
年後に存続しているクラブになる為の非常に大切な活動だと確信しております。
昨今私達は、コロナウィルスにより私生活や社会構築、また事業継続においても否応なく新たな発想

で計画を立直し実行する事により、今まで持ち堪えてきたと思いませんか？　我々ロータリーもコロナ
時代に新たな会員増強や会員維持（退会防止）、そしてクラブ活動において地区内クラブが柔軟性を未
来志向で取入れ、独自に発想し計画して行動に移す初年度にして頂きたいと願っております。発想は自
由です。例えばボランティアや奉仕団体を探している在留外国人を入会させる事も可能ですし、お近く
の大学に「活動分野に基づくクラブ」を大学生中心に設立させる事も可能かと思います。実はクラブの
種類は数種類型あるという事を私も恥ずかしながら最近知りました。
多様な発想の次は、率先して計画・行動に移す事が何よりも大切だと思います。その素晴らしい実例

としてこの度2500地区内で初めて衛星クラブが設立されました。第7分区の釧路北RCが本クラブとな
り、地域活動の担い手として、また将来地域の奉仕活動を牽引してくれる若者の研修と体験の為に2年前
から計画、行動した結果、昨年度6月に晴れてRIの認証を受け、地区の先駆者として活動を行っている
「釧路北地域奉仕ロータリー衛星クラブ」の誕生となりました。衛星クラブは8人から設立可能ですし、
地元従来型クラブと異なる体験や例会方式、時間を求める人々が訴求対象になります。また衛星クラブ
会員は本クラブ会員数に含まれるため、クラブの会員増強にも大きく貢献できるクラブとなるわけで
す。これから先、地区内各地域の人口減少は歯止めがかからない事が目に見えています。2500地区内ク
ラブとロータリアン数がどうなっているでしょうか？　今から、いや今だからこそ強い危機感を持っ
て、様々な発想で会員増強と会員維持（退会防止）を考え、柔軟性をもって3年後、5年後、10年後のク
ラブ行動計画をクラブ会員全員で話し合って、行動に移して頂きたいです。
結びになりますが、ジェニファー・ジョーンズRI会長は、「異なるユニークな新クラブ、特に新しい

クラブモデルを受け入れる事は、ロータリーの成長に不可欠です。」と仰いました。
久木ガバナーは、ロータリーを成長させる為には、奉仕とプロジェクトのインパクトを高め、地域社

会におけるロータリーの認知度と理解度を高める事です。　そして何よりも重要になるのが会員増強と
維持です。　会員基盤を成長させる事で更に多くを達成出来るようになります。」と述べられ、地区活
動方針で「新クラブ設立に向けた準備をしましょう」と掲げておられます。地区と共に会員増強と会員
維持（退会防止）についてイマジン（想像）する初年度にしていきませんか。　
地区内クラブが各々柔軟な発想のもと、会員増強と会員維持（退会防止）で素晴らしい第一歩を踏み

込めますよう心より祈念申し上げます。

委員　奈良 清成（釧路南）　野尻 勝規（斜里）　細谷 久雄（中頓別）
　　　　　　　　　　　山田 繁春（稚内南）  楠瀬 功（別海）　　工藤 彦夫（釧路）

会員増強委員会　委員長

会員増強月間によせて
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ロータリーの賞のRI意義ある奉仕賞（旧業績賞）は、地域社会の問題に取り組んだ活動を表彰す
ることで、各クラブに新しいプロジェクトを奨励、開発し、クラブ活動を活性化する事を目的とし
ています。皆様の地域に根ざした活動を募集いたします。

拝啓 盛夏の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は、地区ロータリー活動に格別
のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
早速ではございますが、表題の通り「意義ある奉仕賞（旧業績賞）」の募集につきまして、以下

の通り募集いたします。申請を希望するクラブ様におかれましては、申請書式に記載がございます
応募基準及び応募資格をご確認の上、応募をお願いいたします。
なお、応募いただきました内容につきましては、意義ある奉仕賞（旧業績賞）委員会にて選考さ

せていただきますので、ご了承の程お願い申し上げます。

1.意義ある奉仕賞 推薦書式をご提出ください。
   添付資料に必要事項をご記入ください。
2.提出先
　2022-23 年度 ガバナー事務所 e-mail: info@rid2500.com
　※選考及びガバナーの署名が必要となりますので、ガバナー事務所へ提出してください。 
3.締切
　2023 年 3月 13日(月)必着 
4.問い合わせ先
　2022-23 年度 ガバナー事務所 

　　　　　　　　My Rotary 各種賞・表彰

　　　　　　　　意義ある奉仕賞からオンラインの推薦フォームから申し込みください

　　　　　　　　https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_55CFSyWTWCwhQln

他にも、社会奉仕委員会では、2017-2018年度に旭川市内にある東光スポーツ公園に桜の木が植

えられていないということで、当時会員の人数分のエゾヤマザクラの苗木を22本植樹しました。毎
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れてきたのも感じました。

さて、今回の転籍のきっかけですが、弊社には私を含めて３名がロータリアンがいます。弊社の

竹内会長が私に話をしてくださいました。毎週の例会で仲間と会う事の大切さ、ロータリーソング

を仲間と歌う大切さ、今よりも更にロータリーの知識を深めるには、本人の為にもリアルクラブで

活動をした方がいいのではないかと提案を頂きました。私自身もEクラブで学べる事、リアルクラブ

でしか学べない事もあるように感じ、今回転籍を決意しました。Ｅクラブのメンバーは快く送り出

していただきました。更に、7月6日に行われた旭川北ロータリークラブ入会式では、メンバーの皆

様に温かく迎えて頂き嬉しく思いました。転籍という形で入会をしましたが、ゼロからのスタート

と考え、多くの事を学んで活動して行きたいと考えております。引き続き、ご指導の程宜しくお願

いいたします。

意義ある業績賞委員会　委員長　 松　田　英　郎（富良野RC）

委　員　 成　瀨　則　之（網走RC）　

委　員　 漆　崎　　　隆（釧路ベイRC）

RI意義ある奉仕賞（旧業績賞）委員会からのお知らせ

国際ロータリー第 2500地区 ロータリークラブ 会長 各位

記

2022-23年度 国際ロータリー「意義ある奉仕賞」(旧意義ある業績賞)募集の件
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さる　令和４年６月１８日に旭川東ロータリークラブの創立５０周年記念式典を無事に終えるこ
とができました事をご報告させて頂きます。
旭川市長今津寛介様、ご来賓の方々、R1第２５００地区漆崎隆ガバナーをはじめとした２５００

地区役員の皆様、各クラブからの大勢のロータリアンの皆様にご臨席を賜りました。さらに私達の
友愛クラブであります那覇東ロータリークラブの皆様、そして台北東海クラブの皆様には遠路ご臨
席を賜りました事に厚く感謝いたしますとともにお花・祝電などもたくさん頂いたことに再度感謝
いたします。ありがとうございました。
また、記念式典の際、ロータリアンの皆様には数々のお言葉を頂きました。先輩諸氏のご指導を

頂きながら我クラブも邁進してまいりますので何卒宜しくお願い致します。

旭川東ロータリークラブ50周年開催の報告
2021～2022年度 旭川東ロータリークラブ会長　佐　藤　嗣　博

皆様こんにちは。

2022-2023年度、久木ガバナー「ともに紡ごう！ロータリーの未来へ」がスタートしました。こ

の度、８年半在籍していました、北海道2500ロータリーEクラブから、旭川北ロータリークラブに

転籍することになり、このような投稿の機会を頂き大変光栄に思っております。誠に僭越ではござ

いますがお話をさせて頂きます。

Eクラブは、2010年6月30日より正式に国際ロータ

リーの加盟クラブとなりました。例会をオンラインで開

くことを除けば基本的にほかのクラブと変わりません。

北海道2500ロータリーEクラブは、旭川北ロータリーク

ラブを親クラブとして2014年1月25日に創立しました。

現在、日本にはEクラブが13クラブあります。私は

チャーターメンバーとして創立から８年半活動を続けて

まいりました。創立からこれまでのEクラブの活動をご

紹介したいと思います。

青少年奉仕委員会では、2016-2017年度より、中学

生や高校生を対象に「ケータイ・スマホ安全教室」を

実施しています。継続事業として引き継がれていま

す。　 　　　　　　　　　　　 

社会奉仕委員会では、「西武旭川店」が2016年９月

に閉店、それに伴い「イオンモール旭川駅前」に献血

センターが移転しましたが、市民に場所が周知されず

血液不足が慢性化しているとのお話をお聞きしまし

て、呼びかけを実施することにしました。平和通買物

公園でロータリークラブのポケットテッシュを配りな

がら呼びかけを行います。その後はメンバーで献血を

しています。献血ルームの方からの要望もあり毎年の

継続事業となっております。

 

他にも、社会奉仕委員会では、2017-2018年度に旭川市内にある東光スポーツ公園に桜の木が植

えられていないということで、当時会員の人数分のエゾヤマザクラの苗木を22本植樹しました。毎

年、木を確認して枯れた木の補植や清掃などを行っています。 

国際奉仕委員会では、2018-2019年度には補助金を

活用させて頂き、タイのロータリークラブと共同でカ

ンチャナブリ―の病院へ医療器具の寄贈、翌日にはE

クラブとして現地の小学生に文房具のプレゼントを一

人一人に手渡しをしました。

 

2019-2020年度の後半は、新型コロナウィルスが流

行し始めた時期で思うような奉仕活動ができませんで

したが、医療機関のマスク不足が地域の課題として出

てきていましたので、メンバーが住む地域の基幹病院

（市立旭川病院、市立美唄病院、北見赤十字病院、市

立釧路総合病院）へマスクの寄贈を行いました。

 

これまでの活動の一部をご紹介させて頂きました。

Eクラブは、普段メールで情報共有をしています。夜間例会やフォーラム、地区大会などの出欠は

「伝助」というものを活用して集計を取っています。コロナ禍での理事会は事前に上程議案をメー

ルで配信し、賛否をLINEの投票システムを活用しました。コロナ禍でもスピードの速さと柔軟性は

Eクラブの強みだと考えています。メークアップに毎週全国各地から訪れるロータリアンが、コロナ

禍の中で例会が開けるのはEクラブの強みですねとコメントが多かったのが印象的です。しかし、コ

ロナ禍が3年も続くとハイブリット形式で例会を開催するクラブが増え、Eクラブとしての強みが薄

れてきたのも感じました。

さて、今回の転籍のきっかけですが、弊社には私を含めて３名がロータリアンがいます。弊社の

竹内会長が私に話をしてくださいました。毎週の例会で仲間と会う事の大切さ、ロータリーソング

を仲間と歌う大切さ、今よりも更にロータリーの知識を深めるには、本人の為にもリアルクラブで

活動をした方がいいのではないかと提案を頂きました。私自身もEクラブで学べる事、リアルクラブ

でしか学べない事もあるように感じ、今回転籍を決意しました。Ｅクラブのメンバーは快く送り出

していただきました。更に、7月6日に行われた旭川北ロータリークラブ入会式では、メンバーの皆

様に温かく迎えて頂き嬉しく思いました。転籍という形で入会をしましたが、ゼロからのスタート

と考え、多くの事を学んで活動して行きたいと考えております。引き続き、ご指導の程宜しくお願

いいたします。
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7月9日土曜日。アートホテル旭川において「第8回ガバナー補佐研修会議」、「第1回諮問委員
会」そして、「諮問委員・ガバナー補佐合同懇親会」が開催されました。
7月1日に東京で開催された「ガバナー会」の内容について久木佐知子ガバナーより説明・報告が

なされ、ライラセミナー、地区大会、地区ポリオデー等、今後の地区の活動予定についての確認が
なされました。また、規定審議会地区代表　葭本パストガバナーから規定審議会の報告。各ガバ
ナー補佐からは、2月と4月に開催された「会長エレクト研修セミナー」及び「地区研修・協議会」
についてのアンケート報告。更に、次年度ガバナー補佐予定者の報告がなされました。両会議終了
後は、コロナ感染対策のもと合同の懇親会が行われ、7月11日から始まる「ガバナー公式訪問」への
エールに久木佐知子ガバナーは元気をもらいました。

皆様こんにちは。

2022-2023年度、久木ガバナー「ともに紡ごう！ロータリーの未来へ」がスタートしました。こ

の度、８年半在籍していました、北海道2500ロータリーEクラブから、旭川北ロータリークラブに

転籍することになり、このような投稿の機会を頂き大変光栄に思っております。誠に僭越ではござ

いますがお話をさせて頂きます。

Eクラブは、2010年6月30日より正式に国際ロータ

リーの加盟クラブとなりました。例会をオンラインで開

くことを除けば基本的にほかのクラブと変わりません。

北海道2500ロータリーEクラブは、旭川北ロータリーク

ラブを親クラブとして2014年1月25日に創立しました。

現在、日本にはEクラブが13クラブあります。私は

チャーターメンバーとして創立から８年半活動を続けて

まいりました。創立からこれまでのEクラブの活動をご

紹介したいと思います。

青少年奉仕委員会では、2016-2017年度より、中学

生や高校生を対象に「ケータイ・スマホ安全教室」を

実施しています。継続事業として引き継がれていま

す。　 　　　　　　　　　　　 

社会奉仕委員会では、「西武旭川店」が2016年９月

に閉店、それに伴い「イオンモール旭川駅前」に献血

センターが移転しましたが、市民に場所が周知されず

血液不足が慢性化しているとのお話をお聞きしまし

て、呼びかけを実施することにしました。平和通買物

公園でロータリークラブのポケットテッシュを配りな

がら呼びかけを行います。その後はメンバーで献血を

しています。献血ルームの方からの要望もあり毎年の

継続事業となっております。

 

他にも、社会奉仕委員会では、2017-2018年度に旭川市内にある東光スポーツ公園に桜の木が植

えられていないということで、当時会員の人数分のエゾヤマザクラの苗木を22本植樹しました。毎

年、木を確認して枯れた木の補植や清掃などを行っています。 

国際奉仕委員会では、2018-2019年度には補助金を

活用させて頂き、タイのロータリークラブと共同でカ

ンチャナブリ―の病院へ医療器具の寄贈、翌日にはE

クラブとして現地の小学生に文房具のプレゼントを一

人一人に手渡しをしました。

 

2019-2020年度の後半は、新型コロナウィルスが流

行し始めた時期で思うような奉仕活動ができませんで

したが、医療機関のマスク不足が地域の課題として出

てきていましたので、メンバーが住む地域の基幹病院

（市立旭川病院、市立美唄病院、北見赤十字病院、市

立釧路総合病院）へマスクの寄贈を行いました。

 

これまでの活動の一部をご紹介させて頂きました。

Eクラブは、普段メールで情報共有をしています。夜間例会やフォーラム、地区大会などの出欠は

「伝助」というものを活用して集計を取っています。コロナ禍での理事会は事前に上程議案をメー

ルで配信し、賛否をLINEの投票システムを活用しました。コロナ禍でもスピードの速さと柔軟性は

Eクラブの強みだと考えています。メークアップに毎週全国各地から訪れるロータリアンが、コロナ

禍の中で例会が開けるのはEクラブの強みですねとコメントが多かったのが印象的です。しかし、コ

ロナ禍が3年も続くとハイブリット形式で例会を開催するクラブが増え、Eクラブとしての強みが薄

れてきたのも感じました。

さて、今回の転籍のきっかけですが、弊社には私を含めて３名がロータリアンがいます。弊社の

竹内会長が私に話をしてくださいました。毎週の例会で仲間と会う事の大切さ、ロータリーソング

を仲間と歌う大切さ、今よりも更にロータリーの知識を深めるには、本人の為にもリアルクラブで

活動をした方がいいのではないかと提案を頂きました。私自身もEクラブで学べる事、リアルクラブ

でしか学べない事もあるように感じ、今回転籍を決意しました。Ｅクラブのメンバーは快く送り出

していただきました。更に、7月6日に行われた旭川北ロータリークラブ入会式では、メンバーの皆

様に温かく迎えて頂き嬉しく思いました。転籍という形で入会をしましたが、ゼロからのスタート

と考え、多くの事を学んで活動して行きたいと考えております。引き続き、ご指導の程宜しくお願

いいたします。

第１回諮問委員会／第８回ガバナー補佐研修会議
2022年７月９日（土）　アートホテル旭川

諮問委員会

ガバナー補佐研修会議
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国際ロータリー第2500地区　2022-2023　ローターアクト地区代表に就任致しました名寄ロー

ターアクトクラブの髙嶋修平です。私がローターアクトとして活動を始めたのは入社した秋の事で

した。地元から離れて就職した私に「同世代で活動している団体があるのだけれど入ってみない

か」と社長に声をかけて頂いたことがきっかけです。私が在籍している期間での名寄のアクトは常

に会員数が少ないながらも主に2つの例会を柱に活動を行っておりました。1つ目は市内の公園の遊

具のペンキを塗り直す「ペンキ塗り例会」です。

他クラブの方に来ていただいたこともある例会で町内会の方と連携し、塗装の剥がれた遊具を塗

り直すものです。2つめは「市長例会」です。毎年「震災」「育児」など様々なテーマを決定し、事

前に用意した質問事項を市長に目を通して頂き会員が挙げた質問に対して市長とディスカッション

を行うものです。

過去には優秀例会に選ばれたことのある例会の1つでもあります。

この2本の例会を柱にしていた他、市のイベント行事の手伝いなども積極的に行ってまいりまし

た。

今現在は、名寄の会員数は私を含め2名となりなかなか活動をするのが困難な状態にあります。

今年度に地区代表となった私ですが地区代表は「志が高い」会員が立候補して務めるものだと

思っておりました。過去には自ら立候補する会員もいたとは思いますが、どのクラブも実働してい

る会員が5名いれば羨ましいと聞こえてきそうなほどの会員数不足。

会員数の減少やコロナ禍のハイブリット形式での大会開催など変わりゆく未来のために新しい規

約を構築すべく私自身、アクトの活動を約4年間離れていた中ではありますが引き受けることとなり

ました。

今年度の地区テーマは「虎変」です。すぐれた賢者が、時の流れに合わせて、日々自己変革する

こと。または、すぐれた統治者の制度変革によって、古い制度が新しくてより良い制度に改められ

ることを表す「大賢虎変」から決めたものです。

地区代表は「代表」と言う立場上、役職のある人

間＝偉い、優れている人間が務めるものだと思う方

もいるかもしれませんが私は矢面に立つことはあれ

ども「大賢」と言えるほど特別何か目立った才があ

るとも思っておりません。そんな私ですが虎の毛が

美しく生え変わるかのように規約の改革を目指して

まいります。

ローターアクト会長就任挨拶

ローターアクト地区代表　 髙　嶋　修　平

皆様こんにちは。

2022-2023年度、久木ガバナー「ともに紡ごう！ロータリーの未来へ」がスタートしました。こ

の度、８年半在籍していました、北海道2500ロータリーEクラブから、旭川北ロータリークラブに

転籍することになり、このような投稿の機会を頂き大変光栄に思っております。誠に僭越ではござ

いますがお話をさせて頂きます。

Eクラブは、2010年6月30日より正式に国際ロータ

リーの加盟クラブとなりました。例会をオンラインで開

くことを除けば基本的にほかのクラブと変わりません。

北海道2500ロータリーEクラブは、旭川北ロータリーク

ラブを親クラブとして2014年1月25日に創立しました。

現在、日本にはEクラブが13クラブあります。私は

チャーターメンバーとして創立から８年半活動を続けて

まいりました。創立からこれまでのEクラブの活動をご

紹介したいと思います。

青少年奉仕委員会では、2016-2017年度より、中学

生や高校生を対象に「ケータイ・スマホ安全教室」を

実施しています。継続事業として引き継がれていま

す。　 　　　　　　　　　　　 

社会奉仕委員会では、「西武旭川店」が2016年９月

に閉店、それに伴い「イオンモール旭川駅前」に献血

センターが移転しましたが、市民に場所が周知されず

血液不足が慢性化しているとのお話をお聞きしまし

て、呼びかけを実施することにしました。平和通買物

公園でロータリークラブのポケットテッシュを配りな

がら呼びかけを行います。その後はメンバーで献血を

しています。献血ルームの方からの要望もあり毎年の

継続事業となっております。

 

他にも、社会奉仕委員会では、2017-2018年度に旭川市内にある東光スポーツ公園に桜の木が植

えられていないということで、当時会員の人数分のエゾヤマザクラの苗木を22本植樹しました。毎

年、木を確認して枯れた木の補植や清掃などを行っています。 

国際奉仕委員会では、2018-2019年度には補助金を

活用させて頂き、タイのロータリークラブと共同でカ

ンチャナブリ―の病院へ医療器具の寄贈、翌日にはE

クラブとして現地の小学生に文房具のプレゼントを一

人一人に手渡しをしました。

 

2019-2020年度の後半は、新型コロナウィルスが流

行し始めた時期で思うような奉仕活動ができませんで

したが、医療機関のマスク不足が地域の課題として出

てきていましたので、メンバーが住む地域の基幹病院

（市立旭川病院、市立美唄病院、北見赤十字病院、市

立釧路総合病院）へマスクの寄贈を行いました。

 

これまでの活動の一部をご紹介させて頂きました。

Eクラブは、普段メールで情報共有をしています。夜間例会やフォーラム、地区大会などの出欠は

「伝助」というものを活用して集計を取っています。コロナ禍での理事会は事前に上程議案をメー

ルで配信し、賛否をLINEの投票システムを活用しました。コロナ禍でもスピードの速さと柔軟性は

Eクラブの強みだと考えています。メークアップに毎週全国各地から訪れるロータリアンが、コロナ

禍の中で例会が開けるのはEクラブの強みですねとコメントが多かったのが印象的です。しかし、コ

ロナ禍が3年も続くとハイブリット形式で例会を開催するクラブが増え、Eクラブとしての強みが薄

れてきたのも感じました。

さて、今回の転籍のきっかけですが、弊社には私を含めて３名がロータリアンがいます。弊社の

竹内会長が私に話をしてくださいました。毎週の例会で仲間と会う事の大切さ、ロータリーソング

を仲間と歌う大切さ、今よりも更にロータリーの知識を深めるには、本人の為にもリアルクラブで

活動をした方がいいのではないかと提案を頂きました。私自身もEクラブで学べる事、リアルクラブ

でしか学べない事もあるように感じ、今回転籍を決意しました。Ｅクラブのメンバーは快く送り出

していただきました。更に、7月6日に行われた旭川北ロータリークラブ入会式では、メンバーの皆

様に温かく迎えて頂き嬉しく思いました。転籍という形で入会をしましたが、ゼロからのスタート

と考え、多くの事を学んで活動して行きたいと考えております。引き続き、ご指導の程宜しくお願

いいたします。
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皆様こんにちは。

2022-2023年度、久木ガバナー「ともに紡ごう！ロータリーの未来へ」がスタートしました。こ

の度、８年半在籍していました、北海道2500ロータリーEクラブから、旭川北ロータリークラブに

転籍することになり、このような投稿の機会を頂き大変光栄に思っております。誠に僭越ではござ

いますがお話をさせて頂きます。

Eクラブは、2010年6月30日より正式に国際ロータ

リーの加盟クラブとなりました。例会をオンラインで開

くことを除けば基本的にほかのクラブと変わりません。

北海道2500ロータリーEクラブは、旭川北ロータリーク

ラブを親クラブとして2014年1月25日に創立しました。

現在、日本にはEクラブが13クラブあります。私は

チャーターメンバーとして創立から８年半活動を続けて

まいりました。創立からこれまでのEクラブの活動をご

紹介したいと思います。

青少年奉仕委員会では、2016-2017年度より、中学

生や高校生を対象に「ケータイ・スマホ安全教室」を

実施しています。継続事業として引き継がれていま

す。　 　　　　　　　　　　　 

社会奉仕委員会では、「西武旭川店」が2016年９月

に閉店、それに伴い「イオンモール旭川駅前」に献血

センターが移転しましたが、市民に場所が周知されず

血液不足が慢性化しているとのお話をお聞きしまし

て、呼びかけを実施することにしました。平和通買物

公園でロータリークラブのポケットテッシュを配りな

がら呼びかけを行います。その後はメンバーで献血を

しています。献血ルームの方からの要望もあり毎年の

継続事業となっております。

 

他にも、社会奉仕委員会では、2017-2018年度に旭川市内にある東光スポーツ公園に桜の木が植

えられていないということで、当時会員の人数分のエゾヤマザクラの苗木を22本植樹しました。毎

年、木を確認して枯れた木の補植や清掃などを行っています。 

国際奉仕委員会では、2018-2019年度には補助金を

活用させて頂き、タイのロータリークラブと共同でカ

ンチャナブリ―の病院へ医療器具の寄贈、翌日にはE

クラブとして現地の小学生に文房具のプレゼントを一

人一人に手渡しをしました。

 

2019-2020年度の後半は、新型コロナウィルスが流

行し始めた時期で思うような奉仕活動ができませんで

したが、医療機関のマスク不足が地域の課題として出

てきていましたので、メンバーが住む地域の基幹病院

（市立旭川病院、市立美唄病院、北見赤十字病院、市

立釧路総合病院）へマスクの寄贈を行いました。

 

これまでの活動の一部をご紹介させて頂きました。

Eクラブは、普段メールで情報共有をしています。夜間例会やフォーラム、地区大会などの出欠は

「伝助」というものを活用して集計を取っています。コロナ禍での理事会は事前に上程議案をメー

ルで配信し、賛否をLINEの投票システムを活用しました。コロナ禍でもスピードの速さと柔軟性は

Eクラブの強みだと考えています。メークアップに毎週全国各地から訪れるロータリアンが、コロナ

禍の中で例会が開けるのはEクラブの強みですねとコメントが多かったのが印象的です。しかし、コ

ロナ禍が3年も続くとハイブリット形式で例会を開催するクラブが増え、Eクラブとしての強みが薄

れてきたのも感じました。

さて、今回の転籍のきっかけですが、弊社には私を含めて３名がロータリアンがいます。弊社の

竹内会長が私に話をしてくださいました。毎週の例会で仲間と会う事の大切さ、ロータリーソング

を仲間と歌う大切さ、今よりも更にロータリーの知識を深めるには、本人の為にもリアルクラブで

活動をした方がいいのではないかと提案を頂きました。私自身もEクラブで学べる事、リアルクラブ

でしか学べない事もあるように感じ、今回転籍を決意しました。Ｅクラブのメンバーは快く送り出

していただきました。更に、7月6日に行われた旭川北ロータリークラブ入会式では、メンバーの皆

様に温かく迎えて頂き嬉しく思いました。転籍という形で入会をしましたが、ゼロからのスタート

と考え、多くの事を学んで活動して行きたいと考えております。引き続き、ご指導の程宜しくお願

いいたします。

クラブを転籍して

旭川北ロータリークラブ　 湯　浅　秀　昭
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米山奨学生レポート

パウデル・ラクチャネパールカレー紹介とゴルフの最初の経験
（稚内南RC）

皆と一緒にカレーの準備をした写真

皆と一緒にカレーイベントの写真 留学生

ゴルフ行った時の写真
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えられていないということで、当時会員の人数分のエゾヤマザクラの苗木を22本植樹しました。毎

年、木を確認して枯れた木の補植や清掃などを行っています。 

国際奉仕委員会では、2018-2019年度には補助金を

活用させて頂き、タイのロータリークラブと共同でカ

ンチャナブリ―の病院へ医療器具の寄贈、翌日にはE

クラブとして現地の小学生に文房具のプレゼントを一

人一人に手渡しをしました。

 

2019-2020年度の後半は、新型コロナウィルスが流

行し始めた時期で思うような奉仕活動ができませんで

したが、医療機関のマスク不足が地域の課題として出

てきていましたので、メンバーが住む地域の基幹病院

（市立旭川病院、市立美唄病院、北見赤十字病院、市

立釧路総合病院）へマスクの寄贈を行いました。

 

これまでの活動の一部をご紹介させて頂きました。

Eクラブは、普段メールで情報共有をしています。夜間例会やフォーラム、地区大会などの出欠は

「伝助」というものを活用して集計を取っています。コロナ禍での理事会は事前に上程議案をメー

ルで配信し、賛否をLINEの投票システムを活用しました。コロナ禍でもスピードの速さと柔軟性は

Eクラブの強みだと考えています。メークアップに毎週全国各地から訪れるロータリアンが、コロナ

禍の中で例会が開けるのはEクラブの強みですねとコメントが多かったのが印象的です。しかし、コ

ロナ禍が3年も続くとハイブリット形式で例会を開催するクラブが増え、Eクラブとしての強みが薄

れてきたのも感じました。

さて、今回の転籍のきっかけですが、弊社には私を含めて３名がロータリアンがいます。弊社の

竹内会長が私に話をしてくださいました。毎週の例会で仲間と会う事の大切さ、ロータリーソング

を仲間と歌う大切さ、今よりも更にロータリーの知識を深めるには、本人の為にもリアルクラブで

活動をした方がいいのではないかと提案を頂きました。私自身もEクラブで学べる事、リアルクラブ

でしか学べない事もあるように感じ、今回転籍を決意しました。Ｅクラブのメンバーは快く送り出

していただきました。更に、7月6日に行われた旭川北ロータリークラブ入会式では、メンバーの皆

様に温かく迎えて頂き嬉しく思いました。転籍という形で入会をしましたが、ゼロからのスタート

と考え、多くの事を学んで活動して行きたいと考えております。引き続き、ご指導の程宜しくお願

いいたします。

　まず初めに、日本で勉強する素晴らしい機

会を与えてくださった米山記念奨学会に心よ

り感謝申し上げます。

　私は国立原虫病研究センター（NRCPD）で

研究を行いつつ、充実した日々を楽しんでお
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究をしていますが、これは牛乳と肉の両方の

生産量を減少させることで畜産業において莫

大な経済的損失をもたらすことが知られてお

ります。さらに、この病原体のいくつかの種では人間に感染し、様々な病気を引き起こす可能性が

あります。

NRCPDでは、日々多くの明敏かつ有益なご提案をしてくださる河津信一郎教授の素晴らしいご指

導の下で勉学及び研究に勤しんでいます。また、彼は私の健康と帯広での生活について真剣に考え

てくださり、あたかも日本にもう一つの家族を持っているように接していただいております。彼の

寛大さと優しさに深く感謝します。

そして私のカウンセラーとその妻である工藤大輔さんと美佐さんに「心から感謝しています」と

言いたいです。彼らはおもてなしの精神を持った人であり、度々私を支えていただきました。彼ら

はとても親切かつ勤勉であり、その上さらに責任感や誠実さ、甘さ、優しさなど、たくさんの素敵
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くさんの素敵でフレンドリーな日本人と出会うことができて本当に幸運だと思っています。

米山奨学生レポート

ナダ・アラヤスクル  
（帯広RC）
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皆様こんにちは。

2022-2023年度、久木ガバナー「ともに紡ごう！ロータリーの未来へ」がスタートしました。こ

の度、８年半在籍していました、北海道2500ロータリーEクラブから、旭川北ロータリークラブに

転籍することになり、このような投稿の機会を頂き大変光栄に思っております。誠に僭越ではござ

いますがお話をさせて頂きます。

Eクラブは、2010年6月30日より正式に国際ロータ

リーの加盟クラブとなりました。例会をオンラインで開

くことを除けば基本的にほかのクラブと変わりません。

北海道2500ロータリーEクラブは、旭川北ロータリーク

ラブを親クラブとして2014年1月25日に創立しました。

現在、日本にはEクラブが13クラブあります。私は

チャーターメンバーとして創立から８年半活動を続けて

まいりました。創立からこれまでのEクラブの活動をご

紹介したいと思います。

青少年奉仕委員会では、2016-2017年度より、中学

生や高校生を対象に「ケータイ・スマホ安全教室」を

実施しています。継続事業として引き継がれていま

す。　 　　　　　　　　　　　 

社会奉仕委員会では、「西武旭川店」が2016年９月

に閉店、それに伴い「イオンモール旭川駅前」に献血

センターが移転しましたが、市民に場所が周知されず

血液不足が慢性化しているとのお話をお聞きしまし

て、呼びかけを実施することにしました。平和通買物

公園でロータリークラブのポケットテッシュを配りな

がら呼びかけを行います。その後はメンバーで献血を

しています。献血ルームの方からの要望もあり毎年の

継続事業となっております。

 

他にも、社会奉仕委員会では、2017-2018年度に旭川市内にある東光スポーツ公園に桜の木が植

えられていないということで、当時会員の人数分のエゾヤマザクラの苗木を22本植樹しました。毎

年、木を確認して枯れた木の補植や清掃などを行っています。 

国際奉仕委員会では、2018-2019年度には補助金を

活用させて頂き、タイのロータリークラブと共同でカ

ンチャナブリ―の病院へ医療器具の寄贈、翌日にはE

クラブとして現地の小学生に文房具のプレゼントを一

人一人に手渡しをしました。

 

2019-2020年度の後半は、新型コロナウィルスが流

行し始めた時期で思うような奉仕活動ができませんで

したが、医療機関のマスク不足が地域の課題として出

てきていましたので、メンバーが住む地域の基幹病院

（市立旭川病院、市立美唄病院、北見赤十字病院、市

立釧路総合病院）へマスクの寄贈を行いました。

 

これまでの活動の一部をご紹介させて頂きました。

Eクラブは、普段メールで情報共有をしています。夜間例会やフォーラム、地区大会などの出欠は

「伝助」というものを活用して集計を取っています。コロナ禍での理事会は事前に上程議案をメー

ルで配信し、賛否をLINEの投票システムを活用しました。コロナ禍でもスピードの速さと柔軟性は

Eクラブの強みだと考えています。メークアップに毎週全国各地から訪れるロータリアンが、コロナ

禍の中で例会が開けるのはEクラブの強みですねとコメントが多かったのが印象的です。しかし、コ

ロナ禍が3年も続くとハイブリット形式で例会を開催するクラブが増え、Eクラブとしての強みが薄

れてきたのも感じました。

さて、今回の転籍のきっかけですが、弊社には私を含めて３名がロータリアンがいます。弊社の

竹内会長が私に話をしてくださいました。毎週の例会で仲間と会う事の大切さ、ロータリーソング

を仲間と歌う大切さ、今よりも更にロータリーの知識を深めるには、本人の為にもリアルクラブで

活動をした方がいいのではないかと提案を頂きました。私自身もEクラブで学べる事、リアルクラブ

でしか学べない事もあるように感じ、今回転籍を決意しました。Ｅクラブのメンバーは快く送り出

していただきました。更に、7月6日に行われた旭川北ロータリークラブ入会式では、メンバーの皆

様に温かく迎えて頂き嬉しく思いました。転籍という形で入会をしましたが、ゼロからのスタート

と考え、多くの事を学んで活動して行きたいと考えております。引き続き、ご指導の程宜しくお願

いいたします。
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いいたします。
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ラブを親クラブとして2014年1月25日に創立しました。

現在、日本にはEクラブが13クラブあります。私は

チャーターメンバーとして創立から８年半活動を続けて

まいりました。創立からこれまでのEクラブの活動をご

紹介したいと思います。

青少年奉仕委員会では、2016-2017年度より、中学

生や高校生を対象に「ケータイ・スマホ安全教室」を

実施しています。継続事業として引き継がれていま

す。　 　　　　　　　　　　　 

社会奉仕委員会では、「西武旭川店」が2016年９月

に閉店、それに伴い「イオンモール旭川駅前」に献血

センターが移転しましたが、市民に場所が周知されず

血液不足が慢性化しているとのお話をお聞きしまし

て、呼びかけを実施することにしました。平和通買物

公園でロータリークラブのポケットテッシュを配りな

がら呼びかけを行います。その後はメンバーで献血を

しています。献血ルームの方からの要望もあり毎年の

継続事業となっております。

 

他にも、社会奉仕委員会では、2017-2018年度に旭川市内にある東光スポーツ公園に桜の木が植

えられていないということで、当時会員の人数分のエゾヤマザクラの苗木を22本植樹しました。毎

年、木を確認して枯れた木の補植や清掃などを行っています。 

国際奉仕委員会では、2018-2019年度には補助金を

活用させて頂き、タイのロータリークラブと共同でカ

ンチャナブリ―の病院へ医療器具の寄贈、翌日にはE

クラブとして現地の小学生に文房具のプレゼントを一

人一人に手渡しをしました。

 

2019-2020年度の後半は、新型コロナウィルスが流

行し始めた時期で思うような奉仕活動ができませんで

したが、医療機関のマスク不足が地域の課題として出

てきていましたので、メンバーが住む地域の基幹病院

（市立旭川病院、市立美唄病院、北見赤十字病院、市

立釧路総合病院）へマスクの寄贈を行いました。

 

これまでの活動の一部をご紹介させて頂きました。

Eクラブは、普段メールで情報共有をしています。夜間例会やフォーラム、地区大会などの出欠は

「伝助」というものを活用して集計を取っています。コロナ禍での理事会は事前に上程議案をメー

ルで配信し、賛否をLINEの投票システムを活用しました。コロナ禍でもスピードの速さと柔軟性は

Eクラブの強みだと考えています。メークアップに毎週全国各地から訪れるロータリアンが、コロナ

禍の中で例会が開けるのはEクラブの強みですねとコメントが多かったのが印象的です。しかし、コ

ロナ禍が3年も続くとハイブリット形式で例会を開催するクラブが増え、Eクラブとしての強みが薄

れてきたのも感じました。

さて、今回の転籍のきっかけですが、弊社には私を含めて３名がロータリアンがいます。弊社の

竹内会長が私に話をしてくださいました。毎週の例会で仲間と会う事の大切さ、ロータリーソング

を仲間と歌う大切さ、今よりも更にロータリーの知識を深めるには、本人の為にもリアルクラブで

活動をした方がいいのではないかと提案を頂きました。私自身もEクラブで学べる事、リアルクラブ

でしか学べない事もあるように感じ、今回転籍を決意しました。Ｅクラブのメンバーは快く送り出

していただきました。更に、7月6日に行われた旭川北ロータリークラブ入会式では、メンバーの皆

様に温かく迎えて頂き嬉しく思いました。転籍という形で入会をしましたが、ゼロからのスタート

と考え、多くの事を学んで活動して行きたいと考えております。引き続き、ご指導の程宜しくお願

いいたします。
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皆様こんにちは。

2022-2023年度、久木ガバナー「ともに紡ごう！ロータリーの未来へ」がスタートしました。こ

の度、８年半在籍していました、北海道2500ロータリーEクラブから、旭川北ロータリークラブに

転籍することになり、このような投稿の機会を頂き大変光栄に思っております。誠に僭越ではござ

いますがお話をさせて頂きます。

Eクラブは、2010年6月30日より正式に国際ロータ

リーの加盟クラブとなりました。例会をオンラインで開

くことを除けば基本的にほかのクラブと変わりません。

北海道2500ロータリーEクラブは、旭川北ロータリーク

ラブを親クラブとして2014年1月25日に創立しました。

現在、日本にはEクラブが13クラブあります。私は

チャーターメンバーとして創立から８年半活動を続けて

まいりました。創立からこれまでのEクラブの活動をご

紹介したいと思います。

青少年奉仕委員会では、2016-2017年度より、中学

生や高校生を対象に「ケータイ・スマホ安全教室」を

実施しています。継続事業として引き継がれていま

す。　 　　　　　　　　　　　 

社会奉仕委員会では、「西武旭川店」が2016年９月

に閉店、それに伴い「イオンモール旭川駅前」に献血

センターが移転しましたが、市民に場所が周知されず

血液不足が慢性化しているとのお話をお聞きしまし

て、呼びかけを実施することにしました。平和通買物

公園でロータリークラブのポケットテッシュを配りな

がら呼びかけを行います。その後はメンバーで献血を

しています。献血ルームの方からの要望もあり毎年の

継続事業となっております。

 

他にも、社会奉仕委員会では、2017-2018年度に旭川市内にある東光スポーツ公園に桜の木が植

えられていないということで、当時会員の人数分のエゾヤマザクラの苗木を22本植樹しました。毎

年、木を確認して枯れた木の補植や清掃などを行っています。 

国際奉仕委員会では、2018-2019年度には補助金を

活用させて頂き、タイのロータリークラブと共同でカ

ンチャナブリ―の病院へ医療器具の寄贈、翌日にはE

クラブとして現地の小学生に文房具のプレゼントを一

人一人に手渡しをしました。

 

2019-2020年度の後半は、新型コロナウィルスが流

行し始めた時期で思うような奉仕活動ができませんで

したが、医療機関のマスク不足が地域の課題として出

てきていましたので、メンバーが住む地域の基幹病院

（市立旭川病院、市立美唄病院、北見赤十字病院、市

立釧路総合病院）へマスクの寄贈を行いました。

 

これまでの活動の一部をご紹介させて頂きました。

Eクラブは、普段メールで情報共有をしています。夜間例会やフォーラム、地区大会などの出欠は

「伝助」というものを活用して集計を取っています。コロナ禍での理事会は事前に上程議案をメー

ルで配信し、賛否をLINEの投票システムを活用しました。コロナ禍でもスピードの速さと柔軟性は

Eクラブの強みだと考えています。メークアップに毎週全国各地から訪れるロータリアンが、コロナ

禍の中で例会が開けるのはEクラブの強みですねとコメントが多かったのが印象的です。しかし、コ

ロナ禍が3年も続くとハイブリット形式で例会を開催するクラブが増え、Eクラブとしての強みが薄

れてきたのも感じました。

さて、今回の転籍のきっかけですが、弊社には私を含めて３名がロータリアンがいます。弊社の

竹内会長が私に話をしてくださいました。毎週の例会で仲間と会う事の大切さ、ロータリーソング

を仲間と歌う大切さ、今よりも更にロータリーの知識を深めるには、本人の為にもリアルクラブで

活動をした方がいいのではないかと提案を頂きました。私自身もEクラブで学べる事、リアルクラブ

でしか学べない事もあるように感じ、今回転籍を決意しました。Ｅクラブのメンバーは快く送り出

していただきました。更に、7月6日に行われた旭川北ロータリークラブ入会式では、メンバーの皆

様に温かく迎えて頂き嬉しく思いました。転籍という形で入会をしましたが、ゼロからのスタート

と考え、多くの事を学んで活動して行きたいと考えております。引き続き、ご指導の程宜しくお願

いいたします。

7月、新たなロータリー年度が始まりました。
“IMAGIN  ROTARY ”　皆さんはどんなロータリー活動を描きますか？
The Rotary International set the highest priority goal to eradicate Polio in the world.

(国際ロータリーはポリオ根絶を最優先の目標にしています。)
今年度も第一地域（14地区）推進委員の皆様とロータリーカード普及推進に取り組みます。

第1回「ロータリーカード」とは
ロータリーのクレジットカード・プログラム　（マイロータリー・会員コーナーより）
カード利用金額に応じて、ポリオ根絶の活動資金を支援できます。
（利用者本人に追加の負担は一切かかりません）。
2000年にこのプログラムが開始されて以来、既に860万米ドルが財団に寄付され、そのうち360

万ドルがポリオ根絶活動に役立てられました。国際ロータリーはポリオ根絶を最優先の目標にして
います。

日本のロータリー・クレジットカード
最初に「オリコカード」（MasterCard）が個人カードとし2003年、法人カードは2013年に発

行、DinersCardは2016年にクラブカード、2017年に個人カードを発行しました。
それぞれの利用額に応じて“ポリオ根絶支援資金”が捻出されます。　　　　　　　　（図参照）
　　　　　　　　　 

多くのロータリアンはポリオ根絶の原資となる資金活動への協力（寄付）をロータリーカードを
使用することで出来るのです。其々MasteCard　DinersCard使用方法に差がありますが、カードを
使う事でポリオ根絶に役立つのです。　

ロータリーカード＝“奉仕に直結する”　カード
これからは各地区の実績や使用状況等の報告、情報の共有化等を図って行きたいと思います。

ロータリーカード推奨ビデオ： https://www.youtube.com/watch?v=3oxmxUac7cM
　　　　　ロータリーカード　第一地域　コーディネーター鈴木　賢（仙台北RC・PG）　
　　　　　アシスタント　　　菊地茂樹（2520地区ポリオプラス委員長　仙台北RC）

コーディネーター

NEWSRegion 1 & 2 & 3

2022年7月号 No. 1
発行：Region 1 & 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーディネーター

第一地域　ロータリーカード推進委員各位
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ロータリーを進めていくには戦略計画が重要です。全世界で200を超える国・地域に展開するロー

タリーは異なる価値観を持つ多様な人々によって構成されています。このようなロータリーの今後

の進むべき道筋を示すのがロータリーの戦略計画（行動計画）です。現在のロータリーの戦略計画

は「行動計画」として４つの優先事項（①より大きなインパクトをもたらす、②参加者の基盤を広

げる、③参加者の積極なかかわりを促す、④適応力を高める）が示されています。

2022年6月26日、第2730地区（鹿児島・宮崎）において、井福直前ガバナーの強いリーダーシッ

プの下、クラブ活性化セミナーが開催されました。地区内から150人を超えるガバナー補佐や各クラ

ブのリーダーが集まり、実際にクラブの戦略計画を作る「戦略計画ワークショップ」が行われまし

た。今回のワークショップは、RIの「戦略計画立案ガイド」に沿って進められました。具体的な手

順は次のとおりです。まずは「クラブの健康チェック」でクラブの現状（クラブの強みと弱み）を

把握します。次いで「元気なクラブづくりのために／クラブリーダーシッププラン」や「会員の満

足度アンケート」で会員のクラブに対する満足度や不満に感じていることを把握し、その結果をも

とにクラブの「戦略的課題」は何かを確認します。そしてそのような課題を解決する具体的方法

（道筋）を考えることによって、クラブの戦略計画が完成します（以上の資料はすべてMy 

ROTARYに戦略計画のリソースとしてアップされていますので、これを予めダウンロードして使用

します）。第2730地区のワークショップでは、クラブリーダーらがそれぞれのクラブの抱える課題

について終始熱心に議論しながら戦略計画の立案に取り組み、素晴らしい成果を挙げました。

終了後、「戦略計画」という名称についての質問がありました。この名称に違和感を覚えるとい

うことであれば、かつて使用していた「長期計画」でもよいし、「未来計画」でもよいと思いま

す。大切なことはクラブの現状を把握し、課題を確認してその解決の方向性を示すことです。そし

て、クラブやそれを取り巻く地域の変化に応じて柔軟に修正することも重要です。

戦略計画を立て、それに沿って行動している地区とクラブは、戦略計画がない地区とクラブより

も柔軟に変化に対応できることが分かっています。また、戦略計画を立案すれば、現状分析を行

い、課題を克服して目標達成に向けて長期的に取り組むことが可能となります。さらに、リーダー

が年度ごとに交代しても、一貫性をもって地区とクラブを発展させることができます。

あなたのクラブは戦略計画（行動計画）を作っていますか。

滝　澤　功　治
（神戸須磨RC）

第3地域　ロータリーコーディネーター

戦略計画立案の
ワークショップをやってみましょう

コーディネーター

NEWSRegion 1 & 2 & 3

2022年8月号 No. 1
発行：Region 1 & 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーディネーター



Vol. 2　ガバナー月信８月号

Rotary International District 2500 

18

RIは戦略計画の中に「参加者の基盤を広げる」がありますが、まずはロータリーの認知度を高め

なくてはならないと思いますがウルトラCはない。先ず一人ひとりのロータリアンがロータリーの会

合に行くときだけではなく、いつもロータリーバッジを身に着ける、奉仕活動、イベント等でロー

タリーグッズ（ポロシャツ等）を身に着ける、車にポリオのステッカーを貼る、ちなみに私の車に

はポリオステッカーを貼っていますが、なかなか格好いいですよ、そしてもっと大切なのは、ロー

タリアン一人ひとりが情報を発信すること、私たちはロータリーについて説明するために、いろい

ろな情報を入手し、適切に説明できなければなりません、そして私たちがロータリーで経験した感

動的な体験について話すことも大切です。普段からコツコツとロータリアンとクラブが、地道に奉

仕活動を続け、認知してもらい、好意をもってもらい、そして今後に期待してもらう、この繰り返

しがロータリーブランドの向上に繋がるものと確信しております。

第3地域では、ロータリーコーディネーター（RC）、ロータリー財団地域コーディネーター

（RRFC）、ロータリー公共イメージコーディネーター（RPIC）とそれぞれ3名の地域コーディネー

ター補佐で編成されていますので、是非ご活用いただければ幸いです。ロータリーは、世界中の地

域社会でロータリーに対する認識を高めるために、歯車とRotaryの文字を並べて表示した新しい公

式ロゴを作成しました。もっと多くの人にロータリーの活動を知ってもらうために、どんどんご利

用ください、但しサイズとか色は事細かく決まっていますのでMy ROTARY内のブランドリソース

センターを参照してください。私が入会したころは（１９８９年）「陰徳の美学」を教えられ、最

初はどうしてPRしないのか疑問に思っていたのですが、徐々に陰徳の美学に傾倒していった。そも

そも広報ということをあまり考えてこなかった気がしますが、あらゆる情報が溢れている今の時代

こそ広報が必要ではないでしょうか。是非ロータリアン一人ひとりが強力な広報パーソンであると

いう自覚をもってもらい、各クラブで広報マインドを高めて奉仕活動の広報にチャレンジしましょ

う。

丸　尾　研　一
（神戸西神RC）

第3地域
ロータリー公共イメージコーディネーター

ロータリーの公共イメージの
重要性について

コーディネーター

NEWSRegion 1 & 2 & 3

2022年8月号 No. 2
発行：Region 1 & 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーディネーター
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●信用金庫
●1967年12月17日生
●6月16日入会

よし  だ　　　  かず ひろ

吉田　容広

歴史と伝統ある釧路ロータリークラブに入会させていただき
ました。よろしくお願いします。

第7分区　釧路ロータリークラブ

●管・設備
●1961年2月14日生
●7月5日入会

 こ ばやし　　　　 とおる

小林　　亨

2018年度以来の再入会となりますが、よろしくお願い致し
ます。

第7分区　釧路東ロータリークラブ

●貨物運送
●1967年8月10日生
●7月7日入会

よね かわ　　　ひろ ゆき

米川　博之

西ロータリーのために頑張っていきます。趣味はゴルフ・カ
ラオケです。よろしくお願いします。

第5分区　北見西ロータリークラブ

●法人役員
●1956年9月12日生
●7月1日入会

さわ もと　　　まさ ひろ

澤本　正弘

よろしくお願いします。

第5分区　清里ロータリークラブ

●米穀卸
●1972年5月24日生
●7月7日入会

いち むら　　　まさ ひろ

市村　政弘

沢山の皆様方と様々な交流ができること、うれしく思いま
す。

第5分区　北見西ロータリークラブ

●新聞販売
●1974年1月22日生
●7月1日入会

 め　ぐろ　　　きみ のぶ

目黒　公宣

趣味はDIYとバイクでツーリングです。

第5分区　北見西ロータリークラブ

●建設業
●1975年12月11日生
●7月7日入会

  さ  とう　　　けん  た

佐藤　健太

世界平和を願う４６歳男子でございます。よろしくお願い致
します。

第3分区　旭川モーニングロータリークラブ

●ビルメンテナンス業
●1978年5月16日生
●7月7日入会

とみ やま　　　さと  こ

冨山　聡子

皆様と一緒に活動させて頂くことを楽しみにしています。
よろしくお願い致します。

第3分区　旭川モーニングロータリークラブ

●窯業・土石製品製造業
●1962年3月22日生
●7月5日入会

かね  だ　　　  よし のり

金田　吉則

この度取締役釧路支店長を拝命致しました。よろしくお願い
致します。

第7分区　釧路東ロータリークラブ

新 入 会 員 の 紹 介国際ロータリー第2500地区

●水銀精製
●1960年6月18日生
●7月5日入会

つき  じ　はら やす  し

築地原康志

前任者から引き継ぎました。よろしくお願いします。

第5分区　留辺蘂ロータリークラブ
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もう  り　　　  きよ のり

毛利　清徳
●保険
●1970年4月22日生
●7月12日入会

  さ  とう　　　　　ひろし

佐藤　　博

この度は、根室ロータリークラブに入会させていただき誠に有難うございます。
これから色々とご指導いただきたく思います。家族は東京に残して、長く単身
生活をしております。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

第8分区　根室ロータリークラブ
物故会員

第3分区
北海道2500ロータリーＥクラブ

1973年6月7日　美唄ロータリークラブ入会
2016年7月1日　北海道2500ロータリーEクラブ移籍
ロータリー所属年数：49年
1988-1989年度 美唄ロータリークラブ会長
2007-2008年度 美唄ロータリークラブ幹事

2022年7月19日逝去（享年92歳）

ポールハリスフェロー：1985-1986年度 PHF
　　　　　　　　　　　1993-1994年度 PHF+1

■第１分区
稚内ロータリークラブ　幹事の変更
幹事：曽根　英樹　（そね　ひでき）
勤務先：㈱カナモト　稚内営業所　所長
〒098-4582
稚内市大字声問村字サラキトマナイ1389番地6
℡：0162-32-1181　fax：0162-32-1515

■第４分区
興部ロータリークラブ　クラブ事務所・例会場の変更
事務所：〒098-1699
紋別郡興部町字興部1322-30興部郵便局気付
℡：0158-82-2325　fax：0158-82-2711　
例会場：興部町地域産業振興センター
〒098-1607　紋別郡興部町字興部716番地5
℡：0185-82-2217

■第８分区
中標津ロータリークラブ　クラブ事務所の変更
事務所：〒086-1151
標津郡中標津町川西3丁目8-2
℡：090-7517-3918　fax：0153-73-4033

■第２分区IM　日程の変更
2023年５月21日（土）を2023年５月22日（日）に変更

■第７分区IM　日程の変更
2023年２月25日（土）を変更、開催日未定

事務局からのお知らせ

http://rid2500.jp/2022-2023/ 

スマートフォンからも 
アクセスが可能になりました！

 
 

 各種資料をダウンロードできます！ 

※ホームページからは
 入れませんので、ご注意ください。 

 

 Facebookも見られます！ 

 

ロータリアンに「いいね」を
リクエストしてね!

 

 YouTubeチャンネルをご登録ください！   

ホームページに掲載している以外の
動画が見られます!

 

 

 

 更新の通知は、ライン登録でお知らせ！ 

LINEを使用されていて、ホストクラブの
旭川西 RCメンバーとお友達になっている方は、
招待が可能です。声をかけてね!  

７月11日から公式訪問がスタートします。
各クラブとの交流の様子をFacebookにて随時配信。
どうぞお楽しみに！ 

RI 2500地区
ホームページがリニューアル 

＊QRコードからアクセスしてください。
〔新しい機能〕 



2022-23年度 国際ロータリー第2500地区

地区大会
2022年10月８日（土）・９日（日）

旭川市民文化会館・アートホテル旭川・旭川トーヨーホテル

・記念ゴルフ大会／大雪山カントリークラブ

・RI会長代理・会長・幹事懇談会／アートホテル旭川

・RI会長代理歓迎晩餐会／アートホテル旭川

・姉妹地区歓迎会／アートホテル旭川

・本会議（午前の部）／旭川市民文化会館
・本会議（午後の部）／旭川市民文化会館
・記念講演／旭川市民文化会館
・記念大懇親会（２会場）
　／アートホテル旭川・旭川トーヨーホテル

ホストクラブ：旭川西ロータリークラブ

大会１日目 10月８日（土） 大会2日目 10月9日（日）

信州大学特任教授、法学博士
ニューヨーク州弁護士

山口　真由 氏

記 念 講 演



2022～2023年度
国際ロータリー第2500地区
Rotary International  District 2500 

〒070-0043
旭川市常盤通1丁目　道北経済センタービル6F
TEL: 050-5444-5129    FAX: 050-5444-5130
E-mail: info@rid2500.com

ガバナー事務局

〒070-0043
1Chome Tokiwadori Asahikawa Japan
Dohoku Keizai Center Building 6F
PHONE: +81-50-5444-5129  FAX: +81-50-5444-5130
E-mail: info@rid2500.com

Governor Office

http://rid2500. jp/2022-2023/
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