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11月 ２ 日

土屋闊正君（ロータリー歴36年）

会長挨拶
望 月

茂

27日、28日に甲府の富士屋ホテルで2018‑19年度地区大会が開催され、２日間
まるまる出席しました。
１日目は幹事さんの運転で、交換留学生のリリーを乗せ、御殿場駅を10時に出て12時の受け付けに
間に合いました。
ＲＩ会長代理の御挨拶、大会四委員会報告、大会決議案審議、地区内クラブの活動事例紹介、各種
表彰（当クラブからは90歳以上の正会員表彰に齋藤

保会員、30年以上100%出席正会員に菅沼

久

会員が表彰されました）、地区指導者育成セミナー、夜はＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会と続きま
した。
そのまま甲府へ泊まりました。２日目は、今日の卓話で話があると思います。
2019‑20年度、第2620地区の地区大会は浜松ハーモニーロータリークラブが主体と
会長挨拶用
ＱＲコード

なって開催する為、会場も浜松のアクトシティになります。
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11/1の出席報告

10/18のメーキャップ
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午前9時50分までにご連絡下さい。
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欠席者
（３名）

秋田

BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう

次 回
11月15日の
例 会

泉

区

Ｒ

大

★12：30点鐘
★企業訪問
キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所
職業奉仕委員会委員長 勝又重春君
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地区大会の報告

の理念に繋がっていることを講話されました。

次年度ホストクラブ

そして最後にロータリーの第一の仕事は

紹介されました。

「人」を創ることであると結ばれました。

◆13：20

浜松ハーモニーＲＣが

は10月24日の世界ポリオデーに合わせて静岡
新聞と山梨日日新聞にロータリークラブのエン

分科会の第１部は、１階の中庭に

ドポリオに対する活動と地区大会の広告を掲載
したことを紹介していました。

記念講演は、経済評論家の勝間

て、青少年交換学生・学友の活動がパネル展

和代氏が「何が今、多様性とセルフブラン

示され、各国を代表するお菓子の配布があり

来賓祝辞では来年１月に県知事選を控えてい

ディングを可能にしているのか〜ＳＮＳを中

美味しくいただきました。さらに、学生たち

る後藤山梨県知事の挨拶がありましたが、会場

心とした社会変化を考える〜」と題して講演

の歌とダンスが披露され、御殿場クラブの交

で自分の隣の席にいた臼井良太君からの山梨の

されました。

換留学生リリーも生き生きした表情で元気に

県知事選が自民分裂選挙の様相になっていると

セルフブランディングとは、自分自身あるい

踊っておりました。

いう解説のほうが興味深く、挨拶の内容はほと

は自分のビジネスをブランドにすることです。

第２部では、大月を代表する伝統芸能で山梨

んど聞いておりませんでした。

日・28日に甲府富士屋ホテルにて開催されまし

一昔前までは、仕事をするなら、何らかの組

県無形民俗文化財である「笹子追分人形」浄

また金丸甲府商工会議所会頭は甲府ロータ

た。ホストクラブは大月ＲＣと都留ＲＣで、甲

織に属することが一般的でした。個人の力は

瑠璃公演が上演されました。初めて見ました

リークラブの会員で、故金丸信元副総理の長男

府ＲＣがコホストクラブとして運営に加わりま

弱く、組織の力を借りなければ、ビジネスを

が力強く生命力にとんだ公演でした。

と知り、そういえば顔や背格好に面影があるな

した。

展開することが難しい環境でした。また、情

◆11：10
副 会 長

勝又博文

君

今年度の第2620地区の地区大会は、10月27

大懇親会が開催され、最後までた

と感心しました。挨拶の中では、2019年今川

報収集手段が限定的だったこともあり、情報

くさんの会員が出席し賑やかな懇親会となり

義元生誕500年、2020年中部横断道路静岡山

の小さなクラブですが、近隣のクラブと協力し

はマスメディアによって統制されていました。

ました。美味しい料理とお酒をいただいて、

梨間開通、2021年武田信玄生誕500年と、今

てどのような地区大会を行うか大いに興味を

しかし、現在はインフラが整備されて、時間

大いに懇親を深めてまいりました。

後３年間に予定されている事業に合わせて静岡

持っておりました。

や場所を問わず、Twitter・Facebook・

ガバナーの所属クラブの大月ＲＣは20人以下

◆14：30

とともに大いに山梨を盛り上げていきたいと話
しておりました。

御殿場クラブからは15名が出席いたしました。

YouTube・ブログなどの発信媒体を使って

18：30過ぎに、御殿場に帰ってまいりまし

１日目の27日には、望月会長と芹澤幹事が出

仕事をすることが可能です。その結果、趣味

た。その後の反省会は大いに盛り上がり、ロー

席いたしました。先ほど望月会長がお話した通

嗜好が多様化し、マスメディアの影響力が弱

タリアンの友情を深めることができました。

りです。

体化、個人の影響力が増大しているのが今現

会員で皮膚科の開業医。20分の講演時間を少々

在です。

オーバーしながら、前段では国際ロータリー会

バスにて甲府に向かいました。交通渋滞等の影

本来、人間の能力や向き不向きは半分ぐらい

長バリー・ラシン氏の掲げたテーマ『BE THE

響で点鐘前ぎりぎりの到着となり、少々焦りま

生まれつきで決まっています。努力や頑張り

INSPIRATION』に触れ、ＡＮＡのインスピ

した。

より、元々持っている才能や適性を重視し、

２日目の28日は、7：30に御殿場駅に集合し、

多様なことを認め合う社会のほうが活力があ

長島和彦

君

つづいて足立ＲＩ会長代理のアドレスです。
足立ＲＩ会長代理は釧路北ロータリークラブの

レーション

オブ

ジャパンを例えに紹介され

ていました。話の後段は米山梅吉翁がどのよう

る。頑張りより楽しいこと、自分が得意なこ

にして義の人となったのか、キリスト教伝道師

ガバナー挨拶で、星野ガバナーは、

とを伸ばすことが大切です。

本多庸一（ほんだ

バリー・ラシンＲＩ会長のテーマ「BE THE

多様性（diversity）の本質は、さまざまな

ソヂスト教会の教え、さらにそこからキリスト

INSPIRATION」を丁寧に説明され、
「個々の

「違い」を尊重して受け入れ、チームのメン

ロータリアンもその言動や行動を通して、地

バーの多様な知識、経験、視点や能力を最大

域の人々への良いインスピレーションになれ

限活用し、競争力を高めること。違ったもの

御坂峠を通るルートで甲府の富士屋ホテルへ

るよう努めましょう。」と呼びかけました。

の見方ができる人が集まる組織が、健全であ

向かいましたが、会場入りは点鐘10分前に滑り

30年以上100％出席正会員として菅沼

また、「新たに８グループに編成された最初

り、変化に対して対応力があり、強いのです。

込む形となりました。

２名の先輩のお名前がありました。

の地区大会となり、地区内の様々な活動に触

ＳＮＳなどを通して継続的な接触を持ち、社

れ、情報を共有できる機会となり、更なる親

会的な繋がりを中心として人間関係を再設計

睦を深めていただけることを望みます。」と

することで、自分のセルフブランディングが

述べられました。

可能となる時代が来ています。

◆９：30

開会点鐘で本会議が始まりました。

◆ＲＩ会長代理は皮膚科医師で釧路北ＲＣの足

◆次年度役員とホストクラブの紹介

立功一ＰＧが指名され、遠路はるばるこの地

ガバナーエレクト

区大会においでくださいました。足立ＲＩ会

安間みち子氏（浜松ハーモニーＲＣ）

長代理のアドレスでは、宗教改革の時代のカ

ガバナーノミニー

ルヴァニズムの話から、職業が天職callingと

荻原

いわれる由来やピューリタニズムの変遷の歴

ガバナーノミニー・デジグネート

史を話され、私たちのロータリーの職業奉仕

小林聰一郎氏（甲府北ＲＣ）

英生氏（静岡ＲＣ）

10月28日地区大会当日は快晴の天気のもと、
７時半に出発しました。

星野ガバナーの日本ロータリー創立100周年
金の鐘の点鐘により大会が開会。
星野ガバナーの挨拶の中で、第2620地区で

よういつ）との出会いからメ

教の歴史・宗派などを説明しておりました。
その後、会員表彰式があり、御殿場クラブで
は90歳以上の正会員表彰として齋藤

保君、
久君と

そののち各分科会でリリーも参加している奨
学生の発表と山梨の人形浄瑠璃を見学、大懇親
会に出席して参りました。
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会に出席して参りました。
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11/

国立中央青少年交流の家
オープンハウス報告

11月３日（土）、４日（日）、国立中央青少年
交流の家でオープンハウスが開催され、御殿場

活動を行い、23,668円の募金をしていただき
ました。

ロータリークラブでは「未来への手紙」事業を
行いました。
両日ともまずまずの天候で、アートクラフト

交通渋滞のため来たくても来れなかった会員
の方もいらしたかとは思いますが、29名の会
員の参加もありスムーズに無事終わることがで

フェアと同時開催ということもあり、子供から
お年よりまで大勢の方にご来場いただきました。
137通の手紙を書いていただき、コーヒー

きました。また２日間にわたりご協力をいただ
いた親睦活動委員会、公共イメージ向上委員会
の皆様ありがとうございました。
※リリーは、慣れない日本語で来場者に対して一
生懸命に手紙や募金の案内をしておりました。

678杯、カルピス328杯を提供させていただく
ことができました。また公共イメージ向上委員
会と一緒にポリオ撲滅キャンペーンとして募金

司 会
鈴木善明君

ソングリーダー
秋田悦夫君

青少年奉仕委員会

出席報告
渡辺修司君
30年以上１００％出席正会員
菅沼 久君

90歳以上正会員表彰
齋藤 保君

11/1のスマイル
地区大会ありがとうございました。
皆出席
芹澤隆博君

会員誕生日
芹澤隆博君・根上眞一君

国際ロータリー第2620地区

会長・幹事

望月
芹澤

茂
正明

鎌野

篤志

