
OVERNOR’S 
MONTHLY LETTER 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2640 

国際ロータリー第2640地区 

国際ロータリー第2640地区 ガバナー事務所 

〒640-8331 和歌山市美園町3-34 けやきONE 301号室 

        TEL（073）426-2640 FAX（073）426-2660 

URL http://rid2640g.com/nakano/ 

地区テーマ 「参加してロータリー活動を楽しもう」 

「世界を変える行動人」 

国際ロータリー第2640地区 ガバナー  中 野  均 

１2月は「疾病予防と治療月間 



 

 

目   次 
ＲＩ会長 12月のメッセージ   ･･････････････････････････････････････････ 1 

ガバナー 12月のメッセージ   ･･････････････････････････････････････ 2 

12月は「疾病予防と治療」月間  ･･･････････････････････････････････････ 3 

ガバナー公式訪問 ････････････････････････････････････････････････ 4 

ポリオ根絶のための自転車レース  ･･･････････････････････････････････ 5 

第48回ロータリー研究会   ････････････････････････････････････････ 6 

ロータリー財団地域セミナー/メジャードナー午餐会 2019  ････････ 7 

【地区活動報告】 

  インターアクトクラブ 海外研修オリエンテーション   ･･････････････････････ 8 

 【分区活動報告】 

   第２分区 ＩＭ（INTERCITY MEETING）を開催   ･････････････････････････････････ 9 

【クラブ活動報告】 

  JR和歌山駅前花壇 花の植え替え 和歌山市内９ＲＣ奉仕事業  ････････････ 10 

 「世界民族祭 in 紀美野2019」にマレーシア料理で出店 海南東RC ･･････････ 11 

 和歌山北ロータリークラブ杯争奪西支部お別れ野球大会 和歌山北RC   ･････ 12 

  第19回 富田林ロータリークラブ旗争奪 少年軟式野球大会 富田林RC  ･･････ 13 

 和歌山電鐵貴志川線、伊太祁曽駅有形文化財説明案内板設置事業 和歌山東南RC ･･ 14  

ハイライトよねやま No.236   ････････････････････････････････････････ 15～16 

コーディネーターＮＥＷＳ 2019年12月号   ･･････････････････････････････ 17 

新会員の紹介 / 訃報   ････････････････････････････････････････････ 18 

会員数報告(2019年10月)   ･････････････････････････････････････････ 19 

My ROTARY登録状況(2019年11月)   ･･･････････････････････････････ 20 

12月の行事予定  ･････････････････････････････････････････････････ 21 

 



ＲＩ会長 12月のメッセージ     ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 



ガバナー 12月のメッセージ         ガバナー 中 野  均 

疾病予防と治療月間によせて 

 １２月は、疾病予防と治療月間です。ロータリー会員は、マラリア、エイズ/ＨＩＶ、アルツハイ

マー型認知症、多発性硬化症、糖尿病など、さまざまな疾病の予防と治療に携わっていま

す。また、貧困地域の人たちを対象とした聴覚、眼科、歯科検診も実施しています。 

 疾病との戦いでは、患者への直接的なサポートだけでなく、地域社会全体のキャパシ

ティを高めることも重要となります。 

例えば 

・地元の保健従事者を対象とした医療ワークショップの開催 

・地元の医療・保健インフラを向上するプロジェクトの実施 

・主な疾病の拡散を防ぐための地域住民の啓発・動員 

・疾病・怪我を原因とする身体障害を防止するプログラムの支援 

・疾病予防・治療分野でのキャリア構築をめざす学生への各種サポート 

 などがあります。 

 ロータリーには、「疾病との戦い」分野で活動する１３のロータリアン行動グループがあり

ます。クラブや地区でこの分野のプロジェクトを実施する際は、これらのグループと協力す

ることも検討します。 

 専門的スキルや知識を社会や世界のために生かしたいとお考えですか。そのようなロー

タリアンとロータリアンの家族、プログラム参加者と学友が集まって行動しているのが、

「ロータリアン行動グループ」です。 

 経済発展、平和、依存症防止、環境、水など、さまざまな分野のグループがあり、奉仕プロ

ジェクトを実施したり、共通の関心をもつ人たちの世界的ネットワークを築いています。 

 皆さまのクラブで関連する奉仕活動の分野のロータリアン行動グループを見つけ、グ

ローバルに活動しませんか。地区としても、久しぶりにポリオ根絶のため、「一斉投与活動」

に参加呼びかけをしたく思います。 



12月は「疾病予防と治療」月間                                 

 誰にとっても「健康であること」は何より大切。でも、基本医療を受けられない人は世界で

4億人と言われています。質の高い医療を受ける権利はすべての人にあると、私たちは信じ

ています。 

 世界で数百万人が病気によって苦しみ、貧困を強いられています。私たちが疾病の予防

と治療に力を注ぐのは、このためです。病気の蔓延や医療不足に悩む地域社会に、仮設クリ

ニックや献血センター、研修施設をつくったり、医師と患者と政府が協力できるインフラを設

計するなど、世界中のロータリー会員は、人びとがより良い医療を利用できるよう支援して

います。 

 マラリア、HIV／エイズ、アルツハイマー、多発性硬化症、糖尿病、ポリオなど、人びとを苦し

める病気の予防・治療や患者の支援に当たっている会員も大勢います。衛生教育のほか、無

料の定期健康診断や眼科・歯科検診も行っています。 

疾病予防と治療月間 (Disease Prevention and Treatment Month) 

 2014年10月RI理事会は、12月を重点分野：「疾病予防と治療月間」とした。地域社会の医療従事者

の能力向上, 伝染病の伝播を食い止め、非伝染病とそれによる合併症を減らすための、疾病予防

プログラム, 地域社会の医療インフラの改善,疾病の蔓延を防止することを目的とした、地域住民

への教育と地域動員, 疾病またはケガによって引き起こされる身体障害の予防, 疾病予防と治療

に関連した仕事に従事することを目指す専門職業人のための奨学金支援を強調する月間です。  



ガバナー公式訪問 

 11月26日 堺東ロータリークラブ 

会長 藤田 隆生 幹事 阪上   健 

 

 

 

 

 
 

日本のロータリー 

百周年を祝う鐘 

 ２０１９-２０２０年度のガバナー公式訪問は、堺東ロータリークラブを 後に 地区内の全

68クラブの訪問を無事、終えることができました。 

 公式訪問に際しましては、各クラブの皆さんが、暖かく迎えて頂き、誠に有難く、厚くお

礼申し上げます。 

 ガバナーアドレスでは、マーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長のテーマ「ロータリーは世界

をつなぐ」について、ご理解賜り、また、地区スローガン「参加してロータリー活動を楽しも

う」とさせて頂き、皆さまで楽しんでロータリー活動をして頂きますよう改めて、宜しくお

願い申し上げます。 

 今後も皆様方のご理解とご支援賜り、地区運営に努めて参る所存です。引き続き、宜し

くお願い申し上げます。 

 クラブ会員皆さまのお身体、ご自愛願い、貴クラブのご繁栄をご祈念申し上げ、お礼と

させて頂きます。有難うございました。 

ガバナー 中野 均 



ポリオ根絶のための自転車レース 

  今年11月、ポリオ根絶活動への支援を高めるために、ジョン・ヒューコRI事務総長と 

6名のスタッフが100マイル（約160km）の自転車レース（El Tour de Tucson）に挑みました。 

なぜ自転車レース？ 

 米国アリゾナで開かれる自転車レース(El Tour de Tucson)に参加することが、なぜ

ポリオ根絶活動につながるのでしょうか。 

 日本ではまだ耳慣れない方法ですが、世界では、過酷なレースに参加する機会を

利用して特定の慈善活動をアピールし、支援者や友人から募金を集めることが頻繁

に行われています。 

 ロータリーもこれまでにこの方法で 5,330万ドル 以上をポリオのために募金して

きました。今回は、この方法でのポリオ活動に対してまだ馴染みが薄い日本での認識

を高めるために、日本人のスタッフが参戦しました。少額のご寄付でも、多くの方にご

協力いただくことで大きなインパクトが生まれます。 

  ポリオ根絶への思いをペダルに乗せて全力で挑みました。ご協力、ご支援をお願

いいたします。 



 

 11月16日～19日、神戸ポートピアホテルで１Ａ、2&3ゾーン

第48回ロータリー研究会と付随行事が開催されました。 

 ロータリー研究会には、ＲＩ会長のマーク・ダニエル・マ

ローニー氏をはじめ、ＴＲＦ管理委員長のゲイリーＣ．Ｋ．ホア

ン 氏、ＲＩ理事の三木 明 氏など、主だったＲＩ要職の方を迎

え、ゾーンの各地区のガバナー、パストガバナー、ガバナー

エレクトなど多くのリーダーが出席しました。 

 このロータリー研究会は毎年開催されており、ロータ

リーリーダーが出席し、国際ロータリーとロータリー財団に

ついての意見交換を行うほか、お互いの交流を深め合いま

す。今回は、各種報告事項のほか、会員増強や規定審議会、ローターアクトによる講演

なども行われ、特にローターアクトを含む会員増強・維持、クラブや会員の柔軟性、など

についてセッションが行われました。第3セッションでは「私たちのロータリー財団」と題

し、「各クラブで多くのイベントが行われたポリオデーをはじめ、ロータリー財団を知り、

活動に参加することで、人のために協力する喜びを味わいましょう」との呼びかけが

されました。 

 当地区からは、中野ガバナー、樫畑直前ガバナー、藤井ガバナー

エレクトのほか、多くのパストガバナーガバナー、関係者が参加しま

した。 

第48回ロータリー研究会（１Ａ2・3ゾーン） 



ロータリー財団寄付推進と補
国際ロータリー・ゾーン1.2.3 

ロータリー財団地域セミナー 

 2019年11月16日(土)、 神戸ポートピアホテルで、RRFC主催の国際ロータリー・ゾーン1.2.3の「ロー

タリー財団地域セミナー」（ロータリー研究会の付随行事）が開催されました。 

 このセミナーは、「共に学ぶ、更なる飛躍を」という理念を掲げ、財団活動に精通した各地区のガ

バナー、ガバナー・エレクト、ガバナー・ノミニー、ガバナーデジグネート、現および次年度の地区

ロータリー財団委員長、小委員長、パストガバナー、その他関係者が集まりました。 

 セミナーでは、ＲＩ理事 三木 明 氏、ロータリ日本財団理事長 千 玄室 氏、ＴＲＦ管理委員長 ゲイ

リーＣ．Ｋ．ホアン 氏、ＭＧＡ 野口 英一 氏がそれぞれ、挨拶。 この後、「ポリオプラスの現状につい

て」「ロータリカード ・ 地域コー ディネター」について、説明がありました。 

 午後からは、「補助金について」「奨学生について」「ＶＴＴについて」「ロータリ国際平和フェにつ

いて」意見交換と質疑応答が行われました。 

 また、2018-19年度 ポリオプラスDDF寄贈地区表彰があり、 ＤＤＦ20% 以上寄贈地区として、当地

区が表彰されました。 

 後に、財団室について、コーディネタの山本 律子 氏から説明があり、ＴＲＦ管理委員の北 清治 

氏が講評を述べ、幕を閉じました。 

メジャードナー午餐会 2019 （ロータリー研究会の付随行事） 

 11月17 日には、恒久基金／大口寄付アドバイザー（E/MGA）の主催で、メジャードナー午餐会が開
催されました。メジャードナーの顕彰やアーチ・クランフ・ソサエティ（AKS）入会式が行われました。 

 メジャードナーレベル1以上であれば全国のロータリアンどなたでも参加できる昼食会で、ゲイリー 
C.K. ホァンロータリー財団管理委員長ご夫妻、マーク・ダニエル・マローニーRI会長ご夫妻を来賓と
してお招きし、全国から187名が参加。当地区からも関係者が参加しました。 



地区活動報告 



分区活動報告 

第２分区 ＩＭ（INTERCITY MEETING）を開催 

  第２分区（有田RC・有田南RC・有田2000RC・御坊RC・御坊東RC・御坊南RC・海南RC・海南東
RC・海南西RC）1は、11月10日（日）に御坊商工会館で、 ＩＭ（INTERCITY MEETING）を開催しま
した。 

 今回のホストクラブは、御坊ロータリークラブ（会長 永楽 務）が担当し、実行委員長 
は、同クラブの塩路 信人 氏が務めました。 

 テーマは、“今でしょう!! ロータリーの理念を学ぼう”「楽しめる ロータリー」で、２分区
の９クラブとゲストを含め、約９０名が参加しました。 

 主なプログラムでは、まず、「ＩＭとは」と成川守彦パストガバナー（有田RC）から説明。続
いて、基調講演 「ロータリーの理念」をテーマに、2018～2019年度2660地区ガバナーを
務めた 山本 博史 氏(大阪南ＲＣ所属、株式会社 小倉屋山本 代表取締役社長)を講
師に迎え、勉強しました。また、その後のグループディスカッションでは、 「楽しめる ロー
タリー」をテーマに各部門別のグループに分かれ、意見交換が行なわれました。 

 全体会議では、各グループからの発表。 後は、中野 均 ガバナーの講評で、幕を閉じ
ました。参加の各ロータリアンは、相互に各クラブと交流し、多くの事を学び、有意義なＩＭ
を経験しました。 

 挨拶する 塩路 実行委員長  中野 均 ガバナー  



クラブ活動報告 

 

和歌山市 ９ロータリークラブ 

 

  11月3日（日）、ＪＲ和歌山駅前花壇の花の植え替え事業を行いました。 

  毎年、この時期に、和歌山市内９ロータリークラブが、「NPO法人花いっぱい推進協議会」と

協同して実施している事業です。 

 当日は、和歌山市内９ＲＣから約20名ご参加いただき、また「NPO法人花いっぱい推進協議

会」の皆様とあわせて、約４０数名で花壇の植え替えを行いました。 

 秋晴れで気持ちのいい天候でもあって、作業は非常にはかどりました。市長にも作業に参

加していただき、植え替え作業は終了しました。 

  和歌山の玄関口として、仕事や観光などで和歌山に来られる方を温かく迎え、また和歌山

に帰ってくる方には、ほっとした気分を味わっていただければと思います。 

和歌山市内９ＲＣ奉仕事業 JR和歌山駅前花壇 花の植え替え  



クラブ活動報告 

「世界民族祭 in 紀美野2019」にマレーシア料理で出店 
収益金は米山記念奨学会へ寄付 

海南東ロータリークラブ 

 

 海南東ロータリークラブ(会長 寺下 卓)は、11月17日(日)、紀美野町文化センターの木のぬくもり

広場で開催の「世界民族祭 in 紀美野2019」に出店。 同クラブでお世話している米山記念奨学生の

ハリス君（本名：ビン アブドゥル ハディ アブドゥル ハリス アシュラ）監修のマレーシア料理を中心に

販売。多くの来場者に味わっていただきました。 

  当日は、お天気に恵まれ、開場の朝10時から、多くの人で賑

わいました。販売したマレーシア料理は、ミーゴレン（独特の

ソースで炒めたエビと野菜たっぷりの焼きそば）、サティー（カ

レー風味のたれに漬け込んだ風味ゆたかな焼き鳥）、ケロポ（ス

イートチリソースで食べるエビせん）のほか、タピオカ、マンゴー

ジュースなどのドリンク類です。 

 開店から、当初の予定を上回る大盛況で、 サティーは、約2

時間で用意した200本が完売。また、ミーゴレンは具材がなくな

り、買い足すなどで、160皿。他のドリンク類も終了まで、ほぼ、売

り切れました。皆さんのご協力、応援に感謝すると共にご来店

のお客様に心から御礼申し上げます。 

 また、会場では、多国の伝統舞踊や音楽ステージで盛り上がり、特別企画では「アフリカの風」とし

て、スペシャルライブが行われました。来場者は約6,000人。世界を「見る」「体験する」「食べる」を満

喫。実行委員会、りら創造芸術高等学校、海南高校大成の学生さんや多くの関係者のみなさん！本

当にお世話になりました。  

 海南東ＲＣでは、本年度、ロータリークラブの認知度、公共イメージの向上を目指して、地域の人た

ちが参加するイベントに参加し、ロータリーの奉仕活動をアピール。8月にも海南駅前で開かれた「ふ

るさと海南まつり」に出店（収益金はポリオ撲滅に寄付）。今回の出店は、これに加え、米山記念奨学

生の支援をテーマに参加。大勢の皆さんのご協力で、収益金を米山記念奨学会へ寄付することがで

きました。本当に有難うございました。       h ps://www.facebook.com/RotaryClub.KainanEast/  



クラブ活動報告 

 

和歌山北ロータリークラブ 

青少年奉仕委員長 田村 宣明 

 

和歌山北ロータリークラブ杯争奪西支部お別れ野球大会 

  今回で第25回を迎えた「和歌山北ロータリークラブ杯争奪西支部お別れ野球大
会」に応援に行ってきました。 

  小さいユニホームで一生懸命、投げて打って走ってを見ていると応援に力が入り
ました。 

  今後も和歌山北ロータリークラブとして継続して応援いたします。参加された選手
の皆様、関係各位の皆様お疲れさまでした。 

  

開 催 日 ： 開会式 11月 4日（祝）和歌山市 雑賀球場 

      閉会式 11月17日（日）和歌山市 雑賀球場 

参加チーム数 ： ９少年野球クラブ １７チーム 



クラブ活動報告 

 

富田林ロータリークラブ  

 

 11月16日土曜日、さわやかな秋晴れのもと富田林バッファローズスタジアムにおい

て、「第19回 富田林ロータリークラブ旗争奪 少年軟式野球大会」の決勝戦と閉会式

が行われました。 

 残暑厳しい8月31日に開幕した本大会は、府下一円はもとより、近隣府県から93チー

ムが参加。毎週末に熱戦をくりひろげ、晩秋の決勝戦に駒を進めたのは市岡アトミック

と美原ライオンズでした。 

 富田林バッファローズスタジアムは、毎年プロ野球の2軍戦が行われる本格的な野

球場ですが、決勝戦ではなんとホームランもとびだして、市岡アトミックが５－０で見

事栄冠に輝きました。 

 2か月半の長きにわたり、大会運営に携わっていただいた富田林少年野球連盟の

方々には、あらためて御礼申し上げます。 

第19回 富田林ロータリークラブ旗争奪 少年軟式野球大会 



クラブ活動報告 

 

和歌山東南ロータリークラブ 

社会奉仕委員長 市川 正夫   

 

  廃線の危機に直面していた南海電鉄貴志川線

が２００６年に両備グループに経営を引き継がれ和

歌山電鐵として再出発したことは既にご承知のこ

とであります。 

  以来、「たま電車」「いちご電車」などユニーク

な電車や水戸岡デザインの「うめ星電車」などの

導入と「たま駅長」たちの頑張りにより、日本のみ

ならず世界的な猫ブームを巻き起こし、今や「全

国区」を超え海外からもたくさんの来訪者が見受

けられます。 

 これらの努力が実り、２０１６年には黒字化に漕ぎ

つけたこともありましたがインバウンド客の減少

や相次ぐ台風の被害などで苦しい経営状況が続

いております。 

 地域住民の皆さんたちの支援と、従業員の皆さ

んの努力により利用客も安定してきております

が、いまだインフラを整備する経営状況には至っ

ておりません。 

 伊太祈曽駅構内には、登録有形文化財に指定さ

れた車両検査場と駅ホームがあります。 

 これら貴重な文化財の存在を、内外からの来訪

客にわかりやすく紹介するために、この軽便鉄道

の沿革の説明文と文化財に指定された建造物の

写真と日本語と英語による説明文を入れていま

す。 

 案内板の架台部分などは、すべてステンレス製

で、子供でも見やすいようにスタンドの高さを抑え

たシンプルなデザインに仕上げました。 

 会員の皆様には、是非、伊太祈曽駅を訪れて頂

いて貴重文化財をご覧いただきたいと思います。 

和歌山電鐵貴志川線、伊太祁曽駅有形文化財説明案内板設置事業  













地区では、登録率 ５０％UP を目標にしています。皆さんのご協力をお願いします。 



ガバナー月信は、地区と地区内クラブの
情報交流を促進し、各クラブの運営、活動に
活かせてもらうため、情報収集に努めてい
ます。皆様の寄稿、ご協力をお願いします。 

具体的には、記念事業や特別例会、クラ
ブ奉仕活動、親睦活動（家族会、親睦旅行、
同好会等）や会員増強等、職業奉仕（講演
会、講習会、視察等）、社会奉仕（清掃活動、
福祉・教育支援事業等）、国際奉仕（友好クラ
ブとの交流、各社会奉仕プロジェクト）、青少
年奉仕（青少年交換、インターアクト、ロー
ターアクト、ライラ等）、そのほか、ロータリー
財団、米山記念奨学会等の活動などの案
内、募集、報告等の寄稿をお願いします。 

また、ご提供いただける情報は、文書面、
資料、写真をＦＡＸ、封書等又はメールでガ
バナー事務所へご送付ください。 

月信では、引き続き、国際ロータリー、地
区、クラブの情報をとりまとめ、掲載情報の
収集等、紙面の充実に努めてまいります。 

ご協力、よろしくお願いします。 

国際ロータリー第2640地区 ガバナー事務所     〒640-8331 和歌山市美園町3-34 けやきONE 301号室          
                                              TEL（073）426-2640 FAX（073）426-2660 
                                              E-Mail:nakano@rid2640g.com 

国際ロータリー第2640地区  

ガバナー事務所 アクセス 

JR和歌山駅西口から徒歩7分 阪和道、和歌山インターから約10分 


