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みなさんこんにちは。みずみずしい新緑が野山を活気づか
せる季節になりました。コロナの感染者数は高止まりで、まだま
だ収まらないかもしれません。くれぐれもご注意ください。 
ウクライナではロシアが攻撃し、罪の無い市民、女性、子ども
たちが危険な状況に置かれています。攻撃によって、また無
慈悲な振る舞いによって命を落とされた方々に、心より哀悼の
誠をささげます。ロータリーは被害に遭って、難民としてつらい
環境に置かれた方々や援助を必要とする方々を支援します。

既にロータリー財団救援基金でのウクライナへの支援金受付は終了しましたが、
支援はまだまだ必要だと思います。クラブ単位、あるいは個人で支援先の選定
やご検討をお願いいたします。 
 
 
いよいよ 5月 31日は地区大会です！ 

ホテルニューオータニにて、元 RI 理事、裏千家
前御家元、御年 99 歳、白寿になられました   
千玄室大宗匠様をＲＩ会長代理としてお迎えし 
開催いたします。日本には 34 の地区があります
が、我々が今年度最後の地区大
会になります。いわゆる大トリです
ね。トリに相応しい充実した大会に

いたします。ぜひご期待ください。 
当初 2 日間の予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影
響で、1 日だけの開催となり、役員の方々には少しハードな日程
ですが、みなさんに楽しく感じてもらえる、参加して良かったとい
う大会を目指しています。 
 

 
会長幹事会＜芙蓉＞ 
朝 9：15 より会長幹事会が開催されます。 
ご講演は千玄室大宗匠で、「過去・現在・未来へ」とい
うテーマで 40分間たっぷりお話をいただきます。 
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山崎直子さん講演会＜鳳凰＞ 
「ポール・ハリス・ソサエティとメジャードナーの集い」
と「新入会員昼食会」にご登録の皆様に
は、まずはロータリー財団学友で、  
元 JAXA宇宙飛行士の山崎直子さんの

講演会をお楽しみいただき、その後に昼食をご用意しておりま
す。講演の模様は、麹町小学校と番町小学校の 5 年生・6 年生 
約 250人もライブ配信で視聴します。 
※講演会の後、「ポール・ハリス・ソサエティとメジャードナーの 
集い」にご登録の皆様は「翠鳳」へご移動いただき、お食事となり
ます。 
 
 

新入会員昼食会＜鳳凰＞ 
新入会員昼食会は“ガバナーと語ろう” というタイトル
で、入会 3年未満程度の皆さんを対象としております。
150 名の方が登録してくださいました。どんな交流がで
きるか今からワクワクしています。名刺交換会も行いま

す。会社の名刺で構いませんので、名刺を沢山お持ちください。新しい仲間と
出会い、ロータリーとのつながりを深めましょう。 
 
 

本会議＜芙蓉＞ 
本会議は 1 部と 2 部に分かれます。一部は主にセレ
モニーですが、ここでも千玄室大宗匠から、「ロータリ
ーと共に」という講演をいただきます。貴重なお話にな
りますので、よくお聞きください。2 部はフォトコンテスト

とアワードの発表です。クラブの会長は全員壇上の席に座っていただきます。
順次発表がありますので、指名されましたら、賞を受け取ってください。最後に
グランプリ、最高の栄誉となります。他のみなさんは、各クラブの活動をヒントに、
次の活動に生かしていただきたく期待しております。 
 
 

会長幹事晩餐会＜鳳凰＞ 
本会議終了後、会長幹事晩餐会を開催します。対象
役職以外の方には誠に申し訳ありませんが、全体での
懇親会は準備できませんでした。コロナ禍で様々な制
限がありまして、実現できませんでした。終了は 20：30

を予定しております。長い一日ですが、晩餐会でどうぞ楽しんでください。 

2 0 2 1 -2 2年度 地区大会

本会議
1 3 :0 0～1 8 :0 0  芙蓉の間
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「おこしやすコーナー」＜芙蓉の間の前のスペース＞ 
抹茶のサービス、希望の風ビールの販売、同スパーク
リングワインの頒布会、ロータリーグッズの販売などご
用意しています。もちろん、ウクライナを支援するバッチ、
コロナと闘う人たちを支える「シトラス リボン」、ローター
アクターによる新宿福祉作業所支援のマフィン販売ブ

ースなど、おこしやすの気持ちを込めた趣向で準備いたしております。そして皆
様からご応募いただいた写真のうち、オンライン投票の上位 10作品を展示いた
します。当日、登録の際にお渡しする投票シールで気に入った作品 1点にご投
票ください。本会議第 2部で、投票数の多いトップ 3を発表、その中から最優秀
作品賞を表彰いたします。その 10 作品は、次のページに掲載されています。 
地区大会当日の投票、よろしくお願いします。 
 
開催日が 3月から 5月 31日に延期されましたが、全 70 クラブから 1,300名を
超えるご登録を、日本全国の 30 地区から 60 名以上のご登録いただきました。
誠にありがとうございます。心より御礼申し上げます。 
 
オープン例会を宣伝してきました！ 

さて、4月 21日・22日に日本全体の
次年度リーダーのためのクラブ活性
化セミナーが開催されました。日本
中から約 200 名近い方が集まりまし
た。嶋村ガバナーエレクトは国際協
議会の報告を、私は当地区を代表
してオープン例会について発表しま
した。10 分余りの短い時間でしたが、
熱くオープン例会の良さを説明いた
しました。概ね反応は良かったと思

います。沢山の方から、資料の要請、おまけにクラブの卓話に来て欲しいなど
のお話をいただきました。皆様がオープン例会に挑戦し、工夫やフィードバック
をしてくださったので、成功の秘訣や注意点を、会員増強に苦戦する他地区の
方々にお伝えすることができました。当地区においても、会員増強と退会防止
は喫緊の課題です。丁寧にゲストをお迎えして、仲間を増やしてください。 
 
共にロータリーを楽しみましょう。 
 
2022年 5月 1日 

国際ロータリー第 2580地区 

ガバナー 若林英博 

「 おこしやすコーナー」 のご案内

呈茶席

希望の風ビール

希望の風ワイン頒布会

用品販売

ローターアクト クラブ
新宿区立新宿福祉作業所のマフィ ン販売

喜んで
お迎え
します。

＃世界で、 日本で、 地域で、 良いことをしよう

コロナに感染した人たちも、 コロナと闘う 人たちも

みんな笑顔で支え合う 「 シト ラス リボン」 に

ご協力を ! !

ウクライナ支援バッ チ
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この青い空と青い海を守りたい 

青天(せいてん)を打て 

少年たちの栄誉に乾杯!! 

みんなでロータリー愛？を 

つくってみました（笑） 

新宿区小学 1年生に花の種を贈り  

咲いた花の絵の作品展準備のひとこま 

米寿祝いの会 地元小学生との SMILE&DREAM 

GARDEN植栽事業   

道を挟んでの名護市役所から 

名誉会員も応援に 

駆けつけてくださいました 

ライス！ナイス！プロジェクト 

地域奉仕活動 

「水辺の美化プロジェクト」ビーチクリーン 

終了後、親子の NICEなツーショット！ 

地区大会フォトコンテスト一次審査（オンライン投票）結果発表 

上位 10作品はこちらです！ 
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心よりお悔やみ申し上げます 

 

         

渡邊好唯(わたなべ よしただ）会員 

東京葛飾東ロータリークラブ 

ご逝去日 2022年 3月 23日 享年 91 

入会日 1975年 2月 12日 

株式会社ワタコー 取締役会長 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー  

ベネファクター 

米山功労者 

望月フェロー(クラブ独自の奨学金制度の認証) 

 

 

大野功夫(おおの いさお)会員 

東京武蔵野中央ロータリークラブ 

ご逝去日 2022年 4月 1日 享年 84 

入会日 1984年 3月 8日 

税理士法人大野会計事務所 所長 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

ベネファクター 

米山功労者 

 

 

 

前田裕継(まえだ ひろつぐ)会員 

名護ロータリークラブ  

ご逝去日 2022年 4月 17日 享年 85 

入会日 1974年 6月 26日 

㈱ゆがふホールディングス CEO 

ポール・ハリス・フェロー 

 

 

 
 

 

 

2022 年 6 月 23 日（木）は地区納めの会を開催いたします。会場は東京ドームホテルで、 
時間は 17：00～19：30の予定です。近日中に正式なご案内をいたします。 
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ご厚意に対し、深く感謝申し上げます

ロータリー財団・メジャードナー

レベル1 加古　博昭 （東京池袋）

マルチプル･ポール･ハリス･フェロー

3回 本郷　滋 （東京本郷） 石川　彌八郎 （東京福生）

2回 星野　大記 （東京本郷） 新城　恵子 （浦添）

1回 長久保　スミ子 （東京本郷） 澤部　利藏 （東京本郷）

ベネファクター
石川　彌八郎 （東京福生）

米山功労者・メジャードナー

10回 土居　岩生 （東京お茶の水）

米山功労者・マルチプル
9回 岩戸　正一 （東京浅草中央） 小出　豊 （東京本郷）
5回 小林　雅純 （東京浅草中央）
4回 大谷　昌義 （東京新宿） 上野　雅宏 （東京浅草中央）
3回 中村　義英 （東京浅草中央） 伊石　佳高 （東京浅草中央）

宮村　義男 （東京浅草中央）
2回 竹尾　稠 （東京お茶の水） 佐々木　啓策 （東京お茶の水）

大原　正道 （東京お茶の水） 傅　健興 （東京お茶の水）
大塚　清 （東京浅草中央） 海内　栄一 （東京浅草中央）

米山功労者
上原　網一 （那覇東）

3月31日分まで　敬称略、順不同

 

・・・・・・・・・・・・・・・国際ロータリー第 2580地区・・・・・・・・・・・・・・ 
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