ＲＯＴＡＲＹ

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

2018～19 年度

ＤＩＳＴＲＩＣＴ ２５８０

国際ロータリー第２５８０地区

地区大会のご案内
テーマ「研修と活性化」
サブテーマ「輝ける未来を創造しよう」

■期日： 2019 年 2 月 20 日(水)・21 日(木)
■会場：ホテルニューオータニ「鶴の間」ほか

■ホストクラブ：東京練馬西ロータリークラブ

ロータリアン、ご家族の皆様、ロータリーファミリーの皆様へ

地区ロータリアンの皆様へ

国際ロータリー第 2580 地区ガバナー
松坂 順一 (MATSUSAKA JUNICHI)

地区大会実行委員長
小原 武夫 (OHARA TAKEO)

私は、2018-2019 年度国際ロータリー第 2580
地区のターゲット（活動指針）を「研修」と「活性
化」としました。
「研修」は良きリーダーを育成し
そのよきリーダーは地区や各クラブそして会員を
「活性化」してくれるでしょう。
これにより私たちは人々、地域、世界の「インスピ
レーション」になって持続可能な変化を生み出し、
輝ける未来を創造することができるのです。
地区大会では皆さんとともに語らい、成果を確認し、そして喜びを感
じたいと思います。皆さんとともに素晴らしい大会にしましょう。

松坂順一ガバナーのターゲット
「研修と活性化」
地区大会は、集いの場、研修の場、情
報を得る機会、より多くの人と出会い
交流と親睦を深めるチャンスに。
ＲＩ会長代理を歓迎する晩餐会、本会
議、記念講演、新会員昼食会、懇親会、
アトラクション。
世界の平和に貢献できるロータリーファミリーと共に輝け
る未来を創造しましょう。地区大会をお楽しみ下さい。

ＲＩ会長代理決定 !!
元ＲＩ理事 国際ロータリー第２７８０地区パストガバナー
松宮 剛 (MATSUMIYA TAKESHI)氏 茅ヶ崎湘南ＲＣ

記念講演：「昨今の戦略環境と日本の安全保障」
～平和も安全も、与えられるものではなく、自ら作るもの～

21 日（木）１７：００～

講演者：番匠幸一郎(BANSHO KOICHIRO)氏
～番匠幸一郎第一次イラク復興支援群長率いる部隊が引き揚げるとき
イラクの人々は“涙”で別れを惜しんでくれたという・・～
櫻井よしこ氏コラム『サマワ帰国「番匠群長」の笑顔』より
1980 年
2004 年

防衛大学校、2000 年米国年陸軍戦略大学卒業 (戦略学修士)
イラク派遣部隊の初代指揮官として現地サマーワで人道復興支援任務の
指揮を執る
2011 年 東日本大震災では日米共同調整所長として「トモダチ作戦」の自衛隊側代表
元九州沖縄の防衛を担当する西部方面総監、現丸紅(株)顧問、全日本柔剣道連盟会長
20 日 会長幹事会「指導者育成セミナー」特別基調講演 RLI 日本支部ファシリテーター委員長 中村靖治氏
講演テーマ：
「ロータリーを語ろう」～ ＲＬＩに参加しよう ～
1979 年
吉川 RC 入会
2007～08 RI 第 2770 地区ガバナー
2009～11 RI 研修リーダー
2011～12 GETS 研修チームリーダー
2013～14 リスボン国際大会推進委員会日本委員
第 1 ゾーン R 財団地域コーディネーター補佐
2011～16 年度 日本各地のＲＩ会長代理を務める
米山功労者メジャードナー
R 財団メジャードナー・ベネファクター・遺贈友の会
紀子＆靖治ロータリー平和センター冠名基金

＜大会事務局＞
ＲＩ第 2580 地区 東京練馬西ロータリークラブ
〒178-0064 東京都練馬区南大泉５－２－１０
大泉クラフトハウス３階
TEL 03-3978-3436
FAX 03-3924-6000

E-mail : w-nerima@gray.plala.or.jp
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地区大会プログラム
第１日

第２日

２０１９年２月２０日（水）

２０１９年２月２１日（木）

◆各種委員会「吉祥の間」
14:00 開会
信任状委員会 / 選挙管理委員会 / 決議委員会
14:30 閉会

◆新会員交流会（昼食付）
「翔の間」
10:30 登録開始
11:00 開会
12:30 閉会

◆会長幹事会「鶴の間西」
14:30 登録開始
15:00 開会点鐘
国歌斉唱 ロータリーソング斉唱
ＲＩ会長代理紹介 来賓紹介
ガバナー挨拶
・指導者育成セミナー 講師：中村靖治氏
「ロータリーを語ろう」～ RLI に参加しよう ～

◆本会議「鶴の間」
12:00 登録開始
13:00 点鐘
国歌 ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
物故者紹介 黙祷
開会の言葉
ＲＩ会長代理ご夫妻紹介
来賓紹介
クラブ紹介
ガバナー挨拶・地区報告
ＲＩ会長メッセージ・ＲＩ報告
15:00 ロータリーファミリー紹介
各種委員会報告
大会決議案説明・採択
寄付金・記念品贈呈/表彰
ガバナーエレクト紹介・挨拶
ガバナーノミニー紹介・挨拶
ガバナーノミニーデジグネート紹介・挨拶
次年度地区大会ホストクラブ代表挨拶
ＲＩ会長代理所感
ガバナー謝辞
閉会点鐘
17:00 記念講演「番匠幸一郎氏」
18:00 閉会
◆懇親会「芙蓉の間」
18:30 開会
開宴の言葉、ガバナー挨拶、乾杯
祝宴、アトラクション
20:30 閉会「手に手つないで」

17:30

閉会点鐘

◆RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会「鶴の間東」
18:00

20:00

開会の言葉
ＲＩ会長代理ご夫妻入場・挨拶
乾杯・祝宴・アトラクション
閉会の言葉・点鐘

RI 会長代理晩餐会
アトラクション
20 日 18:00～ 「鶴の間東」
ナターシャ・グジー さん
バンドゥーラ奏者

パートナーズ･プログラム
21 日 15:00～ 「翠鳳の間」
美容家・美肌師・生活アドバイザー

佐伯チズ 氏
『生き方指南

美肌指南』

ホテルニューオータニ
〒102-8578
東京都千代田区紀尾井町 4-1
TEL : 03-3265-1111

懇親会 アトラクション

２１日 18:30～ 「芙蓉の間」
花岡詠二 氏 クラリネット奏者
会 場
友愛の広場「edo-room / 鶴の間前室」
各クラブ奉仕活動展示
ロータリー希望の風寄付 ビール販売
地区国際奉仕関係各委員会
地区青少年奉仕関係各委員会
他

登録料
・本会議
会員
(他地区同) 家族
・RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
・新会員交流会（昼食付）
・ロータリーファミリー 現役学生
その他

12,000 円
6,000 円
15,000 円
5,000 円
無料
3,500 円

