国際ロータリー第 2580 地区
2022-23 年度地区大会概要
大会スローガン「ロータリーに夢を」
国際ロータリー第2580地区
2022-23年度ガバナー 嶋村文男
2022-23年度ジェニファー E. ジョーンズ国際ロータリー（RI）
会長のテーマは、【IMAGINE ROTARY】
その講演の中で、「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つながりを生かすように」
私たちロータリアン・ローターアクター、そして全ての
ロータリーファミリーに呼びかけました。

共感

刺激

意欲

本地区大会の目的は３つ
① 20年ぶりにロータリー年度の前半に開催することに「共感」を得られるような大会
運営を行うこと。
② 全ての参加者に対して、RI会長テーマや地区方針等への理解が進み、ロータリー
活動への「意欲」が高まるプログラムにすること。
③ 私たちの未来であるロータリーファミリーが参加し、私たちとつながる中で、お互い
にとっての「刺激」ある大会にすること。
そして、2022-23年度ガバナー信条である
『Take Action for Rotary Future』(ロータリーの未来のために行動しよう)
『Reach Out for World Peace』（世界の平和のために手を差し伸べよう）
と共に、ポリオ根絶と世界平和の実現に向けての力強いスタートアップ型の地区大会を
作り上げたいと考えています。
ロータリアン・ローターアクターそしてロータリーファミリーひとり一人が、その実現に向けて、
主体的に考えて行動し、ロータリーへの関与と理解が深まることを心より希望しています。
ロータリアン・ローターアクター、ロータリーファミリーの皆様、この“新しい形の地区大会”へ
楽しんでご参加いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

2022-23年度国際ロータリー第2580地区

地区大会プログラム案
第１日
第１日

2022年9月9日（金）
2022年9月9日（火）

第2日

2022年9月10日（土）

(セルリアンタワー東急ホテル)

(グランドプリンスホテル新高輪「飛天の間」)

会長・幹事会

入会3年未満会員セミナー

14:00

受付開始

10:00

受付開始

14:30

開会

10:30

16:00

指導者育成セミナー

開会
講師︓RID2690 松本祐二PG（益田西RC）
昼食

講師 RI研修リーダー 四宮 孝郎 様

12:40

閉会

閉会

PHSとメジャードナーの集い

17:30

RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
（ポリオチャリティディナー）
17:30

受付開始

18:00

開会

21:00

閉会

10:00

受付開始

10:30

開会

12:40

閉会

本会議

地区大会実行委員長からのメッセージ

12:00

受付開始

13:00

開会
記念講演 「ともに輝くために私たちができること」
東京パラリンピック マラソン金メダリスト
道下美里様

嶋村ガバナー年度の地区大会は、東京新都心
ロータリークラブがホストクラブを務めます。
楽しいイベント、感動のイベントをプロデュース
致します。欠席された方は、間違いなく後悔され
ると思います。 どうぞ、ご期待ください。

ポリオメッセージ 「ポリオとロータリーと私」
関場 慶博 パストガバナー

地区大会実行委員長 (東京新都心RC)本多 良美

会員懇親会

1日目会場 (セルリアンタワー東急ホテル)

開宴

20:00

閉会

2日目会場 (グランドプリンスホテル新高輪「飛天の間」)

大会事務局

登録料
会員・ご家族 -------------------ロータリーファミリー ----------------9日RI会長代理歓迎晩餐会 -------10日入会3年未満会員セミナー -----PHSとMDの集い ------------------

18:55

12,000円
2,000円
20,000円
6,000円
8,000円

RI2580地区 東京新都心ロータリークラブ
〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-7-2
ハイアットリージェンシー東京11階
Tel:03-3340-3555 FAX:03-3340-3554
Email:shintoshin-rc@par.odn.ne.jp

2022 RID2580 地区大会 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

4 Great Chefs Charity
Dinner for END POLIO
9月9日(金)

スケジュール

2022年9月9日、伝説の料理人達がポリオ根絶活動に立ち上がる。

17:30

受付開始

18:00

開会
ガバナー挨拶、RI会長代理ご紹介
Opening VTR、シェフ紹介

18:30

食事スタート

21:00

閉会

日本のイタリア料理を牽引し続ける、西麻布 アルポルト片岡護
シェフ、お馴染み中華の鉄人、四川飯店グループ 陳建一シェフ、
日本料理に伝統と革新を与え続ける、新宿割烹中嶋 中嶋貞治
シェフ、そして日本フランス料理界を牽引する、東急ホテルグループ
総料理長 福田順彦シェフの4人がボランティアで料理を作ります。
お一人の参加費20,000円より、3,000円が寄付に充てられます。
その他、お料理にあわせてシャンパーニュやワイン、日本酒などとの
マリアージュもお楽しみ下さい。

西麻布 アルポルト
片岡護シェフ

四川飯店グループ
陳建一シェフ

新宿割烹中嶋
中嶋貞治シェフ

東急ホテルグループ
総料理長
福田順彦シェフ

対象者︓ ご出席は会場の都合上、原則としてクラブ会長、クラブ幹事、地区役員・委員・ローターアクトクラブのクラブ会長と
ローターアクト地区役員、それぞれのご家族とさせて頂きます。

【登録料】
・ 会員/ご家族 本会議登録費用
・ ロータリーファミリー
ローターアクター / インターアクター
米山奨学生 / 青少年交換学生
R平和フェロー / 米山学友 / ローテックス等
・ RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

12,000円

2,000円
20,000円

・ 入会3年未満研修セミナー

6,000円

・ PHSとMDの集い

8,000円

【記念講演 ともに輝くために私たちができること 】
<道下選手プロフィール>
道下美里（みちした みさと）
1977年1月19日、山口県下関市出身。
2004年盲学校在学中に陸上競技と出会い、2008年からフルマラソンに挑戦する。
144ｃｍと小柄だが、「あきらめない心」「挑戦する心」で次々と各地の大会へ出場。
2016年にはリオパラリンピック視覚障がい女子マラソンで銀メダルを獲得。
2017年防府読売マラソンで世界記録を樹立し、その後自ら二度更新。
東京2020パラリンピックでは念願の金メダルを獲得した。
福岡中央エンジョイロータリー衛星クラブ会員
＜河口選手プロフィール＞
河口恵（かわぐち めぐみ）
1995年、久留米市出身。
北九州市立高等学校卒業後、三井住友海上女子陸上競技部入部。
2016年に陸上部を退部、福岡で道下選手の伴走パートナーを始める。
東京2020視覚障がい女子マラソン5位入賞の藤井由美子選手の伴走を務める。
直近の主な戦績︓第４０回大阪国際女子マラソン ２時間４８分３１秒（自己ベスト）
※HP記事︓https://www.ms-ins.com/special/interview/story09.html

【ポリオメッセージ

ポリオとロータリーと私】

関場慶博（せきば・よしひろ） 1950年1月20日 生まれ
弘前アップルロータリー・クラブ会員
国際ロータリー第2830地区2000-01年度ガバナー
医療法人栄現会理事長、せきばクリニック院長
医学博士、小児科専門医、日本医師会認定スポーツ医、熱帯医学専門医、躰道6段教士
ロータリー財団大口寄付者、ロータリー財団ベネファクター、ロータリー財団遺贈友の会会員、
米山功労者メジャードナー、ポール・ハリス・ソサイエティー会員、ポリオの無い世界のための国際
奉仕賞受賞 超我の奉仕賞受賞

【9日 14︓30〜 会長・幹事会】
出席対象者はクラブ会長、クラブ幹事、ガバナー補佐、地区部門長、地区委員長、地区幹事グループ
といたします。
指導者育成セミナー
演題︓ロータリーにとってのDEI
講師︓四宮 孝郎 様
講師略歴
生年月日
1954年（昭和29年） 12月9日
ロータリー入会日 1993年（平成5年）
4月7日
職業分類
不動産業
勤務先 辰巳興業株式会社
役 職 代表取締役社長
経歴
1977年 神戸大学法学部 卒業
1991年 辰巳興業株式会社 代表取締役社長就任
2020年 現在に至る
ロータリー歴
1993年4月7日
大阪西南ロータリークラブ入会
2019〜2020年度
第2660地区 ガバナー
2021・2022年 RI研修リーダー
2022〜2023年度
第3地域 ロータリー財団コーディネーター補佐

【10日 10︓30〜入会3年未満会員セミナー】
おおむね入会３年までの会員を対象とした昼食・交流会で、ロータリーをより知って頂き、
他クラブの会員とも交流できる機会にしたいと考えております。
対象︓入会3年未満会員
演題︓『ロータリー活動から幸せを︕』
講師︓RID2690 松本祐二PG まつもと ゆうじ
ロータリーの経歴と紹介
出身地 島根県益田市
生年月日1952年8月26日
職業分類 内科医
事業所 松本医院
松本祐二 益田西RC（2014-15年度2690地区ガバナー）
1997-98年度︓クラブ会長
1952年︓島根県益田市生まれ
2001-02年度︓ガバナー補佐
1979年︓昭和大学医学部卒業
2014-15年度︓地区ガバナー
1982年︓松本医院継承（八代目）
2015-16年度︓RI会長代理（RID2640）
1986年︓益田西RC入会
2015-21年度︓第３ゾーンEPNC
1991年︓益田西RC退会
1993年︓益田西RC再入会

【10日 10︓30〜 PHS（ポール・ハリス・ソサエティ）とメジャードナーの集い】
地区大会本会議の前に、ＰＨＳとロータリー財団メジャードナーの皆様に感謝を込めて、午餐会を開催
いたします。美味しいランチをお楽しみください。
対象者は登録期限までにポール・ハリス・ソサエティまたはメジャードナーに認証された方となります。

【10日 18︓55〜 懇親会】
ロータリアンとそのご家族、ロータリーファミリーの皆様がご参加いただけます。
※ 未成年のご参加はご遠慮願います。

【ドレスコード】
本会議当日はクールビズを実施致します。
スマートカジュアルでご参加ください。

【大会登録について】

・会員、家族の登録は、クラブでまとめて、ウェブ登録システムからお願いいたします。
登録専用ウェブサイトはこちら https://entry.rid2580.com/chiku/
・ロータリーファミリー（ローターアクター、インタアクター、ロータリー平和フェロー、米山奨学生、
青少年交換学生、学友）及び事務局の方の登録は、クラブでまとめて、エクセルの登録用紙を
使ってご登録をお願いいたします。
・お申込み締め切りは2022年7月29日(金)13時必着とさせていただきます。これ以降については
全て当日登録扱いとし、実行委員会は問合せ対応、情報提供の業務のみとさせていただきます。
地区大会実行委員会 東京新都心ロータリークラブ
〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-7-2 ハイアットリージェンシー東京11階
E-mail shintoshin-rc@par.odn.ne.jp
TEL 03-3340-3555 FAX 03-3340-3554

