
今年度のイアン・ライズリー RI 会長の
テーマは、”Rotary : Making a Difference”、
「ロータリー：変化をもたらす」です。　国際協
議会では 1. クラブのサポートと強化、2. 人道的
奉仕の重点化と増加、3. ロータリーの公共イ
メージと認知度の向上。　この 3 つの戦略的優
先事項を継続して、ロータリーの「持続可能性」
を追求することに努力しましょうと述べました。　私たち第 2580 地
区の 2017-18 年度のキーワードは、「感動と調和」にしました。　さま
ざまな職業、国、文化、地域社会の人びとと協力するロータリーは、想
像を超えた素晴らしいことが実現できます。　ロータリーがその活動
において、「感動」をともない、社会と「調和」のとれた存在であること
がロータリーの持続可能性に繋がっていくと思います。　この地区大
会で皆様とともに「感動」と「調和」を体験しませんか。　ロータリアン
の皆様、ご家族の皆様、地区大会にふるってご参加下さいますようお
願い申し上げます。

〈プロフィール〉
北原照久：国際ロータリー第 2590 地区横浜
ロータリー クラブ所属。株式会社トーイズ・
株式会社ト イズプランニング代表取締役。世
界的なティン・トイ・コレクターとして知ら
れ、横浜のブリキのおもちゃ博物館他、北原コ
レクションミュージアム、常設展示場など全
国に７か所。テレビ東京「なんでも鑑定団」他
多数出演。
テミヤン：‘88 デビューの浜辺のフォークシ
ンガー。さりげなく人生を歌い上げる。高橋
真理子、ロバータ・フラッグ等に楽曲も提供。 

◆期日：2018年2月20日(火) ・2月21日(水)
◆会場：新宿 京王プラザホテル「コンコードボールルーム」他

「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」

国際ロータリー第2580地区ガバナー　
吉田  雅俊 (よしだ まさとし )

「地区ロータリアンの皆様へ」

地区大会実行委員長 ( 東京四谷ロータリークラブ )
佐藤  文則 (さとう ふみのり )

懇親会アトラクション
2月21日(水)

北原照久 (きたはら てるひさ)＋テミヤン 
 with TOYS BAND

今年度の地区大会のテーマは、吉田雅俊ガバ
ナーのキーワード「感動と調和」にしました。　
1日目は指導者育成をテーマとした「会長・幹
事会」、RI 会長代理ご夫妻を歓迎する「晩餐会」
を開催。 2 日目は「本会議」と素晴らしい講演者
をお迎えした「記念講演」、「新入会員昼食会」等
を企画しています。  現在検討中ですが「友愛の
広場」では、地区の行動指針であります「研修と実践」に基づいた活動
の成果を分区単位で紹介、地域社会と調和したロータリーの活動が、
いかに共感を呼び感動をともにできるのか、地区役員、ガバナー補佐、
地区内の皆様のご協力のもと展開して行きたいと思っています。    そ
して、参加された皆様がクラブレベルを超えた親睦を経験することに
より、 思い出に残る地区大会になるように鋭意努力を致します。
最後に吉田雅俊ガバナーのキーワードにあります「感動」と「調和」を
「全員登録・全員参加」で実現して戴けますようご協力をお願い申し
上げます。

〈プロフィール〉
作家・元外務省主任分析官。 同志社大学大学
院神学研究科修了後、 外務省入省。 在露日本
大使館勤務等を経て、 国際情報局分析第一課 
主任分析官として活躍。著書に『国家の罠』 
（新潮文庫、 毎日出版文化賞特別賞受賞）、『自
壊する帝国』 （新潮文庫、 新潮ドキュメント賞、 
大宅壮ーノンフィクション賞受賞）、 『僕なら
こう読む』（青春新書インテリジェンス）、 『知
の操縦法』（平凡社）、 『大国の掟「歴史 x地理」
で解きほぐす』(NHK出版新書）、 『先生と私』 
（幻冬舎文庫）、 『インテリジェンス武器なき
戦争』 （共著、 幻冬舎新書）などがある。

記念講演
2月21日(水)16:30 開演

（仮題）「世界平和と教育＝地政的宗教的
見地からみた現状と将来展望」
佐藤  優 氏　( さとう  まさる )

c 布川航太

〈プロフィール〉
東儀家は、奈良時代から1300 年間雅楽を世
襲してきた楽家。宮内庁楽部在籍中は、宮中
儀式や皇居での雅楽演奏会、海外公演などに
も参加。現在は、百人一首の朗読と雅楽を融
合させたアルバム制作、他ジャンルの音楽家
とのコラボレーションで海外や日本でツ
アーコンサートを開催するなど、雅楽器の持
ち味を生かした独自の表現に情熱を傾ける。
日本から世界へ「和」の心で世界を奏でるア
ルバム「世界の歌」を発売し好評を得ている。
最新アルバムは「Hichiriki Christmas」。

晩餐会アトラクション
2月20日(火)

c  

東儀秀樹 氏　(とうぎ  ひでき )　
雅楽師
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RI会長代理は、第2500地区パストガバナー/2017-18年度国際ロータリー研修リーダー 足立功一様（釧路北RC）をお迎えします。

11月1
日（水）

から

登録開
始



各種委員会

14:00

15:00

開会
信任状委員会 /選挙管理委員会 /決議委員会
閉会

会長・幹事会
15:00
15:30

16:00

17:30

登録開始
点鐘
国歌斉唱
ロータリーソング斉唱
開会の言葉
ガバナー挨拶
指導者育成セミナー
・RI会長代理講演「会員増強」
・地区研修委員会「実例を挙げた会員増強について」
閉会のことば
点鐘

RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

18:00～20:30

本会議

12:00
13:00

14:20

15:00
15:20

15:35

16:00

16:15

登録開始
点鐘
国歌斉唱
ロータリーソング斉唱
開会の言葉
来賓紹介及び参加クラブ紹介
歓迎の言葉
ガバナー挨拶並びに地区の現況報告
RI会長メッセージ並びに国際ロータリーの現況報告
来賓挨拶
休憩
各種委員会報告
大会決議採択
寄付金・記念品贈呈
表彰
ガバナーエレクト・ノミニー・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
閉会のことば
点鐘

記念講演　講師　佐藤 優 氏
16:30～18:00

懇親会

18:15～20:15

RI 2580地区 東京四谷ロータリークラブ
160-0017 東京都新宿区左門町12-8  NK第5ビル5F
tel:03-3351-5732  fax:03-3255-1984
e-mail:office@yotsuya-rotary.jp  

会場

大会事務局

「ロータリーの輪を広げよう」

登録料
会員 -----------------------------------------
家族 -----------------------------------------
RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 ---
新入会員昼食会 ------------------------
ロータリーファミリー --------------

10,000 円／1名
  5,000 円／1名
15,000 円／1名
  3,500 円／1名
  3,000 円／1名

ロータリーファミリーの集い

⑴ ガバナー補佐、地区委員会推薦の奉仕活動展示
⑵ 新宿観光振興協会「2020年に向けて」活動展示
⑶ 希望の風奨学金協力のお願いコーナー設置

友愛の広場

京王プラザホテル
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地区大会プログラプログラム案
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地区大会プログラム案
第１日 第２日2018年 2月 20日（火） 2018年 2月 21日（水）

本会議・記念講演・懇親会場に
ロータリーファミリーコーナーを設置

160-8330 東京都新宿区西新宿 2-2-1
tel:03-3344-0111（代表）  fax:03-3345-8269（フロント）

「おとなの新宿・再創造」
「染の王国」新宿を再認識

パートナープログラム

新入会員昼食会

10:30
11:00

12:30

登録開始
開会　
ガバナー挨拶
RI 会長代理挨拶　
新入会員セミナー
・地区研修委員会「ロータリーを楽しもう」
閉会




