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2014 － 2015 年度
国際ロータリー会長
ゲイリー C.K. ホァン（黄 其 光）

国際ロータリー第 2690 地区（鳥取・島根・岡山）
2014 － 2015 年度　ガバナー 松本 祐二

（地区スローガン）「笑顔でSERVICE」

　「2014－15年度の国際ロータリーのテーマは『ロータリー
に輝きを』、地区スローガンは『笑顔でSERVICE』です！」
と緊張でひきつった顔で発表したのが3月15日の会長エレク
ト研修セミナーの時でした。2012年７月にガバナーノミニー
に選出されて以来、多くの研修会や学びの場となるような
ロータリーの会合での会話などが集約された形で出てきた
地区スローガンでもありました。
　2014－15年度のゲイリーC.K.ホアンRI会長は米国サン
ディエゴでの国際協議会でも会員増強を熱く語りかけてい
ました。年度テーマの『ロータリーに輝きを』を念頭に置い
ての地区の行動目標を以下のように掲げ、その目標を達成す
るための追加のスローガンを『笑顔でSERVICE』といたし
ました。
　2014－15年度の地区の目標の最重点課題はやはり『会員
増強』です。
　各クラブ３％の純増を達成していただき地区内会員数を

3,353名以上にという目標を掲げました。 
会員増強に次いで「10の重点項目」を掲げました。 
１．出席率の向上
 　 （年間平均目標90%です）
２．RI会長賞の取得
 　 （クラブの活性化で達成しましょう）
３．未来の夢計画推進
 　 （次年度の活動につながるアイデアを考えましょう）
４．End Polio Nowへの参加
 　 （「あと少し」のポリオ撲滅を広報して参加しましょう）
　　今年度も昨年度同様各クラブ毎に1,500米ドル以上の　
　　寄付をお願いします。
５．ロータリー財団への取り組み 
　　年次基金への寄付 150米ドル/人 
　　ポールハリスフェロー　300人 
　　ポールハリスソサエティへの入会推進　30人 

国際ロータリー 第2690地区
2014－2015年度　ガバナー

松本　祐二 （Yuji Matsumoto）

ごあいさつ

ガバナー月信

（Yuji Matsumoto）
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　　大口寄付の推進（10,000米ドル）　5～10人
　　ベネファクターの推進 30クラブ（120人以上）
６．ロータリーカードの活用　1,300件を達成
　 （ロータリーカードで買い物を！） 
７．ロータリーデーの開催と報告 
　 （すべてのクラブがクラブホームページへの掲載） 
　　ソーシャルメディア（Facebook　twitter YouTube 　
　　など）への投稿 
８．青少年活動の報告
　 （すべてのクラブがクラブホームページへの掲載） 
　　ソーシャルメディア（Facebook　twitter YouTube 　
　　など）への投稿
９．米山記念奨学会への取り組み
　　普通寄付　　5,000円／人
　　特別寄付　 10,000円／人
　　米山功労者　　200人以上 
10．サンパウロ国際大会への出席
　と多岐にわたるお願いをしております。

　国際ロータリーの目標達成には、先ず自分の所属クラブ
が活力あるクラブでなくてはなりません。そしてそのクラ
ブの中に自分というロータリアンの存在価値を見出さなけ
れば積極的な活動にはつながらないと考えます。笑顔で
SERVICEを実践するロータリアンが集まるところがロータ
リークラブであり、そのクラブが国際ロータリーを構成して
いるという構造ですからクラブ内の親睦や交流が第一だと
考えます。そして、クラブの構成単位には地域を基礎として
いますので、クラブとしては地域社会に対してのSERVICE
を忘れることがあってはなりません。
　ロータリアンは職業を通じてのさまざまな視点からの
SERVICEを実践しています。2014-15年度の第2690地区の
活動が国際ロータリーの110周年を輝かしいものとできるよ
うに、あなたが「笑顔でSERVICE」を実践していただける
と確信しています。

生年月日	 1952（Ｓ27）年8月26日
職業分類	 内科医

事 業 所	 松本医院
	 〒699-5132　島根県益田市横田町429－23
	 TEL：0856-25-2611
	 FAX：0856-25-2672

学　　歴
　1979年	 昭和大学医学部卒業

職　　歴
　1980年	 昭和大学医学部付属	藤が丘病院内科
　1980年	 昭和大学医学部第2解剖学教室
　1982年	 益田市にて開業、現在に至る

役職歴
　1982年	 島根県立石見高等看護学院：非常勤講師
　1987年4月～1995年3月
	 益田市美濃郡医師会理事
　1988年4月～現在
	 島根県医師会情報委員会委員
　2004年	 日本労働衛生コンサルタント会島根県支部：副部会長
　2004年4月～現在
	 島根県医師会広報・編集委員会委員
　2005年	 島根大学医学部臨床検査医学講座：非常勤講師

　2006年	 島根大学医学部：臨床教授
　2006年	 ＮＰＯ法人島根糖尿病療養支援機構：理事長
　2008ー2011年
	 島根県性教育連絡協議会：会長
　2012年	 一般社団法人日本尊厳死協会中国地方支部理事
　2013年7月～現在
	 公益社団法人益田市医師会副会長

公職歴
　2010年	 島根県糖尿病対策推進協議会委員
　2011年	 島根県がん対策推進協議会委員

ロータリー歴
　1986年5月	 益田西ロータリークラブ入会
　1991年6月	 益田西ロータリークラブ退会
　1993年5月	 益田西ロータリークラブ再入会
　1997ー1998年度
	 	 第21代会長
　2001ー2002年度
	 	 第5ブロックガバナー補佐

	 	 ベネファクター
	 	 大口寄付者（レベル1）
	 	 第5回米山功労者マルチプル

2014－ 2015年度　ガバナー　松本　祐二 （まつもと　ゆうじ）
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ガバナー補佐紹介
　ガバナー補佐は、地区レベルでの
任務を遂行し指定されたクラブの管
理運営に関してガバナーを補佐する
こととなっています。ご協力の程、よ
ろしくお願いします。
　ガバナー補佐の挨拶は、ウェブで
紹介します。
ガバナー事務所HP
http://www.rid2690.com 太 田 　 勝（倉吉中央）

高 砂 明 弘（平　田）

池 上 　 正（倉敷南）

水 内 淳 一（岡山南）

野 津 洋 三（松江南）

中 村 莞 爾（高　梁）

駒 澤 　 勝（備   前）

福 元 儀 智（米子中央）

中 山 俊 彦（浜　田）

中 井 靖 典（真　庭）

笛 木 久 雄（岡山備南）

第１G

第４G

第７G

第 10G

第３G

第６G

第９G

第２G

第５G

第８G

第 11G
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地区チ－ム研修セミナ－　報告     

2014―2015年度国際ロータリー第2690地区
地区チーム研修プログラム
●日時：2014年２月22日㈯　11：15~12：15
●会場：島根県芸術文化センター「グラントワ」多目的ギャラリー
●司会：次期地区幹事　田中	正明
⑴登録・受付	 10：45～
⑵点　鐘	 11：15						ガバナーエレクト　松本	祐二
⑶ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

挨拶並びに御来賓紹介
ガバナーエレクト　松本 祐二

　皆様、本日はお寒い中第2690地区の西の端の益田にお集
まりいただき御礼申し上げます。今年１月12日～19日まで米
国サンディエゴの国際協議会に行きゲイリーC.K.ホァンＲＩ
会長エレクトから次年度のテーマをいただき次年度はどのよ
うに活動するか、何をターゲットに考えるかと言うことをしっ
かり学んで参りました。
　次年度の地区運営にあたり、皆様方とご一緒に本日は第
2690地区をどのような方向と考え方で運営して行くかしっか
りと勉強して行きたいと思います。
　また後程、葛尾信弘次期地区研修リーダーチーム長より
次年度の運営についてお話をいただきます。
　本日はよろしくご研鑽していただきたいと思います。

次期地区研修リーダー挨拶
次期地区研修リーダー長　葛尾 信弘

　次期ガバナー補佐並びに、地区委員会委員長、地区委員
の皆様、次期地区研修リーダー長を仰せつかりました葛尾
信弘でございます。皆様と共に研修を行いたいと思いますの
でよろしくお願いたします。
　当地区の研修リーダーとしては出雲南ＲＣの山本茂生Ｐ
Ｇ並びに倉吉ＲＣの伊藤文利ＰＧの３人で強力なチームを

組んでおります。本日は次期の松本祐二ガバナー年度に備
えて研修リーダーのあり方についていっしょに勉強していた
だくことになりました。皆様はロータリアンとしてロータリー
のリーダーとして是非頑張って下さい。
　ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン次期ＲＩ会長の次期ＲＩテーマ、松
本祐二ＧＥの地区方針、目標をふまえひと肌もふた肌も脱い
でいただきたい。皆様のご健闘とやる気がまさに松本年度
の成功にかかっています。
　この地区チーム研修セミナーの目的としては次年度に備
え就任の準備として地区の指導者チームを結成しクラブ支
援をする意欲を高める機会を提供することにあります。
　次期のＲＩテーマ、地区テーマをふまえ各クラブは
①明確な目標を立てテーマや現状を認識し、課題に対して
　真正面から向き合う
②地区及びクラブの戦略計画により未来に向けて活発な
　クラブをつくる。
③年次計画の立案の指導と長期計画
④リソースの活用
　2013年度版の手続要覧ではカバナー補佐と地区委員会
リーダーが役割と責務について学び地区リーダーとともに地
区目標とプランの設定にあたるとなっております。後程、研
修リーダーのあり方として時間をいただいておりまのでよろ
しく申し上げます。
　松本年度のご成功と皆様の研修リーダーとしてのご活躍
を心から祈念してご挨拶とさせていただきます。

「研修リーダーのあり方」について
次期地区研修リーダー長　葛尾 信弘

　地区チーム研修セミナー
　①ロータリーの研修行事
　　カバナーエレクト並びにカバナーが招集する研修行事
　②クラブの研修
　③統計に見るクラブの現況（６月）
　　最近10年間子に別会員数増減率（2003－2013）
　④会員増強
　⑤ポリオ症例数（2013年８月21現在）
　　ゲイツ財団のポリオ支援
　⑥ブランディングの推進
　⑦ロータリーのVoice（個性と性格）
　　⑴賢明さ  ⑵思いやり  ⑶粘り強さ  ⑷行動を促す力
　⑧ＲＩ戦略計画の推進
　⑨ＤＬＰとＣＬＰが機能してこそ
　　ＤＬＰ→ＣＬＰ→戦略計画

※役職名は開催日現在
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地区夢計画合同セミナー　報告     

　2014年２月22日㈯に、島根県芸術文化センター「グラ
ントワ」（益田市）において「地区夢計画合同セミナー」が
開催されました。

地区庶務幹事　田原 裕司

　戦略的優先項目推進の取り組み
　　◎地域別会員増強計画→ロータリークラブセントラル
　　　→クラブのサポートと強化
　　◎未来の夢の全面導入→ポリオ撲滅
　　　→人道的奉仕の重点化と増加
　　◎ロータリーのウェブサイトの再構築
　　　→ロータリーのブランド強化
　　　→公共イメージと認知度の向上
　⑩年次寄付の状況

　　国別年次寄付（＄100/人）の上位10ケ国11－12年度
　　日本4位
　　国別年次寄付等上位10ケ国10－12年度　日本２位
　　地区内クラブ別年次寄付実績12－13年度　
　⑪財務情報
　　ＲＦ創立100周年（2017）ビジョン
　　財団の意図
　　財団創立100周年（2017）10億ドル資産の構築
　⑫新たになったウェブサイト
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2014-2015年度 国際ロータリー 第2690地区委員会組織図
元国際ロータリー理事	

ロータリー平和センター委員会委員	
（公財）ロータリー日本財団　副理事長

国際ロータリー理事 国際ロータリー理事 国際ロータリー会長

渡辺			好政 児　島 杉谷　卓紀	(2014-16 年度 ) 玉　名 北　　清治	(2013-15 年度 ) 浦	和	東 ゲイリー	C.K.	ホァン（黄其光）

ガバナーノミニー・デジグネート ガバナーﾉミニー ガバナーエレクト 　地区ガバナー
庄司　尚史 境港 佐藤　芳郎 岡山南 松本　祐二 益田西

地区諮問委員会
山本　茂生 出雲南
渡辺　好政 児			島
橋本　　譲 倉			敷
森　　嵩正 津			山
延原　　正 岡山南
森下　和郎 総			社
鳥居　　滋 岡山東
葛尾　信弘 松江東
伊藤　文利 倉			吉
森田昭一郎 倉			敷
森本　信一 津			山
松本　祐二 益田西
佐藤　芳郎 岡山南
庄司　尚史 境　港

戦略計画委員会
渡辺　好政 児　島
橋本　　譲 倉　敷
延原　　正 岡山南
鳥居　　滋 岡山東
葛尾　信弘 松江東
伊藤　文利 倉　吉
森田昭一郎 倉　敷
森本　信一 津　山
松本　祐二 益田西
佐藤　芳郎 岡山南

地区指名委員会
◎森本　信一 津			山
山本　茂生 出雲南
渡辺　好政 児			島
橋本　　譲 倉			敷
森　　嵩正 津			山
延原　　正 岡山南
森下　和郎 総			社
鳥居　　滋 岡山東
葛尾　信弘 松江東
伊藤　文利 倉			吉
森田昭一郎 倉			敷
松本　祐二 益田西
佐藤　芳郎 岡山南
庄司　尚史 境　港

公共イメージ向上委員会
◎松本　祐二 益田西
須山　羚治 益田西
佐藤　芳郎 岡山南

青少年交換委員会
◎吾郷　浩之 大			田
○仁木　　壯 岡山南
○庄司　尚史 境　港
近堂　申洋 津　山
西谷　純美 倉　吉
小土井秀明 米子東
藤原　　勝 松江東
高橋雄一郎 松江しんじ湖

新世代RYLA委員会
◎松本　浩二 益田西
○岡﨑　世作 岡山南
山本　哲也 境			港
砂田　　忠 江			津
石田真知子 大			田
布野　規子 出雲中央

地区プログラム

青少年奉仕委員会

地区雑誌・広報委員会
◎齋藤　勝廣 益田西
○高橋　隆一 岡山南
髙原　　孝 美　作
阪本　文雄 備　前
大谷　英才 玉　野
森川　和樹 岡山丸の内

インターアクト委員会
◎永島　一忠 益			田
○光吉　　宏 岡山南
新谷　一彦 松江南
室谷　卓治 江　津
高橋　哲夫 鳥　取
藤澤　敏典 岡山西南
植田　三男 米子東
田原　隆盛 新			見
（アドバイザー）

地区拡大会員増強委員会
◎松本　祐二 益田西
○森田昭一郎 倉			敷
○森本　信一 津			山
ガバナー補佐

ローターアクト委員会
◎螺山　郁繁 浜			田
○國富郷太郎 岡山南
林　　光洋 岡			山
塚田　　隆 鳥取北
服島　龍男 米			子
渡辺　清二 倉敷南
川上　昌俊 津　山

職業奉仕委員会
◎森口　裕行 江			津
○小池　将文 岡山南
西川　憲雄 智			頭
長尾　知之 井			原
吉田　篤司 岡山旭川
川上　　大 松江東

地区資金委員会
◎能地　茂男 益田西
○砂田　治男 岡山南
須江　英典 津			山

2014-2015年度　（益田・益田西）

地区研修・セミナー
地区チーム ◎ 田中　正明
研修セミナー ○ 齋藤　寿章

PETS ◎ 高橋　和男
○ 青木　正美

地区研修・ ◎ 佐々木真孝
協議会 ○ 三浦百合子
地区指導者 ◎ 村上　誠一
育成セミナー ○ 青木　正美

（益田西）
地区HP・

月信出版委員会
◎藤田　正男
○藤原　博明
松倉　慎治
高橋　伴典
田中　正明
齋藤　勝廣

（益田西）

地区会計
◎能地　茂男 （会計長）
○永田　真司 （副会計長）
○田中　正明 （副会計長）

ロータリーの友地区代表委員
櫨山　義晧 益　田

（第5Ｇ）

地区大会実行委員会
◎右田　　明 益　田
○須藤　秀民 益田西
○矢冨　邦久 益　田
○松倉　慎治 益田西
藤原　博明 益田西
永島　一忠 益　田
森本　恭史 益　田
佐々井智惠子 益　田
永田　真司 益田西
高橋　伴典 益田西
岩谷百合雄 浜　田
大源　富夫 江　津
谷本　隆臣 大　田

ガバナー補佐会
第		１Ｇ 太田　　勝 倉吉中央
第		２Ｇ 福元　儀智 米子中央
第		３Ｇ 野津　洋三 松 江 南
第		４Ｇ 高砂　明弘 平	　 田
第		５Ｇ 中山　俊彦 浜			 田
第		６Ｇ 中村　莞爾 高　	 梁
第		７Ｇ 池上　　正 倉 敷 南
第		８Ｇ 中井　靖典 真			 庭
第		９Ｇ 駒澤　　勝 備			 前
第１０Ｇ 水内　淳一 岡 山 南
第１１Ｇ 笛木　久雄 岡山備南

（益田	・益田西	・江津	・大田）

地　　区　　幹　　事
代表幹事 須山　羚治 益田西 幹　　事 寺下　　衛 江　津
副代表幹事 藤原　博明 益田西 幹　　事 永野　雅博 大　田
副代表幹事 松本　浩二 益田西 庶務幹事 高橋　伴典 益田西
副代表幹事 能地　茂男 益田西 庶務幹事 松倉　慎治 益田西
副代表幹事 右田　　明 益　田 庶務幹事 田原　裕司 益　田

庶務幹事 松本　正人 益田西
幹　　事 村上　誠一 益田西 庶務幹事 青木　正美 益　田
幹　　事 須藤　秀民 益田西 庶務幹事 矢冨　邦久 益　田
幹　　事 高橋　和男 益　田 庶務幹事 三浦百合子 益田西
幹　　事 田中　正明 益田西 庶務幹事 大谷さなゑ 益田西
幹　　事 神一　紀道 益　田 庶務幹事 増野　泰樹 益　田
幹　　事 佐々木真孝 益田西 庶務幹事 森本　恭史 益　田
幹　　事 永島　一忠 益　田 庶務幹事 齋藤　寿章 益田西
幹　　事 森田　泰精 益　田 庶務幹事 佐々木啓之 江　津
幹　　事 森口　裕行 江			津 庶務幹事 青木　史郎 江　津
幹　　事 大久保博子 益田西 庶務幹事 棚岡　正人 大　田
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2014.	7.	7 現在
松本祐二ガバナー事務所

（敬称略）

End	Polio	Nowコーディネーター
（第 3ゾーン担当）

ロータリーカード・コーディネーター
（第3ゾーン担当）

恒久基金／大口寄付	アドバイザー
（第３ゾーン）

国際協議会　SAA
国際大会　　SAA

ロータリー公共イメージコーディネーター補佐

延原　　正 岡山南 森本　信一 津　山 鳥居　　滋 岡	山	東 伊藤　文利 倉　吉

地区ポール ･ハリス ･ソサエ
ティ ･コーディネーター
森田昭一郎 倉　敷

地区ヴァイスガバナー
森本　信一 津　山

国際大会推進委員会
◎伊藤　文利 倉			吉
○渡辺　好政 児			島
葛尾　信弘 松江東
森田昭一郎 倉			敷
森本　信一 津			山
ガバナー補佐 全　員

ロータリーカード
推進委員会

◎貴田　　茂 岡山南
永野　公之 岡山南
ガバナー補佐

地区表彰委員会RI会長賞
選考委員会※

※別途設定

地区危機管理委員会
◎中山　俊彦 浜　田
○水内　淳一 岡山南
佐藤　芳郎 岡山南
庄司　尚史 境　港
大久保博子 益田西
吾郷　浩之 大　田
永島　一忠 益　田
螺山　郁繁 浜　田
松本　浩二 益田西
齋藤　寛治 浜　田
佐和　洋亮 浜　田

☆ 坪内　　健 精神科医
☆ 小田川整子 元小学校長

（☆は	学識経験者）

地区研修委員会
◎葛尾　信弘 松江東
伊藤　文利 倉　吉
山本　茂生 出雲南

地区世界社会奉仕委員会
（DWCS)

◎延原　	　正 岡山南
○豊福　	晃正 津			山
○森本　	恭史 益　田

社会奉仕委員会
◎寺下　　衛 江　津
○野瀬　洋輔 岡山南
松本　　正 境　港
楢村　　徹 倉			敷
佐々木講治 岡			山
福間　正純 出			雲

国際奉仕委員会
◎齊藤　　寛 大			田
○山本　敬史 岡山南
後藤　　勇 松			江
本郷　紀之 真			庭
山本　浩一 倉吉中央
藤井　幸治 笠			岡
下山　武紀 津山西

クラブ奉仕委員会
（増強・職業分類）
◎森田　泰精 益			田
○宮下附一竜 岡山南
曽田　敏康 平			田
岩本　一正 赤			磐
都田　修史 米子中央
片山多実雄 児			島
中西　寛治 津山中央

地区ロータリー財団委員会
◎伊藤　文利 倉　吉

（地区R財団委員長代行アドバイザー） 鳥居　　滋 岡山東
松本　祐二 益田西
田儀　政司 益田西

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
理　事 ＊ 葛尾　信弘 松江東

9/5	まで 評議員 ＊ 伊藤　文利 倉　吉
9/5	以降 評議員 ＊ 延原　　正 岡山南

地区歴代ガバナー
1958 ＊ 久保田　豊　 長			崎
1959 ＊ 林　　為亮 徳			島
1960 ＊ 米原　　穰 鳥			取
1961 ＊ 空地　純一 姫			路
1962 ＊ 三宅徳三郎 高			松
1963 ＊ 越　　達三 尼			崎
1964 ＊ 正岡　　旭 広			島
1965 ＊ 竹原　二郎 山			口
1966 ＊ 古瀬　　庸 松			江
1967 ＊ 服部　克己 岡			山
1968 ＊ 坂口平兵衛 米			子
1969 ＊ 笠　潤一郎 			呉
1970 ＊ 西尾　栄治 下			関
1971 ＊ 遠藤嘉右衛門 出			雲
1972 ＊ 石田　辰巳 岡山南
1973 松本　卓臣 福			山
1974 ＊ 高取　利雄 徳			山
1975 ＊ 小合　康長 岡山西
1976 ＊ 和田　　直 広島南
1977 ＊ 小川　貞寿 倉			吉
1978 ＊ 川上儀三郎 松江南
1979 ＊ 西下　止夫 津			山
1980 ＊ 藤間　忠顕 鳥取北
1980 ＊ 西下　止夫 津			山
1981 ＊ 酒井　　壽 笠			岡
1982 ＊ 岡本　敏朗 岡			山
1983 ＊ 櫨山　富介 浜			田
1984 ＊ 高島　義顕 米			子
1985 ＊ 守屋　　清 倉			敷
1986 ＊ 中島　　保 岡山南
1987 ＊ 松崎　定夫 松			江
1988 ＊ 村江　正名 鳥			取
1989 ＊ 佐藤　　博 倉敷南
1990 ＊ 岡本　貴夫 岡山東
1991 山本　茂生 出雲南
1992 ＊ 谷口　　薫 鳥取北
1993 渡辺　好政 児			島
1994 ☆ 髙知　床志 岡山北
1995 ＊ 橋田　　勤 松江南
1996 ☆ 田村　健治 米			子
1997 橋本　　譲 倉			敷
1998 ＊ 大藤　　眞 岡			山
1999 ☆ 松田　直藏 浜			田
2000 ＊ 藤原　章夫 岡山西
2001 ＊ 米原　正博 鳥			取
2002 ＊ 武田　鐵也 倉敷南
2003 森　　嵩正 津			山
2004 ☆ 原　　久義 出			雲
2005 延原　　正 岡山南
2006 ＊ 新宮　彦助 米子東
2007 森下　和郎 総			社
2008 鳥居　　滋 岡山東
2009 葛尾　信弘 松江東
2010 ☆ 小林　完治 岡山西南
2011 伊藤　文利 倉			吉
2012 森田昭一郎 倉			敷
2013 森本　信一 津			山

（☆印は名誉会員　＊印は故人）
	（※印は退会）

地区ロータリー財団運営委員会
◎伊藤　文利 倉　吉
鳥居　　滋 岡山東
渡辺　好政 児			島
橋本　　譲 倉			敷
延原　　正 岡山南
森田昭一郎 倉			敷
森本　信一 津　山
松本　祐二 益田西
須山　羚治 益田西
佐藤　芳郎 岡山南
塚本　博視 岡山南
庄司　尚史 境			港
岡空　晴夫 境			港
中村　公彦 倉			敷

神﨑　信輔 津			山
田儀　政司 益田西
藤田　成美 岡山南

地区ロータリー財団
監査委員会

◎延原　	　正 岡山南
小池　	祥太 津　山
森本　	恭史 益　田
鳥越　	貞成 岡山後楽園

補助金小委員会
◎田儀　政司 益田西
○藤田　成美 岡山南
神﨑　信輔 津　山
中村　公彦 倉　敷
小林　健治 倉　吉
三村　元博 岡山西南

財団学友小委員会
◎河田　邦美 浜			田
○佐藤　治男 岡山南
田儀　政司 益田西

資金推進（ファンド・
レイジング）小委員会
◎田儀　政司 益田西
○小川　清弘 岡山南
甲斐　英則 鳥　取
蜂谷　泰祐 岡山西

職業研修チーム
小委員会（VTT）

◎寺戸　俊幸 益田西
○春木　　茂 岡山南
金山　　均 出雲中央
奥村　二郎 岡山城
大内　　茂 松江しんじ湖

地区財団資金管理
小委員会

◎村上　誠一 益田西
○田中　一宏 岡山南
加藤　幹夫 大　社
堀　浩太郎 松江南
吉岡　　博 新　見

ポリオプラス小委員会
◎田原　裕司 益			田
○大和　豊子 岡山南
沖　　　礼 倉　吉
双田　　直 岡山北
加藤　敏行 高　梁

米山記念奨学会委員会
◎齋藤　寛治 浜			田
○安井　英規 岡山南
西垣　佳則 鳥取中央
新宮　正朗 松江南
森元　幹雄 岡山東
古川　武志 岡山丸の内

＊公益財団法人Ｒ米山記念奨学会

◎委員長
○副委員長
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最重点目標

重 点 目 標

会員増強＝各クラブ３％の純増（３，３５３名達成）
（森本ガバナー年度達成予定者数3,255人に対して）

2014－2015年度　国際ロータリー第2690地区　地区目標

行事予定表

①出席率の向上
   年間平均　90%以上
②RI会長賞の取得
   地区内各グループ　1件以上（計11件以上）申請
③未来の夢計画推進
   地区内提案件数　40件以上
④End Polio Nowへの参加
   地域で広報・募金活動を実施（1クラブ1,500米ドル）
⑤ロータリー財団への取り組み
   年次基金への寄付　　　　　　150米ドル／人
   ポールハリスフェロー　　　　　　　　300人
   ポールハリスソサエティへの入会推進　　30人
   大口寄付の推進（10,000米ドル）　　5～10人
　べネファクター　70人（1クラブ1人）
⑥ロータリー・カード
   加入者数　1,300人
   ビジネスカードの加入および活用の推進

⑦ロータリーデーの開催と報告
　すべてのクラブがクラブホームページへの掲載、
　ソーシャルメディア
　（Facebook、twitter、YouTube等）への投稿
⑧青少年活動の報告
　すべてのクラブがクラブホームページへの掲載、
　ソーシャルメディア
　（Facebook、twitter、YouTube等）への投稿
⑨米山記念奨学会への取り組み
　普通寄付 　5,000円／人
　特別寄付 10,000円／人
　米山功労者 　　200人以上
⑩国際大会への参加
　ブラジル、サンパウロ国際大会への参加　30名以上

月　　日 行 事 名
  ７月  １日（火）

　ガバナー事務所開所 益田商工会議所 1F
　第１回ガバナー会議　　ガバナー・元・次期ガバナー懇談会
　ガバナー・ロータリーの友委員会・法人合同会議 グランドプリンスホテル高輪

  ７月  ２日（水） 　ロータリー財団地域セミナー
  ７月  ５日（土） 　インターアクト委員会・委員長会議 益田「三好家」

  ７月  ６日（日） ○第１回諮問委員会 ホテルグランヴィア岡山
　14 － 15 年度全国青少年交換委員長会議 品川プリンスホテル

  ７月２６日（土）～２７日（日） 　第 38 回インターアクト地区大会 パレス和光（江津）
  ８月  ２日（土） 　地区雑誌・広報委員長会議・地区雑誌広報委員会 ホテルサンパレス益田
  ８月１０日（日）～１１日（月） 　第３回全国インターアクト研究会 神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル
  ８月３０日（土）（予定） 　第１回青少年交換委員会
  ８月３１日（日） 　クラブ米山記念奨学委員長研修会 岡山全日空ホテル
  ９月  ５日（金） 　米山評議員会

  ９月  ７日（日） ○会員増強・Ｒ財団合同セミナー ホテルサンパレス益田○第１回ガバナー補佐会
１０月  ３日（金） ○地区大会記念親睦チャリティーゴルフ大会 金城カントリークラブ

１０月  ４日（土）
○地区大会　○第２回諮問委員会　○第２回ガバナー補佐会
○地区大会委員会　○地区指導者育成セミナー 島根県芸術文化センター「グラントワ」

○ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 ホテルサンパレス益田
１０月  ５日（日） ○地区大会  本会議 島根県芸術文化センター「グラントワ」
１１月  ９日（日） 　松江しんじ湖 RC20 周年 ホテル一畑
１１月２５日（火） 　ロータリー財団地域セミナー
１１月２６日（水）～２８日（金） 　ロータリー研究会

１２月  ６日（土）（予定） 　第２回青少年交換委員会
　青少年交換派遣学生選考会

１２月  ７日（日） 　児島 RC　５０周年

１２月１４日（日）

※第１回次期ガバナー補佐会 岡山コンベンションセンター※地区夢計画・補助金管理合同セミナー
○第３回諮問委員会 岡山全日空ホテル　佐藤ガバナーエレクト国際協議会出席壮行会

○松本ガバナー事務所　主催事業　　※佐藤ガバナーエレクト事務所　主催事業
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報告・送金などの主要事務（前期）　2014年7月～12月

事　　　　項 金額、等 期日 報告書等提出先 送金先
① 半期報告

（ 前期）
2014 年
７月１日

（ 後期）
2015 年
１月１日

ＲＩ日本事務局
（写）ガバナー事務所

② ＲＩへの人頭分担金 27ドル／人・半年 三井住友銀行新宿通支店
普通銀行 6733244
国際ロータリー日本事務局

③ 規定審議会特別分担金 1ドル／人・年
④ ロータリアン誌購読料 12ドル／人・半年

⑤ ロータリー米山記念奨学会への普通寄付 クラブで定めた金額 米山記念奨学会
三井住友銀行京橋支店
普通銀行 0920373
（公財）ロータリー米山記念奨学金

⑥ ｢ロータリーの友｣ 購読料 1,296 円／人・半年 ｢ロータリーの友｣ 事務所 請求書に記載された金融機関の口座

⑦ 入会者､ 退会者の変更事項 都度 ＲＩ日本事務局
（写）ガバナー事務所

① 地区資金 5,750 円／人・半年

（ 前期）
2014 年
７月１日

（ 後期）
2015 年
１月１日

松本ガバナー事務所
（明細書等、所定の
用紙を使用）

地区資金：
中途入会者は
翌月から起算して
月額 959 円

日本海信用金庫益田支店
普通 0131461
国際ロータリー第 2690 地区
ガバナー事務所
ガバナー 松本祐二（まつもとゆうじ）

② 日本ロータリー連絡委員会分担金 250 円／人・半年
③ 国際青少年交換委員会 800 円／人・半年
④ 青少年奉仕資金 1,000 円／人・半年
⑤ 世界社会奉仕資金 500 円／人・半年
⑥ ガバナー月信購読料 900 円／人・半年
⑦ 地区大会分担金　（※1） 5,000 円／人・年　
⑧ 規定審議会出席積立金 50 円／人・半年
⑨ 地区Ｒ財団事務所資金 650 円／人・半年
⑩ 出席報告 翌月15日
⑪ 月度報告 翌月10日
⑫ 例会場､ 例会日､ 事務所移転等の変更事項 都度 松本ガバナー事務所、他

｢ロータリーの友｣ 事務所

Ｒ
Ｉ
関
係
・
そ
の
他

地
区
関
係

＜主な変更点､ 等＞
　※ 1　地区大会分担金については､ 半年分ではなく､ １年分を一括でお願いします。（継続）
　※ 2　会員数は､ 2014 年 7 月 1 日現在のクラブ会員数でお願いします。（継続）

第2690地区のホームページを立ち上げています。
皆様からのアクセスをお待ちしております。
当地区のホームページにご意見などをお寄せください。
E-mail : office@rid2690.com

第2690地区ホームページのご案内
http://www.rid2690.com

ガバナー事務所 案内
●所在地	 〒698-0033
	 島根県益田市元町12-7　益田商工会議所1F
●連絡先	 TEL	0856-25-7269　FAX	0856-25-7268
	 E-mail:	offi		ce@rid2690.com
	 HP:	http://www.rid2690.com
●執務時間	 9 時 00 分～17時 00 分（土・日・祝日はお休み）
	 ガバナー　　　松本　祐二
	 地区代表幹事　須山　羚治

9 山陰本線

●市役所
商工会議所商工会議所

益田税務署

●市民学習センター

ろうきん● ●ろうきん● ●

益田駅

松本祐二ガバナー事務所

ガバナーエレクト事務所 案内
●所在地	 〒700-0821
	 岡山県岡山市北区中山下1-5-27　スカイパーキング3F
●連絡先	 TEL	086-201-2690　FAX	086-231-9580
	 E-mail:	sato-2690@ray.ocn.ne.jp
●執務時間	 10 時 00 分～16 時 00 分（土・日・祝日はお休み）
	 ガバナーエレクト　　佐藤　芳郎
	 次期地区代表幹事　塚本　博視
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今年度「ガバナー月信」について
今年度のガバナー月信は、インターネットと冊子で発信させ
ていただきます。
冊子については必要最小限のみの記載とさせていただき、
その他についてはインターネットにて発信させていただきます。
（http://www.rid2690.com）冊子分は出来るだけ簡素化し
て詳細はウェブで提供させていただきます。
以上、よろしくお願いします。

■ガバナー事務所
〒698-0033	島根県益田市元町12-7　益田商工会議所1F
TEL	0856-25-7269　FAX	0856-25-7268
E-mail：office@rid2690.com
HP：http://www.rid2690.com

（ホームページより PDF をダウンロードできます。）


