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ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

ロータリアンの行動規範

ロータリーの目的 
object of Rotary 

１．個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。

２．取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。

３．自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域

　　社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

４．ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。

５．ロータリーの会合、行事、活動においてハラスメントのない環境を維持し、ハラスメントの疑

　　いがあれば報告し、ハラスメントを報告した人への報復が起こらないようにする。

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。

具体的には、次の各項を奨励することにある 

〔第１〕 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。 

〔第２〕 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は全て価値あるものと認識し、 

社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。 

〔第３〕 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業及び社会生活において、日々、 

奉仕の理念を実践すること。 

〔第４〕 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、

平和を推進すること(RI定款第4条、標準クラブ定款第4条) 

四つのテスト THE FOUR-WAY TEST 

—言行はこれに照らしてから— 

Of the things we think, say or do 

１．真実かどうか ３．好意と友情を深めるか

Is it the TRUTH ?
Will it build GOODWILL 

and BETTER FRIENDSHIPS ?

２．みんなに公平か ４.みんなのためになるかどうか

Is it FAIR to all concerned ? Will it be BENEFICIAL to all concerned ?



ロータリーの使命

ロータリーの使命は、

職業人と地域のリーダーのネットワークを通じて、

人びとに奉仕し、高潔さを奨励し、

世界理解、親善、平和を推進することです。
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ジェニファー E. ジョーンズ
2022-23年度会長
Windsor-Roselandロータリークラブ
カナダ、オンタリオ州

ウィンザーにある Media Street Productions Inc. の創業者兼
社長。ウィンザー大学の理事長、ウィンザー・エセックス地
域商工会議所の会頭を務めたほか、その奉仕活動が称えられ、
YMCA Peace Medallion、Queen's Diamond Jubilee Medal
を受勲し、カナダ人初のウェイン州立大学 Pecemaker of the 
Year Award を受賞しました。また、法学の博士号（LL.D.）
を有しています。

女性初の会長に選出されるにあたり、ジョーンズ氏はロータリーの「多様性、公平さ、インクルー
ジョン（DEI）に関する声明」の重要性を理解しています。「多様性、公平さ、インクルージョ
ンを最優先し、女性会員や 40 歳未満の会員を増やすには、まずリーダー陣がこれを実践し、そ
のメンバー構成に反映させていく必要があります」とジョーンズ氏。「どちらの目標でも 2 桁の
成長を目指し、決してロータリーファミリー全体を見失わないようにします」

ジョーンズ氏は 1997 年にロータリーに入会し、RI 副会長、理事、研修リーダー、委員会委員長、
モデレーター、地区ガバナーを歴任しました。また、ロータリー強化諮問グループ委員長を務め、
ロータリーのブランド活性化の取り組みでリーダー的役割を担いました。現在は、ポリオ根絶
活動のために 1 億 5000 万ドルのファンドレイジングを目指す、「End Polio Now：歴史をつく
るカウントダウンキャンペーン委員会」の共同委員長を務めています。2020 年には、新型コロ
ナウイルス対応のためのファンドレイジングを目的とした「# ロータリーによる対応」（#Rotary 
Respondes）のテレソン（Telethon）を先導。このイベントは 65,000 人以上が視聴しました。

2022−2023年度　国際ロータリー会長
「イマジンロータリー」　過去は想像できません。未来を想像しましょう。
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2022−2023年度
地区スローガン「地域と世界でつながる力を磨き奉仕を実践しよう！」

地区目標　国際ロータリーの年次目標を達成する。

　国際協議会にて研修を受け、国際ロータリーの年次目標達成に向けて地区スローガンを
「地域と世界でつながる力を磨き奉仕を実践しよう」といたしました。
国際ロータリーテーマ「イマジンロータリー」。一人一人が、いかに明るい未来を想像し奉仕
をすることかと思います。想像をしてください。クラブの５年後、10年後もしくは15年後…、
クラブ会員は増えていますか？時代に即した魅力あるクラブになっているでしょうか。そのた
めに、クラブは戦略計画を、そして未来計画を立ててください。
　地域内にある他団体ともつながり、奉仕を実践してください。人道的支援活動を実践するた
めにロータリー財団の地区補助金を是非活用し、地域社会さらには世界とのつながりを持ち、
ロータリーの目的でもある「知り合いを広めることにより奉仕の機会とすること」を実践しま
しょう。共にＲＩ年次目標達成のために、力を合わせましょう。

2022−2023年度　地区強調事項

₁．「適応と改革を推進」
　　革新的なクラブまたは活動分野に基づくクラブ新設や変化をしましょう。
₂．「デジタル化の促進」
　　ロータリー活動が止まることないようハイブリッドを導入しましょう。
₃．「国際ロータリーで推進しロータリー財団で達成を目指す」
　　地区補助金・グローバル補助金を活用し地域や世界とつながりましょう。
₄．「DEI (多様性・公平さ・インクルージョン)を推進」
　　さまざまな障壁を取り除きましょう。（インクルージョンは会員増強のカギ）
₅．「行動規範の徹底」
　　ハラスメントをなくしましょう。影口・悪口・誹謗中傷はなくしましょう。

国際ロータリー第 2570 地区

ガバナー　村田　貴紀（2570パスポートRC）

2022−2023年度　国際ロータリー第2570地区ガバナー
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優先事項１「より大きなインパクトをもたらす」の目標
１．ポリオを根絶し、ロータリーの役割を強調する。

２．２025年までに恒久基金を20億2500万ドルとし、年次基金とポリオプラスヘの寄付を増やす。

３．特にロータリーの七つの重点分野において、新たなパートナーシップを築き、同分野で成果 

　を上げているクラブ、地区、国際プログラムおよびプロジェクトにスポットライトを当てる。

優先事項２「参加者の基盤を広げる」の目標
１．影響力を持った人びと、目的に基づき行動する人びと、世界を変える行動人としてのロー 

　タリーの国際的な立場を向上させる。

２．新しく革新的なクラプや参加を促す経路を新設し、発展させる。

優先事項３「参加者の積極的なかかわりを促す」の目標
１．個人的成長、リーダーシップ開発、奉仕、ネットワークづくりの機会を通じ、ロータリー 

　の中核的価値観を支える会員の参加促進ツールを向上させる。

２．特にロータリー、ローターアクト、インターアクトクラブのすべての参加者の連携を強める。

優先事項４「適応力を高める」の目標
１．バーチャルでのつながりの活用を支援・推奨し、対面式の会合、研修、ファンドレイジング、奉 

　仕プロジェクトを最適化する。

２．ロータリーファミリーのすべてのリーダーシップレベルで多様性、公平さ、インクルージョンが 

　実現できるよう取り組みを強化する。

３．ロータリーの奉仕提供およびボランティアリーダーシップの構成を見直し、効果を高め、責務お 

　よび説明責任の所在をより明確にする。

ロータリーのビジョン声明
私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の
中で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが
手を取り合って行動する世界を目指しています。

　2022−2023年度　　年　次　目　標
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　地区強調事項

１．「適応と改革を推進」
革新的なクラブまたは活動分野に基づくクラブの新設や変化をしましょう。
　国際ロータリーより会員の積極的な参加を促すために、ロータリーには「適応と改革」が必要と言
われております。変化を受け入れることは、新しいクラブのモデルを受け入れること、とジョーンズ
氏は語り、次年度に革新的なクラブまたは活動分野に基づくクラブを少なくとも二つ設立することを
次期ガバナーに求めました。既存クラブも時代に即して変化しましょう。
「クラブとロータリーでの体験に満足してもらえるように、会員が積極的に参加できるようにしま
しょう」

２．「デジタル化の促進」
ロータリー活動が止まることないようハイブリッドを導入しましょう。
　コロナ禍により、必要に迫られた状況下においてオンライン活用が採用されております。さらに日
常の中にもオンライン化の波も来ております。オンラインでの研修や会議なども良いところ悪いとこ
ろを合わせ持っておりますが、全国や世界とオンラインにて「つながる」ことにより「奉仕への機会
創出」になっている部分もございます。やはりオンラインでは充足できないリアルの良さも十二分に
ございます。リアルとオンラインを併用して頂き有事の際にも適応できることが重要です。「ロータ
リー活動が止まることないようにしましょう」

３．「国際ロータリーで推進しロータリー財団で達成を目指す」
地区補助金・グローバル補助金を活用し地域や世界とつながりましょう。
　ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、リーダーシップ開発、生涯にわたる友情こそが、目的
意識と熱意を生み出します。国際ロータリーとロータリー財団は両輪とも言われております。使命に
もございますが、国際ロータリーで推進をし、ロータリー財団で達成または構築することを意識して
頂き、奉仕の実践へ繋げて頂けたらと思います。「地域や世界を変える行動人であることを意識しよ
う」

４．「DEI（多様性・公平さ・インクルージョン）を推進」
さまざまな障壁を取り除きましょう。（インクルージョンは会員増強のカギ）
　ロータリーで私たちは、持続可能な良い変化を生むために人々が手を取り合って行動するというビ
ジョンの実現には、多様性があり、公平で、インクルーシブな文化を培うことが不可欠です。次年度
ＤＥＩの推進が最重点項目となっております。
「全てを受け入れる体制を強化しよう」

５．「行動規範の徹底」
ハラスメントをなくしましょう。影口・悪口・誹謗中傷はなくしましょう。
　ロータリアンの行動規範とＤＥＩの行動規範がございます。公式名簿の裏表紙にも長きに渡り記載
されていた奉仕の理念（理想）がございます。「思いやる気持ちを持ち人のために尽くす」とありま
す。特にロータリアンの行動規範第４項・５項に注視して頂きたく思います。
「改めてハラスメントのない地区を目指しましょう」
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　地区行動計画

１．会員基盤の強化と退会防止

２．女性会員と若い世代会員の増強

３．ロータリーの行動計画と認知度の向上

４．ロータリー財団への支援と補助金の活用

５．米山記念奨学会への支援

６．ラーニングセンターの活用

７．クラブ戦略計画の立案と推進

８．地区ポリオデーの実施

９．全クラブロータリー賞達成を目指す

１０．年次目標の達成

　地区戦略計画

ロータリーの新しい戦略計画を推し進めます
新しい計画には、力強い未来を協力して築くことへの行動を促す「行動計画」が含まれています。
この計画を通じて、行動人が手を取り合い、価値観を同じくする者同士がつながり、世界と自分自身
の中に持続可能な変化を生むために活動することで何が可能となるかを、私たちが認識することがで
き、ロータリーの伝統や価値観を払拭しようとするものではありません。
その目的は、
①　組織を強化することでロータリーの価値観を今後もずっと守ること、効果的な方策を用いる 
　　ことであらゆるレベルで組織を強化することです。
②ロータリーに参加するすべての人が有意義で価値ある経験ができるようにすること、そして、 
　　より大勢の人の暮らしと地域社会をより良くすることです。
③私たちは、世界により大きなインパクトをもたらし、参加者の基盤を広げ、参加者の積極的 
　　なかかわりを促し、適応力を高めて革新的になることを目指しています。ＲＩは２０２４年まで、 
　　これらの目標を達成するための数々のイニシアチブを模索、実施していきます。
この行動計画はロータリーのビジョン実現に向けた国際ロータリーと組織全体の活動を主眼としてい
ますが、その多くはクラブと地区のレベルにも当てはまります。

国際ロータリーの新たな行動計画の下、力を合わせ、将来により良い世界を築くためにロータリーが
大胆に取り組んでいきましょう。

各クラブでもこの行動計画と同じ優先事項を掲げていただくことが大切となります。クラブの計
画を立てる際には、これらの優先事項とその概念を考慮してください。クラブを、そして会員の
体験をできる限りベストなものに近づけるにはどうすればよいか考えてください。クラブが地域
社会に大きなインパクトをもたらす方法を考えたら、戦略計画立案ガイドをぜひご活用ください。
クラブが独自の行動計画を立てる際、この資料を参考にすることで、ロータリー全体の優先事項
と足並みをそろえ、共通目標を支えることができるでしょう。現会員や地域社会の人びとの参加
を最も効果的に増やすため、各クラブの事情やニーズに合った行動計画を立ててください。私た
ちはロータリーの行動計画を実行するにあたり、大胆かつ野心的でありたいと考えています。ク
ラブでも同じ姿勢で取り組んでいただけることを願っています。
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行　動　規　範

ロータリーの中核的価値観：親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ
この行動範囲は、ロータリーの中核的価値観を反映しており、世界のほぼすべての国からの、100以
上の異なる言語のロータリアンやローターアクターの責務を説明しています。ロータリーはこの規範
を守り、組織の成長とともにこの規範を発展させていくことに真摯に取り組んでいます。
中核的価値観と同じく、ロータリアンとローターアクターが、互いに、そしてロータリープログラム
参加者、学友、プロジェクトのパートナー、地域社会の人びとと接する際に、この行動規範を身を以
て示すことが求められます。本行動範囲は、すべてのクラブ、地域、ゾーン、国際ロータリーの会議、
研修、行事、そのほか会員がロータリーを代表する場、My ROTARYソーシャルメディアに適用され
ます。

期待事項
クラブ会員、そのほかロータリープログラムなどの参加者、学友、プロジェクトパートナー、ロータ
リー代表者は、この行動規範を守ること、思いやりを持つこと、すべての人が尊重され重んじられる
協力的でインクルーシブ、前向きで健全な環境づくりに貢献することを期待されます。
他者を尊重する言葉を使う
◦初対面の人には自己紹介をし、希望する人称代名詞（he/him/his,she/hers,they/them/theirs）な

ど、自分を指す際にどのような言葉が使われることを望むかを説明する。人の呼び方は、言いやす
いニックネームではなく、本人が希望する名前で呼ぶ。

◦大勢のグループの前で話す際には、ジェンダーの前提を避けるため、中性的な言葉を使う。
◦相手への理解を深めるために、アクティブリスニング（積極的傾聴）を実践する。
◦言葉の使い方を意識し、地域にあわせて順応させる。ある言葉遣いが、文化によって容認される場

合いもあれば、容認されない場合いもある。
◦文化によって翻訳不可能な俗語・隠語や慣用句の使用を避けたり、その意味を丁寧に説明したりす

ることで、ロータリーの多様な文化と言語を共有する。
◦わかりやすく話し、すべての人が理解できない可能性のある略語や専門用語は避ける。
◦相手の文化的背景、信仰、性的指向、ジェンダー、その他の特性に感心がある場合には、こうした

情報を共有することに抵抗がないかどうかを尋ねる。そのトッピングが会話の内容と関連がない場
合、尋ねるのを控える。

◦世代間の対話を促す雰囲気を助長し、人を年齢で言い表すのを避ける。
サポートを示す
◦他者の味方・擁護者となり、必要など思われる場合いには介入する心構えをもつ。
◦不適切な行為を見たり聞いたりした場合い、その影響を受けた人をサポートする形でその行為に対

する。
◦ロータリー会員としてこの行動規範を守り、これに沿った文化をクラブで築き、問題が起きた場合

はこれに対処する。
温かく迎え開放的な環境を助長する
◦バリアフリー対策ができている会場、同時通訳、字幕、および／または筆記、そのほかのリソース

を必要に応じて提供することによって、直接対面式またはオンラインで実施するいかなる会合、行
事、活動にも、すべての会員の参加者が全面的に参加できるようにする。
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◦クラブやプログラムの慣習を見直し、特定のグループに不快感を与えたり特定のグループを疎外し
たりするおそれのある活動を停止または変更する。

◦温かく迎える環境をつくり、対話、プロジェクト、行事にすべての人を含める。
◦可能な限り、アイコンタクト、表情、口調、個人空間、ジェスチャー、（体の）姿勢といった非言

語的なコミュニケーションに注意を払い、それがいかに人と接する能力や共感する能力に影響する
かを意識する。

◦まなざまな宗教における重要な日を認識し、それらの慣習に従っている人びとが参加できるように
配慮した形で行事や活動の予定を組む。

◦クラブと地域でリーダー的役割を担う機会をすべての人に聞く。または、地域社会のパートナー団
体と関わりあう。

多様性を重んじる
◦障害者に対するクラブでの認識、理解、受容を高める。
◦一つの文化や宗教と関連する奉仕プロジェクトや行事ばかりを実施するのではなく、多様な文化や

宗教の行事を祝う。
◦多様性と関連する重要な日を認識し、尊重する。
◦特定の人びとを固定概念にあてはめたり、からかったりすることを避ける。
◦異なるジェンダーを認識し、尊重する。

行動規範にかかわる懸念
この行動規範に反する行為があったと感じた場合い、Eメールでご連絡ください
（DEI.Inquiries@rotary.org）。

＊ここに挙げられた特性、ロータリ－章典「会合、行事、または活動におけるハラスメントのない環境」からの引用です。 
　ロータリー章典が改訂された場合、こんお行動規範も改訂されます。

成人ハラスメントの問題を報告する
ロータリー章典に従い、ロータリーは現在、会合、行事、活動においてロータリアンまたはロー
ターアクターがかかわるハラスメントの問題を報告するための以下の規程を定めています。

ロータリーは、いかなる形のハラスメントもない環境を維持することに力を注いでいる。ハラス
メントとは大まかに定義すると、個人まはたグループを、あらゆる特性＊（年齢、民族、人種、肌
の色、能力、宗教、社会経済的地位、文化、性別、性的指向、または性自認）に基づいて、言葉
であれ身体的であれ、中傷、屈辱、または攻撃する言動を指す。

成人がかかわるハラスメントのいかなる申し立てについても通知を受けた場合、またはハラスメ
ントを受けたと感じた場合、以下のステップに従ってください。
１、身の安全が脅かされていると感じる場合いは、警察に相談する。
２、クラブ役員（クラブ会長または幹事）、地区リーダー（地区ガバナーまたは地区ガバナーエ

レクト）、あるいはゾーンのリーダー（RI理事）に通知する。
３、問題について国際ロータリーのクラブ・地区支援室（cds@rotary.org）に報告する。
４、青少年がかかわるハラスメントまたは虐待の申し立てはすべて、72時間以内に国際ロータ

リーに報告（youthprotection@rotary.org）しなければならない。
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　ロータリーで私たちは、持続可能な良い変化を生むために人びとが手を取り合って行動する世界と

いうビジョンの実現には、多様性があり、公平で、インクルーシブ（包摂的）な文化を培うことが不

可欠であると理解しています。 

　私たちは多様性を重んじ、すべての背景、年齢、民族、人種、肌の色、障害、学習スタイル、宗教、

信条、社会経済的立場、文化、婚姻状況、使用言語、性別、性 的指向、ジェンダー自認だけでなく、

異なるアイデア、考え、価値観、信念を持つ人びとによる貢献を大切にします。 

　ロータリーへの入会、参加、リーダーシップの機会といった面で、歴史的に特定 のグループの人び

とが障壁に直面していたという点を認識し、すべての人が成功 のためのリソース、機会、ネットワー

ク、支援への必要なアクセスを得られるよう、地域社会でのパートナーシップも含め、ロータリーの

あらゆる側面で公平さ を促進していくことに私たちは全力を注ぎます。

　私たちは、すべての人が目に見える、または目に見えない本質的に独自の資質を備えていると信じ

ています。また、自分が大切にされているとすべての人が感 じ、帰属意識を持てるようなインクルー

シブな文化を築くことに尽力します。

　高潔性というロータリーの価値観に従い、ＤＥＩ（多様性、公平さ、インクルージョ ン）にいたる

旅路において組織として自分たちがどこにいるのかを正直かつ透明 性をもって見据えるとともに、こ

れからも学び、向上し続けていくことに全力を尽くします

ロータリーの多様性・公平さ・インクルージョンの取り組み

－ 8 －



ロータリーでは、ローターアクトクラブへの支援を強化し、ロータリーでのよりよい経験を提供する
ことを目指しています。これには、入会候補者からの問い合わせや紹介の受領・管理、ロータリー
財団補助金の利用、国際ロータリーと財団の奉仕賞への推薦、重要な事柄についてロータリーのリー
ダーからの直接的な連絡など、ローターアクトとしての新たな利点が含まれます。また、これに伴い、
新たな責務も発生します。2022-23ロータリー年度より、ローターアクトクラブの責務の一つに、国際
ロータリーへの会費の支払いが含まれます。

現在プロセスを最終化していますが、以下が主要なポイントとなります：

　●スケジュール：会費の請求書が年に一度、クラブに送られます。請求書送付の時期や算出基準日
については現在検討中です。

　●金額：年次会費は、大学基盤のクラブの場合は会員１名につき5米ドル、地域社会基盤のクラブ
の場合は会員１名につき８米ドルとなります。

　●請求書の送付方法：請求書は、クラブ役員にEメールで送られます。また請求書をMy ROTARY
からもご覧いただけるように現在改良を進めています。

　●支払い：ローターアクトクラブ役員は、ロータリークラブと同じ方法で支払いを行うことができ
ます。（電子送金、オンライン支払を含む）。

会費の支払いやその他のプロセスへの準備を円滑にするにあたり、以下のステップをご参照ください：

　１.会員リストが正確であることを確認する：各会員がクラブの会員基準を満たしているか、正規の
会員として留まる意向があるかを確認してください。

　２．現・次期のクラブ役員を特定し、任命する：現在では、クラブ管理を円滑に行うため、My  
ROTARYからローターアクトクラブ会長以外にも、幹事、会計、会員増強委員長、公共イメー
ジ委員長、奉仕プロジェクト委員長、財団委員長を任命することができます。

　３．2022年6月30日までにクラブ会員の情報をMy ROTARYで更新する：これにより、年度のクラ
ブ会員数が正確であることを確認し、請求書の発行前に必要な修正を加えることができます。す
べてのクラブ役員がMy ROTARYから会員情報の更新を行うことができます。

４．クラブがどのように会費を徴収・保管するか決定する：誰が会費を徴収するか、クラブは銀行口
座があるか、ない場合は開設する必要があるか、クラブにとってほかにやりやすい方法があるか、
といった点を検討してください。クラブ会員との話し合いと承認の後で、新しいプロセスをクラ
ブ細則に含めることを検討してください。

５．クラブが毎年どのように会費を支払うかを決める：クラブにとって最善の支払方法は何か、クラ
ブ会員の誰が支払いの責任を持つか、といった点を検討してください。

次ロータリー年度から始まるローターアクトの会費の支払いについて、今から準備を進めておくこと
をお勧めします。ローターアクトクラブが支払会費は、新しい提供物や業務に生かされるだけでなく。
ローターアクト会員へのより大きな価値の提供につながります。

詳しい情報は今後さらにお伝えしていきます。ご質問がありましたら、クラブ・地区支援担当部にご
連絡ください。

ロ ー タ ー ア ク ト
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ＲＩ会⻑ ジェニファーＥ、ジョーンズ(ウインザー、ローズランドＲＣ）
ＲＩ理事（22-23） 佐藤 芳郎 (岡⼭南ＲＣ）

第1地域ポリオ根絶コーディネーター  （本庄）

2020-23年 規定審議会代表議員  （本庄）
髙丹 秀篤 （深谷） ＲＩＪＹＥＭ 社員    （熊谷）

今泉清詞 ☆細井 保雄 （⾏⽥さくら） 公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会 評議員            
髙橋福八 ★新井 啓介 （⾏⽥さくら） 公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会 理事               
野中弘之 ロータリー文庫 運営委員会 顧問           
真下和男 清水 洋子 (2570Passport）  藤島 弘士 （越⽣⽑呂） ロータリーの友 地区代表委員             
加藤玄静  徳永 眞澄 （新所沢） R東⽇本⼤震災⻘少年⽀援連絡協議会 顧問    
⽴原 雅夫 ⽇向 秀一 (2570Passport） R東⽇本⼤震災⻘少年⽀援連絡協議会 副委員⻑        
鈴⽊ 秀憲 村⽥ 明美 (2570Passport） R東⽇本⼤震災⻘少年⽀援連絡協議会 委員    
中井 眞一郎 ☆ガバナー 直前ガバナー R東⽇本⼤震災⻘少年⽀援連絡協議会 委員    
坂本 元彦 栗原 雄一 （川越） ガバナーエレクト
⾼柳 育⾏ 島村 拓史 （川越）
前嶋 修身 ⼭本 庄一 （川越⼩江⼾）
細井 保雄 菊池 俊介 （川越⻄） 村⽥ 貴紀 （2570Passport）
茂⽊  正 齊藤 勇司 （鶴ヶ島）
相原 茂吉 齊藤 ⼤佑 （鶴ヶ島） ⽇向 貴一 （所沢）
水村 雅啓 細淵 克則 （入間） ☆⼭本 庄一 （川越⼩江⼾）

江崎 浩史 （新所沢）  栗原 雄一 （川越） ☆横⼭ 明美 （鶴ヶ島）
今泉 学之 （秩父）  菊池 俊介 （川越⻄） ★村⽥ 明美 (2570Passport）

☆真下 和男 （東松⼭） 廣拆 正美 （秩父）  齊藤 ⼤佑 （鶴ヶ島）
 ⻄川 孝博 （川越） 広拆 勝俊 （深谷東）
 ⿊⽥ 淳一 （⾏⽥） 中嶋 理恵子 （羽⽣）

石川 篤信 （羽⽣） ☆⾼橋 哲彦  （川越）
 坂口 孝  （川越）

☆坂口 孝 （川越）  和⽥ 尚也 （川越）
 忽滑谷 明 （入間）  中村 幹也 （坂⼾）
 清水 洋子 (2570Passport） ☆村⽥ 明美 (2570Passport）
監査 真下 和男  （東松⼭）

 ☆⽇向 秀一 (2570Passport） 島⽥ 錬

会⻑ ⽊島一也  村中 皓

第１グループ
⽥村 宏 （川越⻄）
第２グループ

ガバナー ⼭崎 一吉 （朝霞）
直前ガバナー 第３グループ

☆委員会委員⻑ ガバナーエレクト 白井 威 （⽇⾼）
地区研修リーダー 第４グループ

★委員会副委員⻑ ⻘少年プロジェクト統轄委員⻑ ⾦井 福則 (本庄）
⻘少年交換委員⻑ 第５グループ
ライラ・インターアクト委員⻑ 新井 裕喜 （羽⽣）
ローターアクト委員⻑
ロータリー財団統轄委員⻑
ロータリー⽶⼭記念奨学統轄委員⻑

            クラブ⽀援体制（ガバナー補佐・地区研修委員会）

☆菊池 俊介 （川越⻄） ☆宮本 伸子 （⾏⽥さくら）
★須⽥ 礼子 （本庄） ★宮原 俊介 （志⽊） (⾏⽥さくら） (熊谷南）
 沢⽥ 通 （川越）  ⼭⽥ 哲也 （川越）
 町⽥ 秀雄 （⽇⾼）  ⼩川修一郎 （川越）
 ⽇向 秀一 （2570Passport）  細⽥ 浩司 （入間） ☆�澤 �安 （川越） ☆中嶋 理恵子 （羽⽣） ☆⾼橋 貴子 (⾏⽥さくら） ☆⽥久保 眞理子 （熊谷）
 坂⽥ 光司 （深谷ノース）  ⼩坂 雅彦 （⽇⾼） ★⼭本 庄一 （川越⼩江⼾） ★安齋 治一郎 （寄居） ★竹内 英明 (富士⾒） ★中嶌 清 （鶴ヶ島）

 荻野 真仁 （寄居）  ⻄川 孝博 （川越）  ⼩川 唯一 (越⽣⽑呂）  須賀 昭夫 (川越）  櫻井 祐治 （本庄）
 菅間 俊彦 （川越⻄）  星野 秀也 (東松⼭）  赤坂 匠康 （寄居）
 栗原 忍 （朝霞） ☆細淵 克則 （入間）  野口 健吉 (東松⼭むさし）  清水 洋子 (2570Passport）
 前島 宏之 （飯能） ★佐橋 正⾏ （寄居）  ⻄川 和⼈ （志⽊）
 ⽇向 秀一 （2570Passport）  ⽇向 貴一 （所沢）  新倉 良之 (所沢東） ☆東 美栄 （狭⼭中央）
 谷⼭ 誠 （加須）  押野⾒ 孝道 (深谷） ★中村 重継 （⾏⽥さくら）
 ⼤谷 文孝 （⾏⽥さくら） ☆島村 拓史 （川越）  温井 康宏 (本庄）  京野 弘一 （川越）

★荒⽊ 和之 （朝霞）  川野 健⼈ (⾏⽥さくら）  ⼭崎 京子 （川越）
☆⼭口 和範 （東松⼭） ★有岡 俊⾼ （川越中央）   ○ガバナーエレクト  一柳 達朗 （入間）
★中川 潤 （新所沢）  村⽥ 明美 (2570Passport）
 白幡 英悟 (入間） ☆中村 幹也 (坂⼾）
 下境 将寛 （深谷） ☆鳥居 由美子 (所沢） ★後藤 賢治 (入間）
 堀口 雄一朗 （羽⽣） ★⽇向 美津江 (熊谷）  ⼩髙 章 (川越）

 江崎 浩史 （新所沢）  國分 学 (志⽊）
☆⽥島 博夫 (⾏⽥さくら）  ⻄浦 建貴 (志⽊）
★下妻 慶悟 (深谷）  ⽥中 幸彦 (志⽊）
 栗原 雄一 (川越）  中島 洋志 (所沢東）
 後藤 健 (入間）  上園 俊樹 (所沢東）
 藤原 秋夫 (飯能）
 ⾼畑 泰寿 (秩父）
 ⽥中 哲夫 (熊谷）
 ⻑島 豊 (⾏⽥さくら）

☆⼾髙 健司 (新座こぶし）

☆齊藤 ⼤佑 (鶴ヶ島）
★吉原 正洋 (坂⼾さつき）
 向井 宏倫 （鶴ヶ島）
 市川 ⼤ (鶴ヶ島）
 滝沢 文夫 （入間）
 ⾼⽥ 幸⽣ (深谷ノース）
 松岡 由浩 (⾏⽥さくら）

☆八⽊ 拓也 (川越）
★晝間 和弘 (入間）
 ⼩林 勇次郎 (川越）
 ⼩林 郡司 (⾏⽥）
 松本 裕史 (羽⽣）

☆鈴⽊ 幹枝 (東松⼭むさし）
★清水 佳代子 (⽇⾼）
 宮前 典子 (鶴ヶ島）
 友⽥ 雅明 (坂⼾さつき）
 ⼩澤 政治 (東松⼭むさし）
 ⾦子 展明 (秩父）
 半⽥ 太 (⾏⽥さくら）

奨学学友・平和フェロー委員会

推進委員会

こども家庭委員会

国際奉仕委員会

社会奉仕委員会

地域社会奉仕委員会

アイバンク担当

ブライダル担当

奉仕プロジェクト統轄委員会
委員⻑

職業奉仕委員会

ロータリー⽶⼭記念奨学統轄委員会
委員⻑

学友委員会

⻘少年プロジェクト統轄委員会

ライラ・インターアクト委員会

⻘少年交換委員会

委員⻑

資⾦推進・管理委員会

今泉 学之 (秩父） 坂口 孝 (川越）
委員⻑

ポリオプラス委員会

渡邊 藤男

補助⾦委員会

熊谷籠原RC 

ガバナーエレクト

地区副幹事

入間・所沢・飯能・新所沢・⽇⾼・所沢⻄
新狭⼭・所沢東・入間南・所沢中央・狭⼭中央

深谷・本庄・秩父・寄居・児玉・岡部
深谷東・川本・皆野⻑瀞・2570PRC・深谷ノース

DEI委員会

ローターアクト委員会

ローターアクトクラブ
川越RAC 会⻑

坂⼾RAC

ハラスメント調査委員会

ガバナーノミニー

東京国際⼤学

城⻄⼤学

⾼柳 育⾏ 
前嶋 修身 

ガバナー補佐  担当クラブ

川越・東松⼭・⼩川・坂⼾・越⽣⽑呂・川越⼩江⼾・川越⻄・鶴ヶ島
川越中央・坂⼾さつき・東松⼭むさし・川越⼩江⼾アクティブR衛星

地区研修リーダー
細井 保雄  (⾏⽥さくら）

地区研修委員会

⾏動規範担当

地区戦略計画委員会

地区ガバナー村⽥ 貴紀
（2570Passport）

熊谷・⾏⽥・羽⽣・加須・熊谷⻄
⾏⽥さくら・熊谷東・吹上・熊谷籠原・熊谷南

細井 保雄

真下 和男
齊藤 勇司
坂本 元彦
矢島 淳一
野口 健吉
⻄川 和⼈

⾼柳 育⾏ 

朝霞・志⽊・富士⾒・新座・和光・朝霞キャロット・新座こぶし
和光21幸魂R衛星

会員増強・IT推進委員会

☆ ⾼柳 育⾏     （本庄）

公共イメージ委員会 

ガバナーノミニー
（川越）

副ガバナー

(吹上）
(所沢）

（本庄）
（熊谷東）
（東松⼭）

（本庄）
（川越）

地区代表幹事

地区幹事

地区⼤会実⾏委員会

 ガバナー補佐
☆ガバナーエレクト

国際⼤会推進委員会

財団監査委員会

地区財務委員会

歴代地区幹事会

地区研修協議会ホスト

鈴⽊ 秀憲 (吹上）

五十幡  和彦

（⾏⽥さくら）

第２５７０地区 RC ５０クラブ 衛星C ２クラブ

2022-23年度 RID2570 地区組織図     （地区協承認済）

ＲＩＪＹＥＭ 一般社団法⼈国際ロータリー⽇本⻘少年交換多地区合同機構の略

（熊谷）

地区⼤会委員会

RLI⽇本⽀部
地区代表委員

地区ファシリテーター委員

RLI委員会

危機管理委員会

外部

（富士⾒）

(本庄）
（川越）

ロータリー財団統括委員会

ロータリー財団奨学学友・平和フェロー委員⻑

諮問委員会

（本庄）
（熊谷）

（入間）
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ＲＩ会⻑ ジェニファーＥ、ジョーンズ(ウインザー、ローズランドＲＣ）
ＲＩ理事（22-23） 佐藤 芳郎 (岡⼭南ＲＣ）

第1地域ポリオ根絶コーディネーター 
2020-23年 規定審議会代表議員  ⾼柳 育⾏ 
2020-23年 規定審議会補⽋議員  

髙丹 秀篤 （深谷） ＲＩＪＹＥＭ 社員   

☆細井 保雄 （⾏⽥さくら）
今泉清詞 ★新井 啓介 （⾏⽥さくら） 公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会 評議員            理事
髙橋福八 公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会 理事               評議員
野中弘之  藤島 弘士 （越⽣⽑呂） ロータリー文庫 運営委員会 相談役           
真下和男 清水 洋子 (2570Passport）  徳永 眞澄 （新所沢） ロータリーの友 地区代表委員             
加藤玄静 R東⽇本⼤震災⻘少年⽀援連絡協議会 顧問    
⽴原 雅夫 ⽇向 秀一 (2570Passport） R東⽇本⼤震災⻘少年⽀援連絡協議会 副委員⻑        
鈴⽊ 秀憲 村⽥ 明美 (2570Passport） R東⽇本⼤震災⻘少年⽀援連絡協議会 委員    
中井 眞一郎 ☆ガバナー 直前ガバナー R東⽇本⼤震災⻘少年⽀援連絡協議会 委員    
坂本 元彦 ガバナーエレクト
⾼柳 育⾏
前嶋 修身
細井 保雄 （川越⻄） 村⽥ 貴紀 （2570Passport）
茂⽊ 正 齊藤 勇司 （鶴ヶ島）
相原 茂吉 村⽥ 明美 (2570Passport）
水村 雅啓 細淵 克則 （入間）

江崎 浩史 （新所沢）
★村⽥ 明美 (2570Passport）

☆真下 和男 （東松⼭） 廣拆 正美 （秩父）
 ⻄川 孝博 （川越） 広拆 勝俊 （深谷東）
 ⿊⽥ 淳一 （⾏⽥） 中嶋 理恵子 （羽⽣）

石川 篤信 （羽⽣）  ☆⽇向 秀一
 ⾼⽥ 幸⽣
 水野 淳

委員 忽滑谷 明 （入間）
会計 清水 洋子 ☆村⽥ 明美 (2570Passport）
監査 真下 和男  （東松⼭）

 ☆⽇向 秀一 (2570Passport） 市川 雄也

会⻑ ⽊島一也  ⽥口 幸多

第１グループ
⽥村 宏 （川越⻄）

（熊谷南） 第２グループ
ガバナー ⼭崎 一吉 （朝霞）
直前ガバナー 第３グループ

☆委員会委員⻑ ガバナーエレクト 白井 威 （⽇⾼）
地区研修リーダー 第４グループ

★委員会副委員⻑ ⻘少年交換委員⻑ ⾦井 福則 (本庄）
ローターアクト委員⻑ 第５グループ
ロータリー財団統轄委員⻑ 新井 裕喜 （羽⽣）

            クラブ⽀援体制（ガバナー補佐・地区研修委員会）

☆宮本 伸子 （⾏⽥さくら）
★須⽥ 礼子 （本庄） ★宮原 俊介 （志⽊） (⾏⽥さくら） （新所沢） (熊谷南）

 町⽥ 秀雄 （⽇⾼）
 ⽇向 秀一 （2570Passport）  細⽥ 浩司 （入間） ☆中嶋 理恵子 （羽⽣） ☆⾼橋 貴子 (⾏⽥さくら） ☆⽥久保 眞理子 （熊谷）
 坂⽥ 光司 （深谷ノース）  小坂 雅彦 （⽇⾼） ★安齋 治一郎 （寄居） ★竹内 英明 (富士⾒） ★中嶌 清 （鶴ヶ島）

 荻野 真仁 （寄居）  小川 唯一 (越⽣⽑呂）  須賀 昭夫 (川越）  櫻井 祐治 （本庄）
 菅間 俊彦 （川越⻄）  星野 秀也 (東松⼭）  赤坂 匠康 （寄居）
 栗原 忍 （朝霞） ☆細淵 克則 （入間）  市川 治子 (越⽣⽑呂）  清水 洋子 (2570Passport）
 前島 宏之 （飯能） ★佐橋 正⾏ （寄居）  野口 健吉 (東松⼭むさし）
 ⽇向 秀一 （2570Passport）  ⻄川 和⼈ （志⽊） ☆東 美栄 （狭⼭中央）
 谷⼭ 誠 （加須）  新倉 良之 (所沢東） ★中村 重継 （⾏⽥さくら）
 ⼤谷 文孝 （⾏⽥さくら） ☆荒⽊ 和之 （朝霞）  押野⾒ 孝道 (深谷）  京野 弘一 （川越）

★有岡 俊⾼ （川越中央）  温井 康宏 (本庄）  ⼭崎 京子 （川越）
☆⼭口 和範 （東松⼭）  村⽥ 明美 (2570Passport）  川野 健⼈ (⾏⽥さくら）  一柳 達朗 （入間）
★中川 潤 （新所沢）   ○ガバナーエレクト
 白幡 英悟 (入間） ☆鳥居 由美子 (所沢）
 下境 将寛 （深谷） ★⽇向 美津江 (熊谷）
 堀口 雄一朗 （羽⽣）

☆⽥島 博夫 (⾏⽥さくら）
★下妻 慶悟 (深谷）
 栗原 雄一 (川越）
 後藤 健 (入間）
 ⾼畑 泰寿 (秩父）
 ⽥中 哲夫 (熊谷）
 ⻑島 豊 (⾏⽥さくら）

☆⼾髙 健司 (新座こぶし）

☆齊藤 ⼤佑 (鶴ヶ島）
★吉原 正洋 (坂⼾さつき）
 向井 宏倫 （鶴ヶ島）
 市川 ⼤ (鶴ヶ島）
 滝沢 文夫 （入間）
 ⾼⽥ 幸⽣ (深谷ノース）
 松岡 由浩 (⾏⽥さくら）

★晝間 和弘 (入間）

 小林 郡司 (⾏⽥）
 松本 裕史 (羽⽣）

☆鈴⽊ 幹枝 (東松⼭むさし）
★清水 佳代子 (⽇⾼）
 宮前 典子 (鶴ヶ島）
 友⽥ 雅明 (坂⼾さつき）
 小澤 政治 (東松⼭むさし）
 ⾦子 展明 (秩父）
 半⽥ 太 (⾏⽥さくら）

五十幡  和彦

（⾏⽥さくら）

第２５７０地区 RC ５０クラブ 衛星C ２クラブ

2022-23年度 RID2570 地区組織図    （地区協承認後辞退） 

ＲＩＪＹＥＭ 一般社団法⼈国際ロータリー⽇本⻘少年交換多地区合同機構の略

（熊谷）

地区⼤会委員会

RLI⽇本⽀部
地区代表委員

地区代表ファシリテーター

RLI委員会

危機管理委員会

外部

（富士⾒）

(本庄）
（川越）

ロータリー財団統轄委員会

ロータリー財団奨学学友・平和フェロー委員⻑

諮問委員会

（本庄）
（熊谷）

（入間）

副ガバナー

(吹上）

（本庄）
（熊谷東）
（東松⼭）

（本庄）
（川越）

地区代表幹事

地区幹事

鈴⽊ 秀憲 (吹上）

（川越）

地区研修リーダー
細井 保雄  (⾏⽥さくら）

地区研修委員会

地区戦略計画委員会

熊谷・⾏⽥・羽⽣・加須・熊谷⻄
⾏⽥さくら・熊谷東・吹上・熊谷籠原・熊谷南

⾼柳 育⾏ 

朝霞・志⽊・富士⾒・新座・和光・朝霞キャロット・新座こぶし
和光21幸魂R衛星

（本庄）
（本庄）

（⾏⽥さくら）
（本庄）

(2570Passport）
（深谷ノース）
（深谷ノース）

⾏動規範担当

補助⾦委員会

ガバナーエレクト

地区副幹事

入間・所沢・飯能・新所沢・⽇⾼・所沢⻄
新狭⼭・所沢東・入間南・所沢中央・狭⼭中央

深谷・本庄・秩父・寄居・児玉・岡部
深谷東・川本・皆野⻑瀞・2570Passport・深谷ノース

DEI委員会

ローターアクト委員会

ローターアクトクラブ
川越RAC 会⻑

城⻄⼤学RAC 会⻑

ハラスメント調査委員会

ガバナーノミニー

東京国際⼤学

城⻄⼤学

細井 保雄
茂⽊ 正 

ガバナー補佐  担当クラブ

川越・東松⼭・小川・坂⼾・越⽣⽑呂・川越小江⼾・川越⻄・鶴ヶ島
川越中央・坂⼾さつき・東松⼭むさし・川越小江⼾アクティブR衛星

ガバナーノミニー

☆渡邊 藤男

(所沢）

奨学学友・平和フェロー委員会

推進委員会

こども家庭委員会

国際奉仕委員会

社会奉仕委員会

地域社会奉仕委員会

アイバンク担当

ブライダル担当

奉仕プロジェクト統轄委員会
委員⻑

職業奉仕委員会

ロータリー⽶⼭記念奨学統轄委員会
委員⻑

学友委員会⻘少年交換委員会

資⾦推進・管理委員会

委員⻑

ライラ・インターアクト委員会

⻘少年プロジェクト統轄委員会
委員⻑

ポリオプラス委員会

渡邊 藤男

地区ガバナー村⽥ 貴紀
（2570Passport）

(2570Passport）

 江崎 浩史

細井 保雄
前嶋 修身
真下 和男
齊藤 勇司
坂本 元彦
矢島 淳一
野口 健吉
⻄川 和⼈

熊谷籠原RC 

会員増強・IT推進委員会公共イメージ委員会 

地区⼤会実⾏委員会

 ガバナー補佐
☆ガバナーエレクト

国際⼤会推進委員会

財団監査委員会

地区財務委員会

歴代地区幹事会

地区研修協議会ホスト
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2022～2023年度　国際ロータリー第2570地区　年間活動予定表

　月　　日　 曜日　時間
2022年

７月
10日 （日）

13：30〜
14：00〜

24日 （日）

８月

６日 （土）
７日 （日）
20日 （土）
28日 （日）

９月
18日 （日）
22日 （木）

下旬

10月

上旬
２日　（日）
８日 （土）
15日 （土）
16日 （日）

11月

３日 （木）4日の可能性あり
６日 （日）

上旬
中下旬

27日 （日）
下旬

12月
４日 （日）15：00〜
11日 （日）

2023年

１月

７日 （土）
８日 （日）
14日 （土）
15日 （日）
22日 （日）

後半
下旬
下旬

２月

上旬
３日 （金）
11日 （金）
18日 （土）
25日 （土）

日時未定

３月

₄日 （土）
11日 （土）

後半

春休み期間

４月

２日 （日）

８日 （土）
９日 （日）

下旬

５月
13日 （土）
14日 （日）

中旬

６月

３日 （土）
４日 （日）詳細未定

日時未定
日時未定

17日 （土）

7/15　現在

担当委員会名 内　　　容 場　　所

米山記念奨学委員会 第1回米山記念奨学部門セミナー アルカーサル迎賓館川越
青少年交換委員会 留学説明会 紫雲閣
社会奉仕・こども家庭委員会 社会奉仕・こども家庭委員会合同セミナー
ロータリー財団委員会 第１回オリエンテーション ウェスタ川越
青少年交換委員会 次年度交換留学生選考試験 国立女性教育会館
危機管理委員会 危機管理セミナー ウェスタ川越
青少年交換委員会 第１回オリエンテーション・開校式 国立女性教育会館
ロータリー財団・国際奉仕委員会 ロータリ財団・国際奉仕委員会合同セミナー 紫雲閣
ガバナー、地区大会委員会 地区大会 帝国ホテル東京
会員増強・IT推進委員会 ハイブリッド型マニュアル等の提供 ネット上
社会奉仕委員会 ブライダルパーティ
青少年交換委員会 第２回オリエンテーション
ロータリー財団委員会 第２回オリエンテーション ウェスタ川越
RLI委員会 DＬ研修 ウェスタ川越
こども家庭委員会・ロータリー財団委員会 ポリオデーSLジャック 秩父鉄道
青少年交換委員会 第３回オリエンテーション　東松山３Dayマーチ
RLI委員会 DＬ研修 ウェスタ川越
国際奉仕委員会 現地視察準備委員会
国際奉仕委員会 国際支援事業現地視察 タイ
RLI委員会 DＬ研修 ウェスタ川越
社会奉仕委員会 社会奉仕セミナー
ロータリー米山記念奨学委員会 第１回米山記念奨学部門カウンセラー会議 アルカーサル迎賓館川越（予定）
青少年交換委員会 第４回オリエンテーション　Xmasパーティ

青少年交換委員会 第５回オリエンテーション 国立女性教育会館

ロータリー米山記念奨学委員会 次年度新規ロータリー米山記念奨学生選考試験 国立女性教育会館

職業奉仕委員会 職業奉仕セミナー
RLI委員会 RLIパートⅠ
国際奉仕委員会 現地視察準備委員会
会員増強・IT推進委員会 第1回地区内若手会員交流会（予定） ハイブリット開催予定
国際奉仕委員会 国際支援事業現地視察 ベトナム・台湾
青少年交換委員会 第６回オリエンテーション　節分祭
第５グループ IM（インターシティミーティング）
第４グループ IM（インターシティミーティング）
ロータリー財団委員会 第３回オリエンテーション ウェスタ川越
公共イメージ委員会 講演会
ロータリー米山記念奨学委員会 2022年度米山記念奨学生修了式・送別会
ロータリー財団委員会 第2回R財団セミナー＆補助金管理セミナー ウェスタ川越
RLI委員会 RLIパートⅡ

ロータリー米山記念奨学委員会 第７回オリエンテーション
京都・奈良日本文化研修（2泊3日）

社会奉仕委員会 ブライダルパーティ
ロータリー米山記念奨学委員会 新米山記念奨学生・オリエンテーション
ロータリー米山記念奨学委員会 オリエンテーション・カウンセラー会議
ロータリー財団委員会 第４回オリエンテーション ウェスタ川越
青少年交換委員会 第８回オリエンテーション
会員増強・IT推進委員会 第２回地区内若手会員交流会（予定） ネット上
ロータリー財団委員会 第1次選考試験（申請書類審査・語学能力）　 ウェスタ川越
青少年交換委員会 第９回オリエンテーション
RLI委員会 RLIパートⅢ
ロータリー財団委員会 地区役員会議（地区補助金申請審査）
第2570地区学友会 ロータリー米山記念奨学会事業学友総会
青少年交換委員会 第10回オリエンテーション・埼玉県知事訪問
青少年交換委員会 第11回オリエンテーション・閉校式
ロータリー米山記念奨学委員会 秩父・ロータリーの森清掃活動 羊山公園
ロータリー財団委員会 第５回オリエンテーション ウェスタ川越

備考）上記一覧はガバナー、各クラブ会長、会長エレクトなどに出席要請される活動であり、委員会単独活動を表記しておりません。
※第₁グループ・第₂グループ・第₃グループ　ＩＭ追加予定
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2022-23年度　　　地　区　予　算
費　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　額

備　　　考
款 項 目 節 款 項 目 節

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　収入計 43,711,000
賦課金 43,710,000 28,200 円× 1550 名
雑収入 1,000

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出計 43,711,000
外部分担金　　　　　　　　　　　　　　小計 1,108,250

ロータリー連絡費 310,000 200 円× 1550 名
ロータリー文庫運営費 465,000 300 円× 1550 名
ＲＩＪＹＥＣ維持協力費 310,000 200 円× 1550 名
平和奨学生支援金 23,250  15 円× 1550 名

地区管理運営費　　　　　　　　　　　　小計 24,675,000
地区大会運営費 10,850,000 7,000 円× 1550 名
地区研修・協議会運営費 1,457,000 940 円× 1550 名
エレクト活動費 1,500,000
地区事務所運営費 7,750,000 5,000 円× 1550 名
ガバナー月信発行費 1,500,000
会議費及び資料費 318,000
通信費 1,000,000
雑費 200,000
予備費 100,000

委員会別活動費　　　　　　　　　　　　小計 12,854,000
研修委員会 200,000

会議等活動費 200,000
ＤＥＩ委員会 200,000

会議等活動費 200,000
ＲＬＩ委員会 300,000

会議等活動費 300,000
戦略計画委員会 100,000

会議等活動費 100,000
ローターアクト委員会 704,000

会議等活動費 704,000
会員増強・ＩＴ推進委員会 450,000

会議等活動費 300,000
セミナー 150,000

公共イメージ委員会 1,300,000
会議等活動費 300,000
事業費 1,000,000

職業奉仕委員会 300,000
セミナー費 250,000
委員会活動費 50,000

社会奉仕委員会 750,000
セミナー費 300,000
委員会活動費 300,000
ウクライナ復興支援募金箱 150,000

国際奉仕委員会 680,000
委員会活動費 464,000
セミナー費 216,000

こども家庭委員会 450,000
セミナー費 50,000
世界ポリオデー事業費 100,000
委員会活動費 300,000

青少年プロジェクト統轄委員会 5,520,000
ライラ・インターアクト委員会 1,050,000
青少年活動費 2,500,000
青少年交換委員会 1,970,000

ロータリー財団委員会 1,150,000
世界ポリオデー事業費 300,000
会合費・セミナー費 650,000
学友会活動費 100,000
奨学候補生費用 100,000

ロータリー米山記念奨学委員会 750,000
会議費・セミナー費 200,000
推進委員会 200,000
奨学学友委員会 350,000

地区活動費　　　　　　　　　　　　　　小計 5,073,750
人道的支援広報費 900,000
地域活性化広報費 900,000
危機管理委員会 100,000
ＲＩ会長テーマ推進費 500,000
規定審議会繰入費 200,000
ロータリー希望の風奨学金 1,000,000
地区記念誌繰入金 200,000
合同役員会議費 500,000
雑費 200,000
予備費 573,750

差引残高 ０ ０
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2022-2023年度　ガバナー公式訪問スケジュール

日 曜 ７月 日 曜 ８月 日 曜 ９月 日 曜 10 月 日 曜 11 月 日 曜 12 月

１ 金 １ 月 新狭山（夜） １ 木 １ 土 １ 火 越生毛呂 1 木

２ 土 ２ 火 ２ 金 ２ 日 ２ 水 2 金

３ 日 ３ 水 志木 ３ 土 ３ 月 和光 ３ 木 文化の日
青少年東松山３Day マーチ 3 土

４ 月 ４ 木 本庄（昼）
入間（夜） ４ 日 ４ 火 羽生 ４ 金 4 日

５ 火 ５ 金 熊谷 ５ 月 ５ 水 ５ 土 5 月

６ 水 ６ 土 ６ 火 ６ 木 ６ 日 6 火

７ 木 ７ 日 ７ 水 ７ 金 ７ 月 7 水

８ 金 ８ 月 ８ 木 東松山・小川・
東松山むさし ８ 土 ８ 火 吹上 8 木

９ 土 ９ 火 入間南 ９ 金 富士見 ９ 日 ９ 水 9 金

10 日 10 水 10 土 10 月 スポーツの日 10 木 10 土

11 月 11 木 山の日 11 日 11 火 行田さくら 11 金 11 日

12 火 12 金 12 月 朝霞キャロット
（夜） 12 水 熊谷西・熊谷東・

熊谷籠原・熊谷南 12 土 12 月

13 水 13 土 13 火 13 木 13 日 13 火

14 木 14 日 14 水 新座こぶし 14 金 14 月 14 水

15 金 15 月 15 木 川越小江戸・
川越西 15 土 15 火 朝霞 15 木

16 土 16 火 16 金 16 日 16 水 16 金

17 日 17 水 17 土 17 月 17 木 17 土

18 月 海の日 18 木 18 日 18 火 18 金 18 日

19 火 川越 19 金 19 月 敬老の日 19 水 19 土 2570 パスポート 19 月

20 水 20 土 20 火 20 木 新座 20 日 20 火

21 木 21 日 21 水 21 金 21 月 21 水

22 金 22 月 22 木 地区大会 22 土 22 火 22 木

23 土 23 火 23 金 秋分の日 23 日 23 水 勤労感謝の日 23 金

24 日 社会奉仕・こども家庭
合同セミナー 24 水 鶴ヶ島（昼）　

坂戸さつき（夜） 24 土 24 月 児玉 24 木 24 土

25 月 川越中央（夜） 25 木 坂戸 25 日 25 火 所沢・新所沢・所沢東・
所沢西・所沢中央 25 金 25 日

26 火 深谷・岡部・
深谷東・深谷ノース 26 金 狭山中央 26 月 26 水 加須 26 土 26 月

27 水 寄居・川本　　　 27 土 27 火 秩父・皆野長瀞   27 木 27 日 27 火

28 木 行田 28 日 米山 さきたま古墳
青少年 開校式 28 水 28 金 28 月 28 水

29 金 29 月 29 木 29 土 29 火 29 木

30 土 30 火 30 金 30 日 30 水 30 金

31 日 31 水 飯能・日高　　 　 　 31 月 31 木

上　期
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国際ロータリー第2570地区
　地区大会開催案内

皆様のご参加を
お待ちしております

本会議　12:00～
懇親会　18:00～

2022年9月22日㈭

場所：帝国ホテル
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