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北太平洋無着陸横断・世界初の飛行機

飛行機 『ミス・ビードル号』
今月号の表紙をご覧いただけたでしょうか？少し太っていてなんとも言えない味わいのある赤
い機体は、ミス・ビードル号です。1931年10月5日に青森県三沢市淋代海岸を離陸したミス・
ビードル号は、41時間をかけてワシントン州ウェナッチ市に着地しました。北太平洋を無着陸
で横断した最初の飛行機でした。約3,600リットル（ドラム缶18本分！）もの燃料を小さな機
体に積むために小太りなんですね。また、重さや空気抵抗をを減らすために車輪を飛行中に
切り離す機能もあって、ワシントン州に着いたときは胴体着陸を行ったと言います。
今年はその80周年の年です。三沢市の淋代海岸には離陸の地の記念として、この飛行機の
実物大の模型が置かれていましたが、先の東北大震災による津波でこなごなに破壊されてし
まいました。しかし、ミス・ビードル号の復元機はもちろん健在です。その赤い機体は、大震災に
も負けることなく、現在青森県立三沢航空科学館で一般公開され、デモフライトも計画されて
います。日米の架け橋として、大震災の復興のシンボルとして、私たちロータリアンが注目する
のにふさわしい飛行機ではないでしょうか。
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会員増強・拡大月間に寄せて

国際ロータリー第2840地区
2011-2012 年度

ガバナー 安藤 震太郎

　新年度が始まり一ヶ月が経過いたしました。公式
訪問はまだ始まったばかりですが、群馬県内47クラ
ブを全て訪問させていただける貴重な機会に感謝し
毎日を大変有意義に過ごしております。
　さて、今月は｢会員増強･拡大月間｣であります。
会員増強の必要性は誰もが認識しており、会員増
強は全ての会員の永年の課題であります。実際ここ
10年間世界の会員は120万人からほとんど増加し
ておりません。日本においても減少が続いており、
特に東日本大震災がどのような影響を及ぼすのか
懸念するところであります。
　本年1月のサンディエゴの国際協議会において、
ジョンＣスマージＲＩ理事の会員増強に関する講演
がありました。スマージ理事は、会員増強について語
られる際必ず言及される【1,会員維持 2,若年会員の
入会促進 3,新会員教育の必要性】の3点について、
実はこの3つの問題は早いものでは90年も前（ロー
タリー創立からわずか16年後）からRI会長が言及し
ていた事実を紹介し、会員増強の課題は変わってい
ないにも関わらず、それらが真剣に考えられていない
と指摘しています。事実、ここ7年間で見ると、驚くこ
とに会員数はわずか226名しか増えておりません。し
かも7年間で110万人もの新会員を迎えているにも関
わらずです。穴の開いたバケツと化してしまったかの

ような現状に、我々はどのように対処すれば良いので
しょうか。スマージ理事は会員の勧誘と維持そのも
のを目的とするのではなく、私たち自身がロータリー
とはどのような団体なのか理解する事から始めなけ
ればならないと言います。自らがロータリーの活動を
真に理解し、魅力を感じていなければロータリーを
知らない方へ魅力を伝える事などできません。また、
各クラブが会員を満足させるものでなくてはなりませ
ん。ビジネスに例え、会員を顧客とするならば、顧客
の満足が得られなければ客は他に取られてしまいま
す。各クラブは活動を見直し、長所を伸ばし、短所は
切り捨てる決断も必要でしょう。さらに、看板商品と
なるような共通の目標を掲げることも魅力あるクラ
ブへと繋がります。
　私は地区目標の第一と第二に「ロータリーを学び
ましょう」そして   　「魅力あるクラブ創りに勤めましょ
う」と掲げました。ロータリーの持続的発展と会員の
維持拡大に必要不可欠と思ったからであります。この
月間にもう一度ロータリーを学び、活動を見つめ直し
ましょう。スマージ理事の言葉を借りれば『ロータ
リーとは誰なのか』をもう一度考えてみましょう。
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会員組織強化委員長

松倉 紘洋
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　会員の皆さまには、連日の猛暑にも負けず益 ご々清
祥のこととお慶び申し上げます。
　さて、今月は『会員増強月間』です。
　当地区では、去る6月19日（日）エテルナ高崎におい
て、『会員増強セミナー』を、各クラブ会長、エレクト、会
員増強委員長、クラブ研修リーダーの方々総勢150名
の参加を得て、盛大に且つ熱心に受講して頂きました。
　想えば、私のガバナー年度（08～09）李東建RI会長
は、2008年7月７日（日）東京のホテルグランパシフィッ
クLE DAIBAで “RI会長主催会議（会員増強）－東京” 
を世界の中で第1回目として開催したのです。
　李会長は、1996年地区ガバナーとして32のクラブを
創り、1800人の会員増強を達成し、世界のリーダーと
なったのです。そして、「それぞれのクラブが、新しい方
法を会員増強について検討して頂きたい。」と力強く述
べられました。
その会議に参加され、「従来、会員増強といいながらも
結局誰も動かなかった。会員増強は、会長、幹事、会員
増強委員長が必死でやるのみ、皆さん本気でやって下
さい。」と熱弁をふるった方が今回の講師、伊藤秀雄氏
でありました。
　さあ、行動に移しましょう。それも速やかに・・・
　さて、日本のロータリアンにとって、歓迎し大いに喜ぶ
べきこと！それは、田中作次氏が2012－13年度RI会長エ
レクトに選ばれたことでしょう！本年ニューオリンズで

開催された国際大会、第4回本会議において受諾演説
を行い「私は、ロータリーに入会して以来ロータリーの
奉仕で新たなチャレンジがあるたびにそれを受け入れ
てきました。私にとってチャレンジは、最も重要な言葉で
す。チャレンジすることで意欲を燃え立たせ、自分の力
を最大限に引き出し、さらに多くのことを成し遂げるこ
とができるのです。」と、始めました。そして、「世界各地
に34,000のクラブがあります、それらのクラブの力強
い活動があってこそ、世界に大きな影響を与えていくこ
とができるのです。」と、ロータリーの強みについて語ら
れました。
　「私たちがロータリーにとどまる理由は、ロータリー
が私たちの心を満たし、人生の意味を与えてくれるから
です。誰も一人で生きることはできません、何らかの形
で他者と結ばれ、助け合っているから、私たちは生きて
いけるのです。」そして、この度の東日本大震災の支援
に対する謝意を述べられ、「一番幸せなのは、良き友人
に囲まれ喜びとともに仕事し、自分の持てるものに感謝
し、人を助けることのできる人たちです。ロータリーを
通じてこれらの答えを見いだすことができます。」と、語
りかけました。
　田中作次RI会長を輩出する日本のロータリーとして、
チャレンジの心を大切に、活力あるクラブ、魅力あるク
ラブづくり、そして魅力あるロータリアンになるよう力
を注ぎましょう。
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ロータリアンの皆様こんにちは。
さて、2013年に開かれます規定審議会に提出する立法案を各クラブ様でご検討頂いていることと存じますが、ガバナー事務
所への提出締め切りは、8月31日となっておりますので、改めましてお知らせ致します。
また、規定審議会立法案に関する地区で把握している情報を下記にお知らせ致しますので、今後のご検討にお役立て頂けれ
ば幸いです。

1. 各クラブは2011.8.31までに地区へ提出する。
2. 規定審議会立法案検討委員会は2011.9.10に
　 立法案を5件に集約する。
　　（1地区で提案できる立法案は5件まで）
3. 2011.10.9地区大会で承認する。
4. 2011.12.31までにＲＩに提出する。
　 但し、修正案締切は2012.3.31と定める。

1. 

2. 
3. 

4. 

6. 
7. 

9. 

（制定案）クラブ例会を毎週もしくは月2回以上の何れでもよいと認める件
　　　　　　

（制定案）ＲＩ常任委員会ローターアクト・インターアクト委員会を新世代委員会
　　　　（ローターアクト・インターアクト・ＲＹＬＡ・青少年交換）と変更する件
　　　　　　

（制定案）ロータリークラブの会員資格条件に多地区合同奉仕活動による
　　　　高等教育機関の元奨学生を含める件
　　　　　　

（決議案）米国の制裁国においても人道的プロジェクトに対しては、ロータリー
　　　　財団の補助金を使えるようにする件
　　　　　　

暑中お見舞い申し上げます。

2013年規定審議会提出立法案の進め方

2010～11年度ＲＩ理事会作成の2013年COLに対する主な立法案
12.

13.
14.
15.

16.

17.

19.

20.

22.

30.

東京京浜ＲＣ・東京高輪ＲＣ・東京城南ＲＣ

東京恵比寿ＲＣ

東京たまがわＲＣ

東京西南ＲＣ

地区幹事   島津 文弘
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ガバナー指名委員会委員長 曽我　　一 （前橋RC）　
ガバナー指名委員会委員 横山　公一 （沼田RC）
ガバナー指名委員会委員 松倉　紘洋 （富岡RC）
ガバナー指名委員会委員 牛久保哲男 （伊勢崎RC）
ガバナー指名委員会委員 福田　一良 （前橋西RC）

２０１１年７月吉日
国際ロータリー第２８４０地区
各ロータリークラブ　会長　様

国際ロータリー第２８４０地区
2011-12年度
ガバナー　安藤 震太郎
地区幹事   島津　文弘

ガバナー指名委員会の組織変更についてのご報告

謹啓　猛暑の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は、地区運営に格別のご高配
を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、２０１１-２０１２年度の「ガバナー指名委員会」は、津久井義孝パストガバナーの指名委員長
を筆頭に５名の委員会組織となっておりますが、残念ながら体調不良により津久井パストガバナー
が委員長の責務を全うされることが難しい状況となっております。
よって、地区と致しましては緊急対応として、前委員長の曽我　一パストガバナーに同委員会の委
員長の留任をお願い致しましたので、ここにご報告申し上げます。
皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

2011-2012年度　ガバナー指名委員会　組織変更
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第五回 ガバナー諮問委員会の報告

2010-2011 年度

地区幹事  町田 庄吉

2011-2012 vol.1

[ 報告事項 ] 
１．福田年度一年間の地区主要行事、周年行事報告
２．福田年度一年間の会計報告
３．東日本被災復興対策委員会の義援金状況報告

４．指名委員会で2013－2014年度ガバナーは前橋RCの本田博己氏に決定
５．米山記念奨学会評議員推薦について
６．地区会員数報告（過去10年）

６月25日午後より、指名委員会、東日本災害復興対策委員会に続き第五回ガバナー諮問委員会を開催いたしました。
最近は健康上、出席が大変な状況の方もおられます。お大事にして下さい。

吉野　一郎 × 森田　　均 ○ 松倉　紘洋 ×
重田　政信 × 山崎　　學 ○ 牛久保哲男 ○
高木貞一郎 ○ 曽我　隆一 ○ 福田　一良 ○
清　　章司 ○ 津久井義孝 × 安藤震太郎 ○
矢野　　亨 ○ 横山　公一 ○ 疋田　博之 ○
外に出席は、三年地区幹事3名、三年地区会計の3名です。改めて。

確認事項
7月1日のガバナー会（2010－2011年度）に福田ガバナー出席の際、状況によっては
第2840地区義援金は単独で被災地へ支援するケースもある事を確認

[ 諮問事項 ] 
１．本年度事業資金の余剰金について
２．項目別現余剰金について
３．安藤年度運営方針の件
　　　　

委員会の内容を報告事項と諮問事項にわけて報告します。
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2010-2011 年度

担当副幹事 黒岩 保弘
担当副幹事 数納 篤紀

国際ロータリー第 2840 地区　2010-2011 年度

新旧地区役員連絡会議・懇親会

　福田年度の最後の行事であります新旧地区役員連絡会議・懇親会が下記のとおり行われました。旧各
分区のガバナー補佐および旧各委員会の委員長さんに一年間の活動報告をしていただき、新役員の皆さ
んに今後の活動の参考にしていたただくようお願いいたしまして連絡会議終了いたしました。
　引き続き、懇親会が和やかに行われ、旧ガバナー補佐・旧委員長さんには感謝を込めて福田ガバナー
より感謝の盾が贈られました。
　旧役員の皆さんには一年間大変お世話になりましたことをこの場をお借りしまして厚く御礼を申し上げ
ます。

年 月 日：２０１１年 ６月２５日（土）
時　  間：新旧地区役員連絡会議　１６：００～１７：３０
 懇親会　　　　　　　　１７：３０～１９：３０
場　  所：アニバーサリーコートラシーネ３F 【コンベンションホール銀河】
 前橋市古市町１－３５－１

記



ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2840

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER  08

国際大会（ニューオリンズ）に参加して

2011-2012 vol.2

ガバナー　
安藤 震太郎　　

　2011年度国際大会は5月22日～25日に亘りアメ
リカ・ルイジアナ州・ニューオリンズに於いて開催
されました。
　ニューオリンズは6年前メキシコ湾を襲った台風カ
トリーナの猛威にさらされ、もともとミシシッピー川
の河口近くの低地に位置する都市は一面の洪水に
見舞われ大災害となってしまいましたが、アメリカ南
部のデキシーランド・ジャズの街は見事に立ち直り、
我々一行を暖かく迎え入れてくれました。
　私達夫婦は同期のガバナーエレクトの方々と一
緒に参加しましたが、主催者発表によると18,000
人が会場のコンベンション・ホールに集まり主催者
のレイ･クレンギンスミス会長の挨拶から本会議が
開催されました。そして2011－12年度のカルヤン
バネルジーＲＩ会長の演説、24日にはポリオプラス
に多額の寄付をされたビル・ゲイツ氏の講演があ
り観衆に感動を与えてくれました。本会議以外には
セクション毎に会議があり、日本語の同時通訳の
聞ける会議を見つけては参加しました。最終日25
日にはＲＩ会長ノミニーに選出された、田中作次氏
の英語による受諾演説が行われ、同時にこの年度
に開催される国際大会の候補地がポルトガルのリ
スボンであることが発表されました。
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　1月に参加したサンディエゴの国際協議会は、ガ
バナーになる為の研修が主体で夫婦共々一週間ホ
テルに缶詰で研修リーダーの指導の下での勉強で
したが、国際大会はロータリアンであれば誰でも
参加できる、親睦と友愛の場でした。家内はオプ
ショナル･ツアーを選択してアメリカ南部の風景を
楽しんだ様でした。
　この大会は東日本大震災の影響により参加でき
なかった方々が多くいらっしゃいました。私たちも
震災の動揺がある中での参加でしたが、カトリーナ
の被害から見事に立ち直ったこの都市に希望をも
らいました。この希望を震災復興支援という形とし
て被災地の方々へ伝えたいと考えます。
　来年はタイ･バンコクにて2012年5月6日から開
催されます。翌年2013年の田中作次ＲＩ会長年度
にはポルトガル・リスボンで予定されています。
奮ってご参加下さい。そして国境を超えたロータリ
アンの繋がりをぜひ実感して下さい。よろしくお願
い致します。
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国際ロータリー第 2840 地区　2011-2012 年度

公式訪問要領

国際ロータリー第 2840 地区　2011-2012 年度

ガバナー公式訪問・公式行事日程表

■2011年07月18日（土） 青少年交換委員会(壮行会・他)   　■2011年07月 23日(土） インターアクト年次大会　　　　 ■2011年08月17日（水） 米山指定校説明会   　　　　　
■2011年08月20日（土）  財団国際親善奨学生選考会　　   ■2011年08月27日（土） 地区ロータリー財団セミナー　　 ■2011年09月10日（土） ガバナー補佐・委員長合同会議（地区大会準備・他）        
■2011年09月17日（土） 地区米山奨学研修セミナー   
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日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

新入会員セミナー他
地区大会ゴルフ会

地区大会

桐生

伊勢崎東
前橋北

館林西
太田南

中之条
桐生赤城

伊勢崎南
沼田
渋川みどり
富岡かぶら

藤岡北
安中

前橋

高崎南
高崎セントラル（夜）

大泉
太田西

みなかみ

新田
館林東
富岡
桐生南

伊勢崎
前橋中央
前橋南

高崎北

館林ミレニアム
太田

草津
群馬境

伊勢崎中央
渋川
沼田中央
富岡中央
藤岡

碓氷安中
桐生中央
前橋東
高崎東

館林
太田中央

藤岡南

桐生西
前橋西
高崎シンフォニー

インターアクト年次大会

地区大会

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

2011-2012 vol.2

※お知らせ 高崎ロータリークラブのガバナー公式訪問日が 10 月 31 日から 11 月 7日に変更になりました。

高崎
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国際ロータリー第 2840 地区　2011-2012 年度

地区主要行事一覧表　

国際ロータリー第 2840 地区　2011-2012 年度

周年行事予定クラブ　
クラブ名
桐生西
高崎南
太田中央
前橋東
太田
大泉

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

8月

2010年

2011年

2012年

2011-2012 vol.2
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東日本大震災チャリティー地区大会記念ゴルフ大会 8月30日(火)

第 2840 地区ロータリークラブ会長各位
第 2840 地区高崎南・高崎セントラルロータリークラブ合同ゴルフ実行委員会

東日本大震災チャリティー　地区大会記念ゴルフ大会のご案内

5,000円 10,000円

14,000円

8月30日(火) FAX 027-325-3730

TEL 027-327-7711

9月13日(火)  FAX 027-325-3730

2011-2012 vol.2



会員だより

新入会員紹介

新会員名 猪俣  素芳
クラブ 伊勢崎中央
入会日 2011年6月23日
職業分類 税理士
勤務先 （株）猪俣会計
役　職 代表取締役
推薦者 上柿 敬一　大竹 昌樹

新会員名 大平  雄伸
クラブ 伊勢崎中央
入会日 2011年6月23日
職業分類 整骨院
勤務先 （株）GENKIDO
役　職 代表取締役 会長
推薦者 泉 哲雄　小野岳彦

新会員名 猪俣　勝
クラブ 高崎北
入会日 2011年7月6日
職業分類 総合建設業
勤務先 大和ホーム（株）
役　職 代表取締役社長
推薦者 小曾根 正春　井田三義

新会員名 岡住  貞宏
クラブ 高崎北
入会日 2011年7月6日
職業分類 司法書士
勤務先 司法書士・行政書士 岡住貞宏事務所
役　職 代表
推薦者 吉田 信昭　井田 三義

新会員名 大山　正
クラブ 前橋西
入会日 2011年6月17日
職業分類 自動車販売修理
勤務先 群馬トヨペット（株）
役　職 取締役部長
推薦者 大崎　巌

新会員名 花井  博将
クラブ 前橋西
入会日 2011年6月17日
職業分類 学習塾
勤務先 栄光スクール
役　職 代表
推薦者 白石 仁

新会員名 新井  孝也
クラブ 伊勢崎中央
入会日 2011年6月2日
職業分類 プラスチック製品製造
勤務先 （有）新井樹脂工業所
役　職 代表取締役
推薦者 岡村 皓司　泉 哲雄

新会員名 星河　博
クラブ 前橋西
入会日 2011年7月15日
職業分類 ゴルフクラブ
勤務先 （株）赤城国際カントリークラブ
役　職 代表取締役支配人
推薦者 田村 誠夫

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2840
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新会員名 山中  のり子
クラブ 前橋東
入会日 2011年6月30日
職業分類 絵画業
勤務先 女流画家 山中のり子事務所
役　職 代表
推薦者 相澤 克也

2011-2012 vol.2

新会員名 徳永  寛  　
クラブ 高崎セントラル
入会日 2011年6月14日
職業分類 損害保険
勤務先 三井住友海上火災保険（株）
役　職 群馬自動車営業部長
推薦者 加藤 勝二
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ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2840

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER  16

2011-2012 vol.2

新会員名 佐野　滋
クラブ 沼田中央
入会日 2011年7月7日
職業分類 建設業
勤務先 佐野建設株式会社
役　職 代表取締役社長
推薦者 生方 眞司

新会員名 村田  信一郎
クラブ 沼田中央
入会日 2011年7月17日
職業分類 木製品加工
勤務先 （有）村田木工所
役　職 代表
推薦者 柳　信夫 

新会員名 岡部  和行  
クラブ 渋川みどり
入会日 2011年6月21日
職業分類 建設業
勤務先 （株）岡部建設
役　職 専務取締役
推薦者 福島 丘泰　森田 政樹

新会員名 舘田  正澄
クラブ 太田
入会日 2011年6月23日
職業分類 電話事業
勤務先 NTT東日本（株）群馬支店
役　職 東毛地区統括部長
推薦者 真下 武久

新会員名 川島   勝
クラブ 館林東
入会日 2011年7月13日
職業分類 不動産業
勤務先 （有）カワシマコーポレーション
役　職 代表取締役
推薦者 堀越 一孝　蜂須一克

新会員名 金子  浩隆
クラブ 沼田中央
入会日 2011年7月7日
職業分類 宗教法人
勤務先 榛名神社
役　職 宮司
推薦者 生方 眞司

新会員名 樋口  義幸
クラブ 沼田中央
入会日 2011年7月7日
職業分類 一般電気工事
勤務先 （有）樋口電業
役　職 取締役社長
推薦者 藤塚 勲

新会員名 萩原  義広
クラブ 太田
入会日 2011年6月23日
職業分類 銀行
勤務先 （株）群馬銀行太田支店
役　職 支店長
推薦者 石川 重政

新会員名 豊田  敏博
クラブ 太田
入会日 2011年6月23日
職業分類 生命保険
勤務先 日本生命（相）太田支社
役　職 支店長
推薦者 岡田和夫

新会員名 金井  雄吾  　
クラブ 渋川みどり
入会日 2011年7月5日
職業分類 社会保険労務士
勤務先 ブランケット社会保険労務士・行政書士
役　職 代表
推薦者 杉木 浩親
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会員だより

訃報

2011-2012 vol.2

新会員名 春山  和久
クラブ 渋川みどり
入会日 2011年6月7日
職業分類 建設業
勤務先 （株）春山鉄筋
役　職 代表取締役
推薦者 森田 政樹　福島 丘泰　

新会員名 平形 真寿美
クラブ 渋川みどり
入会日 2011年7月5日
職業分類 歯科医
勤務先 （医）社団平形会 平形内科歯科医院
役　職 理事
推薦者 田邊 寛治

新会員名 今井  三郎  
クラブ 安中RC
入会日 2011年7月12日
職業分類 地方銀行
勤務先 （株）群馬銀行 安中支店
役　職 支店長
推薦者 野口 一郎

新会員名 戸張  俊行
クラブ 富岡かぶら
入会日 2011年7月5日
職業分類 生花販売
勤務先 花の彩華
役　職 代表者
推薦者 新井 嘉之

1994年1月7日
　桐生西ロータリークラブ入会
1997年6月27日
　桐生赤城ロータリークラブ移籍
1998-99クラブ会長
マルチプルポールハリスフェロー3
第8回米山功労者

佐藤　治男　会員
桐生赤城ロータリークラブ
佐藤運送㈱　代表取締役
2011年6月12日逝去　
享年71歳

謹んでお悔やみ申し上げます。
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国際ロータリー第 2840 地区　2011-2012 年度

ロータリー文庫通信（287号）

「ロータリー文庫」は日本ロータリー５０周年記念事業の一つとして1970年に創立された皆様の資料室です。
ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約２万３千点を収集・整備し皆様のご利用に備えております。閲覧は勿論、
電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承ります。また、一部資料は
ホームページでPDFもご利用いただけます。
クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。　
以下資料のご紹介を致します。

■「よい生き方ができる組織の増強を/地域社会と世界平和のために『挑戦』を」
　田中作次 2011 ／ 2P （D.2580 ／ D.2770）

■「RI理事会報告・財務見通し５ヵ年計画」
　黒田正宏 2011 ／ 3P （第39回ロータリー研究会報告書）

■「国際ロータリーの現状とこれからのロータリー」
　小沢一彦 2011 ／ 3P （D.2560）

■「新しい長期計画とクラブの活性化」
　南園義一 2011 ／ 5P （D.2780）

■「職業奉仕の原点」
　深川純一 2011 ／ 3P （D.2580）

■「『地域を育み、大陸をつなぐ』の実践-国際奉仕への取り組み（シンポジウム）」
　塚原房樹（コーディネーター） 2011 ／ 14P （D.2510）

■「元米山奨学生として」
　徐　重仁 2011 ／ 2P （D.2780）

■「中国人から見た日本の現状」
　張　旭梅 2011 ／ 7P （D.2800）

ロータリー文庫

2011-2012 vol.2

地区大会等の記録から

［申込先：ロータリー文庫]
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月信担当者より皆様へ

ガバナー月信についてのお願い

主に下記の要領で掲載しますので、ご協力お願いいたします。

1. ガバナーからのメッセージ

2. ガバナー補佐、地区幹事、委員会、地区副幹事からのメッセージ

3. 当月の主要行事の案内

4. クラブだより

5. 新入会員の紹介・訃報

6. 地区出席報告〈クラブ出席率の一覧〉

以上はインターネットホームページ上で配信しております。

 ■ 出席報告の締切は、毎月 7日迄です。
  出席報告の入力位置がトップページにありますのでご利用ください。
  なお、ID とパスワードは各事務所お持ちとおもいますが、不明なクラブはガバナー事務局まで
  お問い合わせください。

 ■ 原稿の締切は、ワード文書・エクセル書式・テキスト形式で毎月 15 日迄です。
  写真等の画像がある場合は、デジタルデータでお送りください。

 ■ 新入会員の紹介、訃報のご連絡は、毎月 15 日までにお願いいたします。
  （15 日以降のご連絡分につきましては、次月号の掲載になります。）

 ■ 月信の配信は、翌月 1日に行います。

 ■ 新入会員・訃報は、略歴・写真を添えて、メールにて安藤ガバナー事務所 ando＠rid2840.jp まで
  お送りください。

月信担当 安藤ガバナー事務所   担当副幹事  竹中 隆

この月信の PDF データを印刷して、クラブの第一例会で会員の皆様に回覧いただきたく存じます。

よろしくお願い申し上げます。

2011-2012 vol.2
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第 2840 地区　

6月　出席報告　

第
２
分
区
A

第
１
分
区

前橋

前橋西

前橋東

前橋北

前橋南

前橋中央

　　　 合計

4 　　84.64     108 　108        0          4

4 　　86.96 　 58 　   58         0          6 

4 　　90.53 　 64 　   65         1          4 

3 　　90.12 　 59 　   60         1          6 

5 　　85.00 　 32 　   30         -2         1 

4 　　83.60 　 33 　   33         0          6 

 　　   86.81     354 　354　   0         27 

桐生

桐生南

桐生西

桐生中央

桐生赤城

　　　 合計

3 　　82.87 　 66 　   64         -2         0 

4 　　80.00 　 27 　   24         -3         0 

3 　　92.49 　 50 　   47         -3         0 

5 　　73.60 　 25 　   24         -1         3 

3 　　86.89 　 42 　   41         -1         5 

　　   83.17     210 　200      -10        8 

第
２
分
区
B

伊勢崎

群馬境

伊勢崎中央

伊勢崎南

伊勢崎東

　　　 合計

5 　　93.16 　 73 　   69         -4         0 

4 　　92.62 　 34 　   32         -2         1 

4 　　84.80 　 64 　   64         0          1 

4 　　79.84 　 31 　   28         -3         1 

4 　　93.70 　 32 　   31         -1         2 

　　   88.82     234 　224      -10         5 

第
３
分
区 

高崎

高崎南

高崎北

高崎東

高崎シンフォニー

高崎セントラル

　　　 合計

3 　　88.89 　 65 　   65         0           0 

3 　　85.71 　 64 　   63         -1         4 

4 　　84.39 　 65 　   62         -3         0 

4 　　78.89 　 38 　   38         0          1 

3 　　86.49 　 40 　   37         -3         3 

3 　　89.69 　 32 　   33         1          0

　　   85.68     304 　298        -6         8

クラブ名 例会数 出席率
(%)

会員数

月初 月末 増減 女性

第
４
分
区
B 

第
４
分
区
A 

太田

太田西

太田南

新田

太田中央

　　　 合計

5 　　88.27 　 69 　   64         -5         2 

5 　　87.28 　 24 　   22         -2         2 

4 　　87.69 　 46 　   44         -2         0 

4 　　86.11 　 27 　   27         0          0 

4 　　80.95 　 42 　   42         0          1 

　　   86.04 　208 　199        -9         5 

館林

大泉

館林西

館林東

館林ミレニアム

　　　 合計

4 　　89.50 　 49 　   47         -2        0 

4 　　87.04 　 31 　   28         -3        4 

4 　　88.24 　 18 　   18         0          0 

5 　　90.43 　 25 　   25         0          2 

5 　　88.52 　 24 　   24         0          0 

　　   88.75 　147 　142       -5        6 

第
５
分
区 

渋川

沼田

草津

みなかみ

中之条

沼田中央

渋川みどり

　　　 合計

4 　　94.65 　 57 　   53        -4          2 

4 　　84.50 　 58 　   27        -1          0 

5 　　73.83 　 23 　   22        -1          1 

4 　　70.00 　  7 　    7          0           0

4 　　98.69 　 25 　   23        -2          1 

4 　　91.28 　 57 　   53        -4          0 

3 　　81.56 　 42 　   43         1          2 

　　   84.93 　269 　258      -11        6 

第
６
分
区

富岡

藤岡

安中

藤岡北

富岡中央

碓氷安中

藤岡南

富岡かぶら

　　　 合計

5 　　81.65 　 49 　   46        -3          4 

4 　　92.86 　 49 　   44        -5          2 

3 　　67.85 　 28 　   26        -2          0 

4 　　82.69 　 17 　   17         0          2 

4 　　92.24 　 42 　   41        -1          1 

4 　　78.33 　 15 　   15         0          2 

3 　　88.89 　 18 　   15        -3          1 

4 　　70.54 　 28 　   28         0          0 

　　   81.88 　246 　232      -14       12

クラブ名 例会数 出席率
(%)

会員数

月初 月末 増減 女性

クラブ数
会員数

月初 月末 純増減会員数 女性会員 当月出席率

47 1972 1907 -65 77 85.50
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