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新世代のための月間にあたって

国際ロータリー第2840地区
2011-2012 年度

ガバナー 安藤 震太郎

　暦の上ではすでに秋を迎えました。本年は東日本
大震災以降初夏からの猛暑、梅雨明け後の豪雨と自
然災害の猛威が続きました。このような事態の前で
は、誰もが無力感を覚えますが、現状を嘆いているば
かりでは何も良い方向へ進みません。とてもシンプル
ですが、「できる事から行動を起こす」こと、そして
「継続」してゆくことを私たちは諦めてはいけません。
　さて、今月は「新世代のための月間」です。この月間
は３０歳までの若い世代を育成するための全ての活
動に焦点を当てる月間であります。国際ロータリーは
新世代の方々のより良い成長を支援するため、社会
奉仕・国際奉仕プロジェクト、そして世界平和と異文
化への理解を深めるための交換プログラムを通じ、
指導力を養成しています。「新世代奉仕」は２０１０年
の規定審議会において従来の四代奉仕から独立し
て五大奉仕となったもので、国際ロータリーが次世
代の人材の育成・強化に力点をおいている表れであり
ます。
　青少年に対するプログラムは言うまでもなく、イン
ターアクト・ローターアクト・ロータリー青少年指導者
育成プログラムそして青少年交換プログラムでありま
す。これまで多くの方々が将来リーダーとなる為のス
キルを身に付けようと参加をしております。私はガバ
ナーエレクト就任後、青少年への理解を深めようと

積極的にイベントや、それぞれの地区大会、(ローター
アクトの地区大会は東日本大震災のために緊急チャ
リティーイベントに変更した)に参加いたしました。其
処で得た経験は貴重なもので、若者達がいかに真剣
に現状を改善してゆこうとしているかに感激いたしま
した。そしてこれらのプログラムは継続してゆかねば
ならないと確信いたしました。
　しかし、今回の東日本大震災はこれらのプログラ
ムを推進するに当たって様々な問題を提起しており
ます。例えば青少年では震災と同時に２８４０地区に
来ていた留学生は帰国を余儀なくされました。また、
本年度は当地区に留学予定の方４名を北海道他、他
県へ分散してお預けする形になります。インターアク
トの行事においても台湾の高校生の来日は震災の復
興状況次第となります。それぞれ伝統があり、大切で
あるからこそ継続してきた行事です。途切れると再開
に時間と労力がかかります。幸い各委員長、委員の皆
様の努力により進行することができております。
「継続」は今年度RIテーマの強調事項の１つでありま
すが、継続はシンプルながら簡単なことではありませ
ん。しかし、新世代の力は必ず未来の力となります。
どうか皆さん新世代奉仕にご理解とご協力をお願い
申し上げます。
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地区幹事だより Ⅰ
親善野球大会
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安藤震太郎ガバナーの公式訪問も14クラブが終わり、お盆期間中に、福島県の被災地より、少年野球チームをお
招きして「ペガサス絆プロジェクトwith福島 親善野球大会 2011（ロータリーカップ）」を地区として共催させ
て頂きました。主催者のご挨拶と大会要項をご紹介させていただきます。

『３月11日、私たちの国を大災害と原発事故が襲いました。
　多くの友が試合や練習の場、チームの拠り所さえ奪われ
ました。グラウンドの汗と涙、喜びと悔しさを思いながら、永
遠に未来を閉ざされた友がいます。家族を、知人、家を学校
を奪われた多くの友がいます。
　しかし、その厳しい事態に真正面から向き合って、多くの
友が野球を続けています。
　そうした友と共に汗を流し、手を差し伸べたいと考えてい
る友がいます。
　その出会いの場を、私たちは用意したいと思いました。同
じ心を持つ方々がいました。多くの人々の支えがあってここ
に、親善野球大会を開ける事になりました。何と嬉しいこと
でしょうか。
　ご参加、心から感謝します。親善野球大会ですが、全力で
戦い合いましょう。
　それが、星となってしまった友への、私たちができる追悼
です。友を想い、新たな友との繋がりを作っていきましょ
う。』

地区幹事   島津 文弘

少年たちへロータリーメダルを授与する安藤ガバナー

大会要項
名　　称 ペガサス絆プロジェクトwith福島 親善野球大会2011（ロータリーカップ）
主　　催 ペガサス絆プロジェクトwith福島 実行委員会
共　　催 国際ロータリー第2840地区、（財）日本少年野球連盟群馬県支部（ボーイズリーグ）
主　　管 群馬ダイヤモンドペガサス
後　　援 群馬県、前橋市、高崎市、高崎商工会議所、伊勢崎市、富岡市教育委員会、藤岡市、上毛新聞社、群馬テレビ、エフエム群馬
特別協賛 株式会社セキチュー、株式会社フレッセイ、高崎RC、高崎南RC、高崎北RC、高崎東RC、高崎シンフォニーRC、高崎セントラルRC
協　　賛 JA高崎ハム株式会社、株式会社エーコープ関東、株式会社明治、ハウス食品株式会社、アサヒビール株式会社、ミズノ株式会社、
 高崎商工会議所、高崎ビューホテル株式会社
 阪和興業株式会社、高崎動物病院、株式会社綜合プランニング
試合形式 9チームにより　予選リーグ、決戦リーグ（全18試合）
大会規定 （財）日本少年野球連盟規定　※別途大会特別規定作成
出　　場 南相馬ボーイズ（福島県）、オーシャンボーイズ（福島県）、福島ボーイズ（福島県）、多賀城ボーイズ（宮城県）、桐生ボーイズ、
 伊勢崎硬健ボーイズ、群馬西毛ボーイズ、前橋中央クレインボーイズ、渋川ボーイズ・北毛ボーイズ選抜 　合計9チーム
試合会場 群馬県内6会場
 14日予選リーグ 高崎市城南野球場、富岡市民球場、藤岡市民球場
 15日決戦リーグ 上毛新聞敷島球場、伊勢崎市野球場、前橋中央緑地
表　　彰 決勝リーグ各会場：表彰状（1位～3位）
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地区幹事だより Ⅱ
「ロータリー観光・買物案内」作成ご協力のお願い
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公共イメージ委員会では群馬デスティネーションキャンペーンの一環としてロータリアンがロータリアンを
サポートする観光案内を作成することと致しました。
　この度の東日本大震災発生以来、余震への不安や風評被害により群馬県内への観光客が減少し、当地区
会員からも大変厳しい状況におかれロータリー活動もままならないといった悲痛な声が多数聞かれました。
　このようなときこそロータリーの友情で助け合えないかと思案していたところ、東北の石巻にて石巻の
ロータリアンのホテルや土産店、飲食店を小冊子にまとめた観光案内が作られ、地元ロータリアンはもち
ろん、他地区からのロータリアンのガイドブックとして役立っているという実例を聞き、我々も群馬版「ロー
タリー観光・買物案内」を作れないかと考えました。
　公共イメージ委員会のご協力により、各クラブの名簿から掲載にふさわしい、会員企業を、選びました。
各クラブにそのリストを送付しますので、会長、幹事の皆様にご協力を頂き、該当会員の確認と了解を頂き
たいと思います。

国際ロータリー第2840地区
ガバナー 安藤 震太郎
公共イメージ委員長 井上 芙美子
地区幹事 島津 文弘

国際ロータリー第2840地区
ガバナー 安藤 震太郎
公共イメージ委員長 井上 芙美子
地区幹事 島津 文弘

地区幹事だより Ⅲ
FMぐんまによるインフォマーシャルCMのご案内

　安藤年度の公共イメージ委員会による、ロータリークラブの公共奉仕活動をラジオで広告する事業につ
いてご案内させていただきます。
　ご当地のラジオ局、FMぐんまの“30秒インフォマーシャルCM”を利用して群馬県はもちろん埼玉・栃木・
茨城の一部までロータリーの活動を伝える事が可能です。ビデオリサーチによる聴取率調査によると、夕方
の時間帯にFM群馬の番組を約6万人の方が聞いているそうです。安藤年度において、このインフォマーシャ
ルCMを約48回程度流す予定でおります。そこで、各クラブで行う奉仕事業の事前告知や奉仕活動報告の
CMを広く募集する事と致しました。ガバナー事務所で随時募集致しますのでよろしくお願い致します。イ
ンフォマーシャルCMはおおむね月2回程度を考えておりますが、奉仕活動日程のタイミングを考えて、
できるだけ希望に沿えればと考えておりますので各クラブで原稿をご作成の上ガバナー事務所にFAXま
たはメールにてご送付下さい。
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国際ロータリー第2840地区2014-2015年度

地区ガバナー候補者推薦についてのお願い

RI細則13条1節により、2014-15年度の地区ガバナー候補者を本年度末（2012年6月末）までに指名・
推薦する必要があります。
つきましては、RI細則13条2節4項（クラブからガバナーノミニーを推薦）に基づき、2014-15年度国際
ロータリー第2840地区ガバナー候補者をご推薦賜りたくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   記
地区ガバナー候補者の資格要件として、下記の各項が要求されます。

詳しくは2010年手続き要覧（34・35・232ページ）をご参照ください。

1.地区内のクラブの瑕疵なき会員であること。

2.完全に会員資格を有する者。

3.クラブ会長を全期つとめたことのある者。

4.ガバナーの任務と責任を果たす意志と能力のある者。

5.ガバナー就任時点で通算7年以上クラブ会員であること。

 ■ ガバナー候補者推薦状はRI細則13条2節4項をご参照の上、クラブ例会で採択された決議でクラブ幹事が
  正式に証明した文書をもって2011年12月31日までに安藤ガバナー事務所にご提出ください。

2011-2012 vol.3

ロータリー・クラブ会長　各位

国際ロータリー第2840地区
2011-2012 年度

ガバナー  安藤 震太郎
ガバナー指名委員会 委員長 曽我 隆一

送付先 安藤ガバナー事務所
 〒370-0071 高崎市小八木町309  安藤（株）内３階
TEL ０２７－３７０－２８４０
FAX ０２７－３７０－２８４１
MAIL ando@rid2840.jp
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インターアクト委員会報告

地区内2011～2012年度の現況
■クラブ数　     県内16高校  16クラブ  インターアクター321名
■主な活動内容 募金活動、福祉施設訪問、清掃活動、地域行事参加、
　　　　　　　 国際交流事業参加、赤十字活動協力、献血協力等々
開催済み地区行事
■インターアクト・顧問教師・ロータリアン合同会議
　日　時 2011年7月9日（土） 11：30～16：00
　場　所 伊勢崎市立伊勢崎高等学校
　参加者 インターアクター 16校 56名　顧問教師 16校 22名
 ロータリアン 16クラブ 27名　　計105名
　内　容 （1） 開会行事～ガバナー挨拶
 （2） 各校インターアクトクラブ現況報告
 （3） グループ討論会
■インターアクト　年次大会
　日　時 2011年7月23日(土) 9：30～15：35
　場　所 伊勢崎市立伊勢崎高等学校
　参加者 インターアクター 16校 111名　顧問教師 16校 22名
 ロータリアン 20クラブ 84名　来賓・講師　10名 　
 学校関係者 103名　　計330名
　大会テーマ 「笑顔の輪を広げよう」
　内　容 （1） 開会行事～ガバナー式辞、来賓祝辞
 （2） 基調講演 ｢言葉の魔法～より良い人間関係を創るために～｣
  　     　　　　　　　　　　　　　　　　　久保田 桂子 様
 （3） 分科会
今後の行事予定
■国際交流事業（ＲＩ２５６０地区との協同事業）
 （1） 台湾訪問
 ・日　程 2012年3月22日(木) ～29日(日)
 ・訪問先 台湾県清傳高級商業職業学校
 ・内　容 高校生の１泊ホームステイを含んだ交流

 （2） 台湾高校生受け入れ（今年度はＲＩ2840地区が主に担当）
 ・日　程 2012年4月20日 ～21日
 ・内　容 伊勢崎市で行われる“さよならパーティー”に主に前月台湾を訪問した
  　　　  Ｒ12840地区およびＲ12560地区のインターアクトが出席

委　　員　　長 ：新井 茂雄（伊勢崎南RC）
委　　　　　員 ：川堀 良治（桐生南RC）
委　　　　　員 ：高井 和雄（高崎南RC）
担当地区副幹事 ：武藤 康敏（高崎南RC）

委員長
新井 茂雄（伊勢崎南ＲＣ）



今年は、皆様ご承知の通り3月11日東日本大震災のため日本への受入交換学生の全てが本国へ帰国と云う指示が出た
為、当地区受入学生のGalen（安中RC）Amber（前橋東RC）・Taber（桐生南RC）・Joshua（前橋西RC）が早期帰国と
なってしまいました。本来なら、この席に4人の晴々した姿があるはずでした。誠に残念と云うしかありません。帰国した4

人の学生はもっと悔しい思いをしていると思います。けれど最近彼らからのMailで日本に
行ったら必ず群馬に行きたいと、Galen・Taber・Amberから連絡がありました。そして、私
は直に返信を“ありがとう、今度会うときを楽しみに”と出しました。残念な事は彼らに
ROTEXの称号をあげられなかった事でした。

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2840

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER  07

2011-2012 vol.3

青少年交換学生『壮行会及び帰朝報告会』報告

国際ロータリー第2840地区
青少年交換委員会
委員長　峯 岸 則 幸

日　時：2011年7月18日（月）
　　　  Am10：00 ～ Pm2：00
場　所：ニューサンピア高崎
目　的：派遣学生のための壮行会及び
　　　  一年交換学生の慰労会並びに
           帰朝報告会
出席者：57名

さて、本日は福田直前ガバナーより、一年交換帰国学生に対して、一年間大変ご苦労様でし
たと、ねぎらいの言葉と交換学生認定証を上代純子さん
関菜央美さん・齋藤美葵さん、それぞれに授与なされまし
た。学生達のブレザーの胸には誇らしげに100コ以上の
ピンバッチがありました。後で福田直前ガバナーも試着さ
せてもらった時の感想で、「このブレザーの重さが苦労と

楽しさを象徴している。」と話していました。そ
れから途中で帰国となってしまった学生のホス
トファミリー・ホストクラブの皆様方へも感謝状
が授与されました。
安藤ガバナーから夏期交換学生の布施川祥子さん矢端吏結さんへ名刺と地区
バッチの授与、そして一年交換学生の大山夏季さん・飯野真帆さんの二人にも名
刺と地区バッチ、それからスポンサークラブからのバナーの贈呈がありました。
安藤ガバナーより交換学生達に“過去は変える事はできないが、未来は変える事
が出来る”一人ひとりが意欲と希望を持って活動しなくてはなりません。頑張って
下さい、とエールを送られました。
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続きまして、派遣学生（夏期）の布施川祥子さん・矢端吏結さんから英
語と日本語でのスピーチ、この二人は7月24日にオレゴンに出発する
ため、最後のスピーチでしたが素晴らしいものでした。一年交換学生

の大山夏季さんと飯野真帆
さんも派遣学生に選考さ
れ、感謝しつつ、英語での
挨拶、そして日本語訳のス
ピーチと大変うまく出来ま
した。これから一年間オレゴンそしてネブラスカで、それぞれ楽しみ
ながら友達をいっぱい作って来てください。

そして、本日一番の楽しみとして、帰国交換学生のスピーチです。
上代純子さん・関菜央美さん・齋藤美葵さんの順で、やはり英語と日
本語のスピーチです。一年間の留学で、これ程違いがはっきりと分か
る程に英語が上達していました。それと同時に皆さんそれぞれ自信に
満ち溢れていました。
青少年交換委員会として、このプログラムに係われて一番幸せなひと
ときです。
これで又、次年度に向けて“やろう”と思えます。
この日の為に委員会全員で頑張ります。
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国際ロータリー第2840地区2011～2012年度

青少年交換プログラム
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■ 派遣国 ： アメリカ（第5100地区オレゴン州 他）
■ 派遣・受入期間 : 2012年7月末、若しくは8月初旬に出発し、約3～4週間、米国のホストファミリー
   宅に滞在します。尚、それに先がけ、７月初旬に米国学生が来日し、約３～４週間
   滞在しますので受入をお願い致します。
■ 応募資格
１） 派遣時、中学又は高校在学中の学生
２） 学内成績が中程度以上（であることが望ましい）
３） 心身ともに健康、健全であること
４） ロータリアンの子弟（孫を含む）又は地区内ロータリークラブが推薦する学生であること
５） 来日学生のホストファミリーとして参加できること
■ 派遣学生が負担する費用
 ・渡航に関する費用（目的地までの往復航空運賃、障害保険加入料、渡航手続き費用など）
 ・ロータリーが主催するオリエンテーション参加費、交通費
 ・滞在先での衣類や個人的な費用
■ 申し込み方法
 プログラムに参加希望のクラブはその旨を9月末日までに、必ずガバナー事務所か地区青少年
 交換委員会に連絡して下さい。その後、必要な提出書類を送付しますので、10月末までに下記
 ガバナー事務所宛郵送して下さい。
　　　・ 提出書類
　　 　○申込書（アプリケーションフォーム）　英文３部　和文１部
　　 　○在学証明書 1通
■ その他 ： 夏期交換派遣クラブは、必ず相手国夏期交換学生の受入クラブとなることが条件と
 　　　　なります。又、受入にあたり、男女の希望は認められませんのでご了承下さい。
■ お申込み、書類の請求及びお問い合わせは下記までお願い致します。

　　　

夏期交換学生募集要項

国際ロータリー第2840地区（群馬県）安藤ガバナー事務所　
〒370-0071 群馬県高崎市小八木町309 安藤株式会社内
TEL 027-370-2840  FAX 027-370-2841
E-mail ando@rid2840.jp　URL http://www.rid2840.jp
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国際ロータリー第2840地区2011～2012年度

青少年交換プログラム

2011-2012 vol.3

■ 派遣国 ： アメリカ 他
■ 派遣・受入期間 : 2012年 8月～2013年7月
■ 応募資格
１） 対象年齢は15歳～19歳の学生
２） 心身ともに健康な、群馬県内の学校に在籍する学生
３） 学内成績が中程度以上（であることが望ましい）
４） 地区内ロータリークラブが推薦する学生であること
５） 推薦ロータリークラブと共に来日学生のホストファミリーとして参加できること
■ 選考試験
 1１月初旬に県内で実施の予定（面接と簡単な筆記試験）
■ 派遣学生が負担する費用
 ・渡航に関する費用（目的地までの往復航空運賃、障害保険加入料、渡航手続き費用など）
 ・ロータリーが主催するオリエンテーション参加費、交通費
 ・滞在先での衣類や個人的な費用（ホームスティですので食事・学費はロータリークラブが負担します。）
■ 申し込み方法
 ・ 受付期間 ：2011年7月1日募集開始、9月末日締め切り
 ・ 提出書類　○申込み用紙　1部　　○レポート　1部
  （交換学生になりたい理由、交換中・交換後の抱負などを原稿用紙600～800字程度にまとめて下さい。）
 ・ 学生を推薦しようとするクラブは、上記申込み用紙（ＨＰよりダウンロードできます）にクラブ会長が
　　 署名の上、学生のレポートと共に下記の青少年交換委員会まで郵送して下さい。書類確認後、選考
       試験の案内を推薦クラブ・学生の双方に通知致します。
■ その他 ： 合否は決定次第、各推薦クラブ会長と学生宛に通知致します。合格者はその後、RⅠ所定の
   留学申請書一式を作成し、当地区委員会に提出することとなります。委員会は本人の留学
   希望先を考慮に入れ、各国地区委員会と交渉を進め、受入ロータリークラブが内定します。
   この際、必ずしも本人の希望する地区・国とならないこともあります。
■ お申込み、書類の請求及びお問い合わせは下記までお願い致します。

　　　

一年交換学生募集要項

国際ロータリー第2840地区（群馬県）安藤ガバナー事務所　
〒370-0071 群馬県高崎市小八木町309 安藤株式会社内
TEL 027-370-2840  FAX 027-370-2841
E-mail ando@rid2840.jp　URL http://www.rid2840.jp
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　拝啓盛夏の候、益々ご清祥のことと、お慶び申し上げます。安藤ガバナーの委嘱により、今年度の地区大会記念ゴルフ大会の

主催は、高崎南・高崎セントラル両ロータリークラブ合同のホストとして、この大会を開催する事になりました。

地区大会開催を記念して今回は、「東日本大震災チャリティー地区大会記念ゴルフ大会」と題して行います。大会の要綱が決まり

ましたので、ご案内申し上げます。

　地区大会記念ゴルフ大会は、県内各クラブの皆さんの交流の場でもあります。サンコー72力ントリークラブの全てのコース(赤

城・榛名・妙義・観音・高崎・岩平・吉井〉を朝8時より同時にスタートします。

　表彰式は当日プレー終了後、速やかに行う予定ですので、最後まで残っていただき、地区内ロータリアンの友好を深め楽しんで

いただきたいと思います。

　また、当日の成績発表は10月の地区大会開催時にも、団体、個人戦の上位入費者の成績表を会揚内に掲示する予定です。参

加される皆さんが爽やかな初秋の1日を林間コースのサンコー72力ントリークラブで十分楽しんでいただけますよう準備をすすめ

ております。多数の参加を心よりお待ち申し上げます。

東日本大震災チャリティー地区大会記念ゴルフ大会　申込締切は 8月30日(火)です

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

実行副委員長 須藤敬文(ホストクラブ高崎南RC)

実行副委員長 永崎雅信(ホストクラブ高崎南RC)

競技委員長 金井 功(コホストクラブ高崎セントラルRC)

高崎南・高崎セントラルロータリークラブ合同ホスト　東日本大震災チャリティー地区大会記念ゴルフ大会

群馬銀行 高崎田町支店 普通預金1461243 高崎南ロータリークラブ 会計江利川晴夫

1.日時 平成23年9月25日(日)　午前8時　全7コース　同時スタート(雨天決行)
 ・スタートコース〈赤城・榛名・妙義・観音・高崎・岩平・吉井コース〉への移動時聞がありますので、各自のスタート45分前には必ず受付を完了して下さい。

2.場所 サンコー72カントリークラブ 　TEL027-388-2800

3.競技方法 (1)18ホールズ、ストロークプレー
 ・新ぺリヤ方式〈ダブルスコアまでとする〉、H‘Dは36を上限とする。 

 (2)団体戦は各クラブのネット上位3名の合計で競い、賞品は全チームに授与する。 

 (3)個人戦の賞品は「優勝」、「準優勝」、「3位」、「飛び賞」とする。

4.参加費 個人参加費 1名5,000円　団体参加費　1クラブ　10,000円
 ※2名以下での参加クラブにおいては団体戦参加費は不要で、個人戦のみとなりますが1名からの参加でも歓迎します。

 ※参加費は各クラブでまとめて8月30日(火〉までに下記銀行口座へお振込みください。

5.プレー費  14,000円(キャディー付、昼食、消費税込)
 ※その他の買い物・飲食については別途、精算は各自お願いします。

 ※65歳以上の方は、利用税の減額あります。別紙にご記入の上、FAXしてください。

6.参加者名簿の提出　
 8月30日(火)までに高崎南RC事務局へFAXしてください。 FAX 027-325-3730
 その他お問い合わせ先　

 高崎南ロータリークラブ事務局 月曜日〜金曜日 午前10時〜午後3時まで TEL 027-327-7711

7.メンバー変更
 9月13日(火)までに高崎南RC事務局へFAXしてください。 FAX 027-325-3730
 ※当日変更の場合は会場にて寺本欣一治まで連絡してください。

8.大会役員 大会委員長 串田紀之(ホストクラブ高崎南RC会長)

 大会副委員長 橋爪良真(ホストクラブ高崎セントラルRC会長)

 実行委員長 佐藤 仁(ホストクラブ高崎南RC)

開催要項

2011-2012 vol.3
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第11回　ＲＹＬＡセミナーのご案内

■主催 国際ロータリー第 2840地区
 ガバナー 安藤 震太郎
 奉仕プロジェクト
 ライラ委員会委員長 春 山  和 夫

■ホストクラブ 太田ロータリークラブ
 会長 中 野  正 美
 実行委員長 松  本     博

■コ・ホストクラブ 前橋南ロータリークラブ
 会長 橘  田     博

2011-2012 年度

2011年7月吉日

国際ロータリー第2840地区
ロータリークラブ　会長　各位

拝啓　盛夏の候、皆様に於かれましては、ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。

さて、安藤ロータリークラブをコ・ホストクラブとして、第11回ＲＹＬＡセミナーを開催する事となりまし

た。大変お忙しい事とは存じますが、インターアクター・ローターアクター・米山奨学生・20歳以上の一

般青少年・ロータリアンの方々に参加頂き、ＲＹＬＡセミナーが有意義に開催出来ます事を願っており

ますので各クラブからのご参加を心よりお待ち申し上げております。つきましては、別添の募集要領等

によりＲＹＬＡセミナーのご案内を申し上げます。

（通算31回）

敬具
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第11回　ＲＹＬＡセミナーのご案内
2011-2012 年度

（通算31回）

テーマ 出逢い・感動・絆『ここから日本そして世界へ』

テーマについて           
私たちの人生（生きること）は、常に「出逢い・感動・絆」の繰り返しであると言えます。
しかし日々の雑踏に埋没し、気付けない場合が多いのではないでしょうか。     
基調講演では、川崎タツキ先生の、かなり過激な人生から出逢い・感動・絆について学びます。  
次に30才前後のＲＹＬＡｒｉａｎの企画・運営によります座学やゲームのカリキュラムで は青少年のリー
ダーシップ育成をアカデミックに楽しく研修します。
研修生がこのセミナーを出発点として、地域・日本・世界で活躍できる可能性に気付き、これからの人生
が豊かに広がることを願うものであります。

ＲＹＬＡとは           
Ｒｏｔａｒｙ－Ｙｏｕｔｈ－Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ－Ａｗａｒｄｓ の略で ＲＹＬＡ と英字で表され、青少年指
導者育成プログラムと訳されます。
研修生は14歳から30歳迄の青少年です。

■ＲＹＬＡセミナーの参加者は
 ①インターアクター・ローターアクター
 ②米山奨学生 
 ③２０歳以上の一般青少年(特にロータリアンの家族やロータリアン企業に勤務する方)
 ④ロータリアン(米山カウンセラー・青少年奉仕に関する方)将来を担う若手メンバー

■その目的は
 ①ＲＹＬＡを用いて研修生への訓練と経験を積ませ、その資質の向上を図り良き青少年指導者と
 　なってもらう。
 ②研修生とロータリアンが寝食を共にし親睦をはかり広くロータリーを理解してもらい将来の
 　ロータリアン及び地域のボランティアリーダーとなってもらう。
 ③ＲＹＬＡセミナーが基点となりローターアクト・青少年交換・国際ＲＹＬＡ等の活動に 参加して
 　もらい素晴らしい青少年指導者になってもらう。



ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2840

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER  16

2011-2012 vol.3

第11回　ＲＹＬＡセミナーのご案内
2011-2012 年度

（通算31回）

ＲＹＬＡセミナープログラム（予定）

 ６：００～　６：５０ 起　床・洗　面　                                        
 ６：５０～　７：１０ 朝の集い つどいの広場                
 ７：１０～　７：３０ 清　掃 ２Ｆ　各室・分担場所                
 ７：４０～　８：４０ 朝　食・休　憩 １Ｆ　食　堂                
 ８：４０～　８：５０ 手荷物の移動 当日指定                
 ８：５０～　９：００ 退所確認 ２Ｆ　各　室                
 ９：００～ １２：００ ワークショップ（ＲＹＬＡｒｉａｎ） ２Ｆ　研修室                
 ２：００～ １３：００ 昼　食・休　憩 １Ｆ　食　堂                
  １３：００～１５：５０ グループディスカッション ２Ｆ　研修室                
  グループ別まとめ                                        
  グループ発表 ２Ｆ　研修室                
 １５：５０～１６：３０ 閉講式 ２Ｆ　研修室                

第１日目 １０月１５日（土）

第2日目 １０月１6日（日）

９：３０～　９：４５ 《受　付・登　録》 1F
９：３０～　９：４５ オリエンテーション 2Ｆ研修室                
９：４５～ １０：３０ 開講式 2Ｆ研修室                 
１０：３０～１０：４０ 移　動・休　憩     
１０：４０～１１：００ ＲＹＬＡセミナーについて                                        
１１：００～１２：００ ウェルカム・ゲーム（ＲＹＬＡｒｉａｎ） 1Ｆプレイホール                
１２：００～１３：００ 昼　食 1Ｆ食　堂                
１３：００～１４：３０ 基調講演 講師 川崎 タツキ 氏 2Ｆ　研修室                
１４：３０～１４：４５ 移　動・休　憩
１４：４５～１７：００ ワークショップ（ＲＹＬＡｒｉａｎ） 2Ｆ研修室                
１７：００～１７：３０ リネン類配布 1Ｆロビー                
１７：３０～１８：３０ 夕　食 1Ｆ食　堂                
１８：３０～２０：００ 夜の活動 1Ｆﾌ ﾚ゚ｲﾎｰﾙ又は2F研修室                
２０：００～２１：３０ 入　浴・自由活動 地　下                
２２：００ 消　灯・就　寝 2Ｆ　各　室  
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第11回　ＲＹＬＡセミナーのご案内
2011-2012 年度

（通算31回）

ＲＹＬＡセミナー参加者募集要項

群馬銀行 太田支店　普通預金 Ｎｏ２１１８２２４

ライラ実行委員会 実行委員長 松本　博

１．日　　　時

２．会　　　場

３．参　加　者

４．登　録　料

５．締　切　り

６．申　込　先

７．振　込　先

２０１１年１０月１５日(土)Ａｍ９：００～９：３０ 登録・受付

 １６日(日)Ｐｍ４：３０ 終了予定

群馬県立東毛青少年自然の家

群馬県太田市藪塚町３６５７（TEL ０２７７－７８－５６６６）

インターアクター・ローターアクター・米山奨学生

20歳以上の青少年(学生、社会人)・米山奨学生カウンセラー

ロータリアン

＊特に各クラブには１泊２日全てのスケジュールに参加していただける
　新世代奉仕に関する若手ロータリアン１名以上のご登録を強くお願い致します。

参加者１名につき、９，０００円

２０１１年８月２０日(土)迄に別紙申込書をＦＡＸ又はメールにてお送り下さい。

尚登録料につきましては、９月１５日(木)迄にご送金下さい。

太田ロータリークラブ

〒３７３－０８５１太田市飯田町５８４ 群馬銀行太田支店３Ｆ

ＴＥＬ：０２７６－４６－５４００　ＦＡＸ：０２７６－４６－５４０１

E-mail：ota@rid2840.jp
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東日本復興支援について考える

富岡中央ロータリークラブ
パスト会長

大島 雅彰

2011-2012 vol.3

　

　東日本大震災の被災者に義援金の依頼が、地区を通じてガバナー
会から3月23日付で以下の通りにありました。
「ガバナー会での募金は全国のロータリアンのお見舞いの気持ちと
しての義援金、被災地区に公平に素早く暫定的に自由に使える資金
として分配することを趣旨としております・・（云々）」
　当時、私達は仲間である被災されたロータリアンに対するお見舞
金が、早く届いて欲しいとの願いがありました。この間現地被災クラ
ブを2回訪問して話し合いをし、またその間何度となく電話での現
地の事情を知り、ガバナー会での趣旨内容である私達の義援金の
全額がお見舞金であると信じておりました。
　しかし、5月20日〆で被災地区への見舞金は約1億2千3百万円だ
けであった。その時期、日本のロータリアンは約9万人おり、被災地
区関係者約5千人を除くと一人当たり約1,450円分の拠出額が届い
たわけです。残額7憶4千万円は災害遺児の教育環境支援プログラ
ムとFive for one clubプログラムとして、非被災クラブ5クラブま
でがまとまって、一つの被災クラブを物心両面で支えるという方針
が打ち出されました。
　この災害遺児の教育環境支援プログラムを運営するには約30億
円と試算されてます。またFive for one clubプログラムとは、支援
クラブや地区が被災クラブの運営資金を拠出することと、被災クラ
ブの社会奉仕事業などをＭＧやマッチド・プラン（MGに似てます
が、同額補助の資金源はガバナー会が管理している7.4億円）を活
用するとのこと。
　未曾有な災害を受けたのに、このような手続きと資金を分配する
思慮が必要なのでしょうか？　5月までに集まった義援金は使途を
問わず、被災地区を通じて被災クラブや会員の手元へお見舞い金と
して渡して欲しいと考えております。今はクラブの事業より、被災を
受けた自社の建て直しが急務だと現地会員は言っております。
　すでに国内数地区からガバナー会へいったん拠出した寄金の返
還が行われているのは、上記方針への異見があると考えられます。
　これとは別に、日本人のＲＩ理事や役員のおかげでロータリー財
団により、世界から集まった義援金をもって東日本復興基金が創設
され、7月1日より申請受付が開始されました。これを活用するには、
日本で設立された「ロータリー東日本震災復興基金日本委員会」が
管理、審査を行うとのこと。条件はロータリー財団の補助金プロ

ジェクトとして「災害復興プロジェクトのために使用されなければ
ならない」とだけで、従来のＭＧの対象外の構造物も適用されると
のこと。これは被災地の政治・行政支援から漏れた、市民への社会・
職業・新世代奉仕事業に使用されることを望みます。
　そのためにも、現地被災クラブを訪問し励まし合い、現地の惨状
を直接見聞きし、奉仕事業のアイデアを相互に話合うことが必要で
はないでしょうか？先週私が所属する分区のＡＧと話し合い、「大型
バスで現地へ行き、宿泊し移動例会をやろう」と。すでに道端に置
かれた瓦礫の多くは撤去され、道は確保されてきました。
　ＷＣＳをやってきた経験から、日本のロータリアンは支援国とし
ての経験はあるが、当事国としての人道的社会奉仕の経験が少な
い。従って事業へのアイデア（社会奉仕プログラム）や工程立案が不
慣れではないでしょうか？海外クラブは受け入れられるかは別とし
て、堂 と々自分達のプランを提案してきます。私達も形にとらわれ
ず、ロータリーの理念を拠り所に、日本のオリジナルプログラムを立
案、実践して社会貢献したいと考えております。
最後に、第2520地区　2010-2011年度楢山 直樹IPGが最後のガ
バナー月信に「最低でも１年間はロータリー会員としての資格の支
援をしていく」と仰っており、私も賛同いたしております。被災地区
のガバナーが、その義援金を被災クラブに配布し、ロータリアンを
受益者としたとのことで一部に非難もあったと聞き、相当な辛労が
あったと思います。因みに2520地区（岩手県・宮城県）は会員数が
約2200人でクラブ数が83ですから、1クラブ平均27名と小規模ク
ラブが多く、クラブの運営は厳しいと推察します。
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ガバナーエレクトより

疋田ガバナーエレクト事務所開設のご案内

国際ロータリー第2840地区
2011-2012年度
ガバナーエレクト 疋田　博之
地区幹事 松島　宏明

9 月 1日より下記住所に「疋田ガバナーエレクト事務所」を開設致しました。

何卒ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

記

※尚、当事務所は 2012年 7月 1日よりガバナー事務所となります。

所在地 〒376-0035
 群馬県桐生市仲町 2-9-36 桐生倶楽部内

TEL 0277-30-2840

FAX 0277-30-2841

E-mail hikita@rid2840.jp

執務時間 月曜日～金曜日
 Am 9：00～Pm 5：00
 （土・日・祝日はお休みさせていただきます）
事務局長 太縄 直子
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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

１．公式訪問は、単独クラブ訪問とします。

２．例会前にクラブ役員との事前打合せ、例会後クラブ会長との懇談会をお願いします。

３．ガバナー補佐は、事前訪問で各クラブ例会に参加して、クラブの現状とニーズを把握し、公式訪問までにガバナーに報告してください。

※各クラブの現況報告書（３部）は、２０１１年８月３１日までにガバナー事務所に提出してください。

※それ以前に公式訪問のあるクラブは仮の現況報告書（１部）でも可と致しますので、公式訪問の2週間前までにガバナー事務所へ

　 提出して下さい。後日正式にまとめた現況報告書の送付をお願い申し上げます。

４．公式訪問の進め方

① 各クラブへは、ガバナー補佐、地区幹事又は副幹事が同行いたします。

② タイムスケジュール

　　Ⅰ 例会前 クラブ役員との懇談 ………………… ５０分

　　Ⅱ 例会 ……………………………………………６０分

　　Ⅲ 例会後 クラブ役員と各委員長との懇談会……９０分

※クラブ役員とは会長、幹事、会長エレクト、地区役員です。

　 またインターアクト、ロータアクト提唱クラブについては、インターアクト・ロータアクトの会長も出席してください。

※例会のガバナースピーチは２０分程度です。

※懇談会はお茶またはコーヒー程度と考えています。

■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.3

※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　

クラブ情報 　

クラブ名
桐生西
高崎南
太田中央
前橋東
太田
大泉

周年

40

50

20

35

55

45

予定日

2011年11月19日（土）

2012年  4月15日（日）

2012年4月

2012年4月12日（木）

2012年3月29日（木）

未　　定

開 催 場 所

桐生プリオパレス

ホテルメトロポリタン高崎

マリエール太田

ロイヤルチェスター前橋

ロイヤルチェスター太田

未定

実 施 

検討中

予定通り実施

規模を小さく実施

予定通り実施

検討中

検討中

開 催 日
７月１日（金）
７月９日（土）
７月１６日（土）
７月１８日（月）
７月２３日（土）
８月１７日（水）
８月２０日（土）
８月２７日（土）

９月１０日（土）
９月１７日（土）
９月１８日（日）
９月２５日（日）
１０月８日（土）
１０月８日（土）
１０月９日（日）
１０月１５日（土）・１６日（日）
１１月６日（日）
１１月２３日（水）
１１月２４日（木）
１１月２５日（金）・２６日（土）
１２月１１日（日）
１月７日（土）
１月１５日（日）
１月２１日（土）
２月４日（土）
２月１８日（土）
３月２２日（木)～２５日（日）
４月１４日（土）
４月２０日（金）～２２日（日）
４月２１日（土）
５月６日(日）～９日（水）
５月２６日（土）
６月３日（日）
６月３０日（土）
６月３０日（土）
８月

項 目 
ガバナー・元・次期ガバナー懇談会 
インターアクト合同会議 
第１回ガバナー諮問委員会 
青少年交換委員会（壮行会・帰朝報告会） 
インターアクト年次大会 
米山指定校説明会 
ロータリー財団国際親善奨学生選考会 
地区 ロータリー財団セミナー 
午前 第2回規定審議会立法案検討委員会
 第3回 ガバナー補佐・委員長合同会議
午後 第2回ガバナー諮問委員会　  
地区米山奨学研修セミナー 
午前：新会員セミナー 午後：五大奉仕セミナー 
地区大会記念ゴルフ大会 
地区指導者育成セミナー 
ＲＩ会長代理歓迎交流会 
地区大会 
ライラ研修会 
青少年交換委員会（1年交換学生選考会）
ロータリー財団地域セミナー(ゾーンセミナー） 
ガバナー会（ＧＥＴＳ） 
ロータリー研究会 
米山学友会クリスマス会 
16：00 第３回ガバナー諮問委員会　18：00 ＧＥ壮行会 
米山奨学生選考会 
R財団・地区補助金審査会 
第４回ガバナー諮問委員会(GE報告)・規定審議会・補欠議員選出 
米山奨学生修了式･奨学生歓送迎会 
インターアクト国際交流事業 
地区米山カウンセラーセミナー・オリエンテーション 
インターアクト国際交流事業（受け入れ） 
ローターアクト年次大会 
国際大会 
第４回 ガバナー補佐・委員長合同会議 
米山奨学会学友会総会 
16：00　第５回ガバナー諮問委員会 
18：00　新旧地区役員連絡会議 
会計監査報告 

場所
グランドプリンスホテル高輪
伊勢崎市立伊勢崎高校
高崎ビューホテル
ニューサンピア高崎
伊勢崎市立伊勢崎高校
高崎ビューホテル
高崎ビューホテル
高崎ビューホテル

高崎ビューホテル
ホテルメトロポリタン高崎
高崎コアホール
サンコー７２カントリークラブ
高崎ビューホテル
高崎ビューホテル
群馬音楽センター
群馬県立東毛青少年自然の家
群馬会館
大阪
大阪
大阪
高崎ビューホテル
ホテルメトロポリタン高崎
ホテルメトロポリタン高崎
高崎ビューホテル
高崎ビューホテル
高崎ビューホテル
台湾　
高崎ビューホテル
伊勢崎市立伊勢崎高等学校
高崎ビューホテル
バンコク
ホテルメトロポリタン高崎
高崎ビューホテル
高崎ビューホテル
高崎ビューホテル

(2011.7.1現在）

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

2011年

2012年

2011-2012 vol.3

９月１０日（土）

※お知らせ
前橋南ロータリークラブ、太田ロータリークラブの
周年行事の日程と会場が決まりました。（右図参照）

高崎ビューホテル

周年事業 太田ＲＣ　55周年　2012年3月29日（木）　ロイヤルチェスター太田　詳細は未定 
事務局移転 前橋北ＲＣ　前橋商工会議所４Ｆ　371-0017　前橋市日吉町1-8-1　tel027-219-2080fax027-219-2081 
 前橋南ＲＣ　前橋商工会議所４Ｆ　371-0017　前橋市日吉町1-8-1　tel027-232-9228fax027-232-9228 
例会場変更 桐生南ＲＣ　セントセシリア迎賓館→桐生グランドホテル 

以下の情報が届いていますので、お知らせいたします。 
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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.3



会員だより

新入会員紹介

新会員名 村田  治男
クラブ 伊勢崎RC
入会日 2011年8月3日
職業分類 建築防水
勤務先 （有）アクト
役　職 取締役
推薦者 板垣 時央　藤生 政雄

新会員名 藤井  潤
クラブ 伊勢崎南
入会日 2011年7月5日
職業分類 経営コンサルタント
勤務先 （株）藤井経営
役　職 副社長
推薦者 神倉 哲雄　田沼 啓一

新会員名 阿部  吉伸
クラブ 伊勢崎RC
入会日 2011年8月3日
職業分類 商業銀行
勤務先 群馬銀行伊勢崎支店
役　職 執行役員 支店長
推薦者 藤生 政雄　峯岸 則幸
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新会員名 田中  雅彦
クラブ 前橋北
入会日 2011年7月4日
職業分類 医者（胃腸科）
勤務先 （医）前橋外科医院
役　職 院長
推薦者 樋澤 一幸

新会員名 津久井 勇
クラブ 前橋RC
入会日 2011年7月19日
職業分類 銀行 
勤務先 ㈱群馬銀行本店営業部
役　職 取締役執行役員部長
推薦者 四方 浩

新会員名 田村 正明
クラブ 前橋RC
入会日 2011年7月19日
職業分類 不動産  
勤務先 群馬土地㈱
役　職 取締役社長
推薦者 四方 浩

新会員名 植木 威行
クラブ 前橋RC
入会日 2011年6月17日
職業分類 スーパーマーケット
勤務先 （株）フレッセイ
役　職 代表取締役社長
推薦者 江原 毅

新会員名 今泉 友一
クラブ 前橋RC
入会日 2011年6月28日
職業分類 小児科医
勤務先 いまいずみ小児科
役　職 院長
推薦者 山田邦子

新会員名 藤井  祐順
クラブ 伊勢崎RC
入会日 2011年8月3日
職業分類 仏教
勤務先 天台宗 華蔵寺
役　職 代表役員（住職）
推薦者 藤生 政雄　峯岸 則幸

新会員名 古橋 朋和
クラブ 高崎RC
入会日 2011年6月6日
職業分類 証券業  
勤務先 大和証券㈱高崎支店
役　職 支店長
推薦者 新井 久男
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新会員名 吉崎  裕
クラブ 高崎RC
入会日 2011年7月25日
職業分類 建設業
勤務先 （株）浜田屋
役　職 代表取締役
推薦者 丸山 和久・羽鳥 修司

新会員名 神澤 利之
クラブ 高崎RC
入会日 2011年7月25日
職業分類 手芸用品卸・販売 
勤務先 かんざわ㈱
役　職 代表取締役
推薦者 丸山 和久・糸井丈之

新会員名 新藤 正敏
クラブ 館林ミレニアム
入会日 2011年7月21日
職業分類 弁護士
勤務先 新藤法律事務所
役　職 代表
推薦者 小野 久男

新会員名 遠藤 清高
クラブ 高崎北
入会日 2011年8月3日
職業分類 惣菜製造販売
勤務先 ㈱田村屋
役　職 代表取締役
推薦者 廣瀬 彪夫　浅田 千秋

新会員名 原　義裕
クラブ 館林西
入会日 2011年7月5日
職業分類 総合コンサルタント
勤務先 合同会社エイチ＆ワイ
役　職 
推薦者 内田 年一

新会員名 茂木  聖二
クラブ 大泉
入会日 2011年7月8日
職業分類 地方銀行
勤務先 （株）東和銀行 大泉支店
役　職 本部長兼支店長
推薦者 松村 吉久

新会員名 朝比奈  浩司
クラブ 渋川
入会日 2011年8月4日
職業分類 運送業
勤務先 朝比奈運送（株）
役　職 代表取締役社長
推薦者 佐藤 秀樹

新会員名 小笠原　由美子
クラブ 渋川
入会日 2011年8月4日
職業分類 飲食業
勤務先 （株）鶴亀
役　職 代表取締役社長
推薦者 板倉 正和

新会員名 高橋  温  　
クラブ 渋川
入会日 2011年7月21日
職業分類 商業銀行
勤務先 群馬銀行渋川支店
役　職 支店長
推薦者 寺島 順一

新会員名 植松  巌
クラブ 高崎RC
入会日 2011年7月25日
職業分類 紙製品製造
勤務先 三友製紙（株）
役　職 代表取締役
推薦者 丸山 和久・糸井丈之
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新会員名 松岡　將之
クラブ 安中
入会日 2011年8月2日
職業分類 司法書士
勤務先 松岡司法書士事務所
役　職 代表
推薦者 谷野 薫　関根 俊夫

会員だより

訃報

吉橋　知久　会員
太田ロータリークラブ
2011年1月20日入会
2011年8月18日逝去　
享年43歳

謹んでお悔やみ申し上げます。

新会員名 相田 淳
クラブ 富岡
入会日 2011年8月3日
職業分類 商業銀行
勤務先 （株）群馬銀行富岡支店
役　職 支店長
推薦者 湯川 重太郎
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ロータリー文庫通信（288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。

■「『現代社会とロータリー』－クラブと会員はどうあるべきか」
　上野 操 2011 ／ 1P （D.2580 月信）

■「ロータリーの綱領について」
　川野正久 2011 ／ 2P （D.2590月信）

■「『親睦と奉仕の調和』ロータリー思想の原点」
　織田吉郎 2011 ／ 1P （D.2790月信）

■「『利己と利他の調和』の哲学－『東洋の実業倫理』」
　亀井義弘 2011 ／ 2P （D.2670月信）

■「自他の関係と奉仕」
　桑月 心 2011 ／ 1P （D.2630月信）

■「地域に合った、オリジナルで独創的な活動をしよう『親睦活動月間を考える』」
　崎山武夫 2011 ／ 1P （D.2610月信）

■「わかりやすいロータリー　改訂第4版」
　 2011 ／ 70P （D.2650）

■「奉仕の原則と保全の法則（1929年出版）」
　アーサーＦシェルドン著　田中 毅訳　2011 ／ 103P 

ロータリー文庫
●〒105-0011東京都港区芝公園2-6-15　黒龍芝公園ビル3階

●TEL.03-3433-6456  ●FAX.03-3459-7506  ●http://www.rotary-bunko.gr.jp

●開館=午前10時〜午後5時  ●休館=土・日・祝祭日 

2011-2012 vol.3

ガバナー月信と新着文献より

　［上記申込先：ロータリー文庫］

［申込先：渕上勝夫　FAX(0779)87-2560］

［申込先：田中 毅　FAX(06)6491-9899］
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第 2840 地区　

7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 　　82.70     108 　108        0          4

5 　　89.12 　 58 　   58         0          6 

4 　　77.51 　 65 　   65         0          4 

3 　　89.28 　 60　   63          3          6 

4 　　94.64 　 30 　   28         -2         1 

4 　　79.52 　 33 　   31         -2         6 

 　　   85.46     354 　353　   -1        27 

桐生

桐生南

桐生西

桐生中央

桐生赤城

　　　 合計

3 　　88.60 　 64 　   64         0          0 

4 　　82.61 　 24 　   24         0          0 

5 　　97.62 　 47 　   47         0          0 

4 　　81.25 　 24 　   24         0          3 

4 　　90.24 　 41 　   41         0          5 

　　   88.06     200 　200        0         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

4 　　94.42 　 69 　   69         0          0 

4 　　88.64　  32 　   32         0          1 

4 　　87.50 　 64 　   64         0          0 

4 　　77.59　  28 　   29         1          1 

3 　　90.63 　 31 　   32         1          2 

　　   87.76     224 　226        2          4 

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 　　89.86 　 65 　   68         3           0 

4 　　83.33 　 63 　   63          0         4 

4 　　94.49 　 62 　   64         2          0 

4 　　76.44 　 38 　   38         0          1 

4 　　86.49 　 37 　   37         0          3 

4 　　75.40 　 33 　   33         0          0

　　   84.33     298 　303        5          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

4 　　92.46 　 64 　   64         0         2 

4 　　91.77 　 22 　   22         0         2 

4 　　85.27 　 44 　   44         0         0 

4 　　84.46 　 27 　   27         0          0 

5 　　91.42 　 42 　   42         0          1 

　　   89.08 　199 　199        0         5 

館林

大泉

館林西

館林東

館林ミレニアム

　　　 合計

5 　　83.93 　 47 　   47         0         0 

4 　　86.56 　 28 　   28         0         4 

4 　　93.05 　 18 　   19         1          0 

4 　　89.53 　 25 　   26         1          2 

4 　　87.44 　 24 　   25         1          0 

　　   88.10 　142 　145       3          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 　　95.40 　 53 　   54        1          2 

4 　　84.50 　 57 　   57        0          0 

4 　　70.95 　 21 　   21        0          1 

4 　　85.00 　  7 　    5          -2        0

4 　　94.78 　 23 　   23         0          1 

4　　82.15 　 53　     57         4          0 

4 　　83.82 　 43 　   45         2          3 

　　   85.23 　257 　262        5          7 

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 　　84.54 　 46 　   46         0          4 

4 　　87.64 　 44 　   45         1          2 

4 　　71.94 　 26 　   27         1          0 

4 　　79.64 　 17 　   17         0          2 

4 　　92.04 　 41 　   41         0          1 

4 　　71.67　 15 　   15          0          2 

5 　　74.67 　 15 　   15         0          1 

4 　　85.01 　 28 　   29         1          0 

　　   80.89 　232 　235       3         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 1906 1923 17 77 85.69
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