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一之宮貫前神社 一ノ宮にある国の重要文化財。千有余年の歴史をもつ由緒ある神社。総門をくぐり石段を下ったところに社殿がある珍しい造りでも有名です。

ロータリー理解推進月間ロータリー理解推進月間
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～　新年を迎えて　～

　　

昨年は、各種行事にご協力を賜り誠に有難うございました。心より御礼申し上げます。

さて、日本の年末年始の行事は、多少は変化しつつも日本の原風景とでも申しましょうか、除夜

の鐘を聴きながら年越し、そして、神社、仏閣に初詣をするという習慣があります。こうした心を

いつまでも大切にしたいものです。

仏教では、元旦の御祈祷を “三朝祈祷” と申します。三朝、つまり一年の最初の朝、月の最初の朝、
一日の最初である朝をお迎えするということです。元は物事のはじめ、旦は太陽が地平線から昇る

ということです。

早朝、身を正し、敬虔な気持ちで初日の出を拝み、神佛に誓願するということですから

“正しい願い” “正しい誓願” でなくてはならないのです。私どもの属する伝統では「正」
しいという字は「一に止まる」と書くと教えられています。つまりこちらが正しい、あちらが間違っ

ているというときは、まだ本当の正しさに達していないというのです。《みんながそれでもって一つ

に止まる》《それでもってみんなが一つにまとまることができる》ということが本当の正しさだとい

うのです。つまり、本当の正しさは平和をもたらすのです。

平和の和という字にも深い意味があります。和という字には「のぎへん」の隣に口があります。「の

ぎへん」というのは稲の束を意味しているそうです。その隣に口がある。つまり、稲の束を独り占

めしないで、みんなと分けて一緒に食べましょうということです。たとえて言えば、自分のところ

におにぎりの山が運ばれてきた。おいしそうだ。たくさんもらおうかと思ったけれど、ふと見渡し

たら大勢いる。三つほしいところを一つで我慢して次の人に回す。これを昔の人は遠くをおもんば

かる、すなわち《遠慮》という言葉で表現していました。

皆様には、益々ご健勝にて新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

会長、幹事、そしてすべてのロータリアンの皆様、

明けまして
　　　　　おめでとうございます。

ひとつ とどまる

さんちょう　きとう
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「いたわる」ということも、自分の心を遠くにいる人のところにいたして、つまり自分の心を相手

に届けて、遠くにいる人の気持ちをおもんばかり、その人がしてほしいように努めてあげるというこ

とを「いたわる」と言ったのです。

ですから、遠くにいる人のことを大切にするということが和につながり、平和を築くのです。現代

社会における諸問題の解決の鍵がこの和という字の読み解きのなかに隠されていると私は考えます。

ポリオ撲滅の運動や WCS（世界社会奉仕）の活動も、遠くをおもんばかる大切な平和の
礎を築く活動だと思います。ですから皆様に一層のご協力をお願いしたいと存じます。

　　

ところで、日本のロータリーも「３Ｋ」と言われる問題に直面しています。

　　①会員の減少　　世界的には増員しているけれども・・・

　　②高齢化　　　　日本の会員に若年層が増えない・・・

　　③高コスト　　　会費、諸行事等のコストが高い・・・

　

これらについて、チェンジというチャレンジをしなくてはならない
と私は思います。

ロータリーは変えなくてはいけない！しかし、核心を忘れてもいけない。つまり、原点に戻って柔

軟に対応していく、ということが大切だと存じます。

そこで皆様からロータリー活動に関する率直なご意見をお伺いし、ともに難局に立ち向かっていき

たいと念願しております。皆様からの情報発信をお待ちしております。

“夢をかたちに” という私たちのテーマに向かってに、皆様とご一緒に歩む、そんな年にした
いと願っております。

皆様のご活躍を心よりお祈り致します。
　国際ロータリー第２８４０地区
　　　２００８－２００９年度

ガバナー
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メッセージ  ～　李東建 RI 会長から皆様へ　～
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◆今月の地区の主要行事◆
1. 第 3 回ガバナー諮問委員会
　日　時
　会　場
　対象者　
2. ガバナーエレクト壮行会
　日　程
　会　場
　参加者

3. 米山記念奨学生選考会
　日　時
　
　会　場
　参加者
　
◆連絡事項◆

：２００９年１月１０日（土）受付開始１５：３０　委員会開始　１６：００
：ホテルメトロポリタン高崎（０２７－３２５－３３１１）
：ガバナー・ガバナー諮問委員・ガバナーエレクト・地区幹事・地区財務委員 

：２００９年１月１０日（土）受付開始　１７：３０　　壮行会開始１８：００
：ホテルメトロポリタン高崎（０２７－３２５－３３１１）
：ガバナー・ガバナーエレクト・パストガバナー・地区幹事・地区財務委員・
　２００８-０９年度地区副幹事・２００９－１０年度地区副幹事

：200９年 1 月１８日（日）
　委員会開始　９：３０　選考会受付開始　１０：００　面接開始１０：２０
：前橋ホテル（０２７－２２０－１８１８）
：米山記念奨学生選考会委員・米山記念奨学生応募者

今月のご連絡

松倉ガバナー事務所　年始休暇

２００９年１月１日～１月４日（日）
２００９年１月５日（月）より業務を開始致します。



地区ガバナー候補者推薦についてのお願い

ロータリー・クラブ会長　各位

ガバナー　　　　　　　　　　松倉　紘洋
ガバナー指名委員会委員長　　森田　　均

RI 細則 13条 1節により、2011－12 年度の地区ガバナー候補者を本年度末（2008 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、2011－
12 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。

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 2007 年手続要覧（32・
227・228 ページ）をご参照ください。

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の形で、
クラブ幹事が正式に証明した文書をもって、2009 年 3 月 31 日までに、松倉ガバナー事務所にご提
出ください。

（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）クラブ会長を全期務めたことのある者
（4）ガバナーの任務と責任を果たす意思と能力のある者
（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

記

送付先　〒370－2332　群馬県富岡市下高瀬 724 鏑泉苑内
　　　　松倉ガバナー事務所

2011－2012 年度



ガバナー公式訪問報告 ～第 6分区～

公式訪問記念写真

富岡ロータリークラブ　ガバナー公式訪問報告
富岡ロータリークラブ　　会長　市川　悦老

幹事　高橋優一郎

国際ロータリー第 2840 地区松倉ガバナー、一柳ガバナー補佐をお迎えし、公式訪問が開催されま
した。
例会前の懇談会では、会長・幹事・地区委員・会長エレクト・各対象委員長・ローターアクト会長・
幹事等出席の下、クラブ方針や委員会活動について意見交換を行いました。
公式訪問例会では、松倉ガバナーより講話をいただきました。まず、先に富岡で開催された地区大
会のお礼と関場ＲＩ会長代理も大変感動されていたことが報告されたあと、国際協議会に出席された
時の様子や 200 カ国以上の様々な異文化で衣装も言葉も違った方たちと毎日進められる研修の感想、
今年度のＲＩテーマ「夢をかたちに」にこめられた李東建ＲＩ会長の想いを説明されました。「夢を
かたちに」どのようにしたら良いか‥‥まず、ロータリーの心と原点を大切にしよう。基本に帰ろう。
魅力あるクラブ創り・魅力あるロータリアンになろう。少しでも良くしよう。と熱く語られました。
例会終了後、恒例のメンバー全員による集合記念撮影を行い、公式訪問の日程を無事に終了しまし
た。松倉ガバナーのホームグランドである当クラブでの公式訪問でしたが、通常の例会とは違った、
和やかな中にもガバナーの熱意や活気が伝わる有意義な例会となりました。ありがとうございました。

日時：11 月 12 日（水）11：10～14：00
場所：ホテルアミューズ富岡

11：10～12：00
12：10～13：50
13：50～14：00

例会前懇談会
公式訪問例会
記 念 撮 影



ガバナー公式訪問報告 ～第 6分区～

松倉ガバナー公式訪問記念写真

藤岡ロータリークラブ　ガバナー公式訪問報告
藤岡ロータリークラブ　会長　林　直男

幹事　村田茂行

10 月 30 日 ( 木 ) 松倉紘洋ガバナー公式訪問例会、例会場の藤岡商工会議所に 11 時 20 分到着予
定とのご連絡でした。パスト会長のご指導により、懇談会出席者全員で、11 時頃から藤岡商工会議
所玄関前でお待ちしておりました。
やがて、一柳一男ガバナー補佐がご到着。その後、時間通りに松倉紘洋ガバナーがご到着されまし
た。早速、クラブ役員、地区役員、大委員長、藤岡 RAC 会長等 12 名で懇談会に入り、当クラブの現
況報告を申し上げました。
当クラブの創立 45 周年記念式典の話題になり、松倉紘洋ガバナーの予定により、記念式典の日程
を急遽 4 月 25 日 ( 土 ) から 4 月 26 日 ( 日 ) に変更致しました。お忙しい中、ガバナーがお祝いに駆
けつけて下さるとお聴きして、大変感謝致しております。
次に、一般市民への広報紙「藤岡 RC 市民版」の見本を見ていただき、「県下初のすばらしい企画」
と、お褒めの言葉をいただきました。校正中のものでしたが、後日ガバナー事務所から県下全クラブ
に配布していただきました。
完成した「藤岡 RC 市民版」は、12 月 2 日に新聞折り込みのかたちで、藤岡市、吉井町、高崎市
新町の 32,000 世帯の皆様に配布致しました。市民からの良い反響も届いております。
例会では、記念写真撮影の後、松倉紘洋ガバナーの講話をいただきました。アメリカでの国際協議
会の様子や、李東建 RI 会長の方針、数値目標等を細かく説明いただき、ロータリーのすばらしさを
真から語っていただきました。また、最後に会員増強のスポンサーピンを頂戴して、例会を終了致し
ました。出席率も良く有意義な公式訪問でした。会員一同心から感謝申し上げます。



ガバナー公式訪問報告 ～第 6分区～

公式訪問記念写真

安中ロータリークラブ　ガバナー公式訪問報告
安中ロータリークラブ　　会長　島崎　博一

幹事　藤巻　康喜

平成 20 年 10 月 28 日（火）安中市内の並木苑にて松倉紘洋ガバナーの公式訪問が行われました。
ガバナー到着後、早速はじめられた懇談会には一柳ガバナー補佐も参加いただきました。
会長、幹事のほかに半田奉仕プロジェクト委員長、茂木ロータリー財団委員長などが参加いたしま
した。またインターアクトクラブから大館顧問、原田主将も参加して、ロータリーの理念と実践につ
いて突っ込んだ意見交換が行われました。
続いておこなれたれ例会は 85％以上の出席率を記録し、松倉ガバナーの講話に耳を傾けました。
ガバナーはサンディエゴでの国際大会の様子や、李東建RI会長が提唱する国際ロータリーテーマ「夢
をかたちに」について分かりやすい言葉で話されました。
最後にガバナーを囲んで記念撮影を行い無事終了いたしました。



ガバナー公式訪問報告 ～第 6分区～

公式訪問記念写真

藤岡北ロータリークラブ　ガバナー公式訪問報告
藤岡北ロータリークラブ　会長　大塚　慶甫

幹事　深井　正毅

１１月１８日、第 6 分区最後の訪問先である当クラブの公式訪問が、松倉ガバナーをお迎えしてな
ごやかに行われました。今回の公式訪問が、松倉年度最終の訪問となりました。お迎えする私たちにも、
格別の思いがあった今回の公式訪問でした。
ガバナー講話を会員のご夫人方を交えて聞かせていただきました。当クラブの例会場は、メイクさ
れた方はご存知だと思いますが、ホテルのようなきらびやかな会場とはまるで違い、商工会館の二階
にある狭く殺風景な会議室です。その会場で、ご夫人方が心を込めて入れてくれたコーヒーを飲みな
がら、クラブ全体でお迎えするというアットホームな公
式訪問となりました。家族の協力や参加があることはた
いへんすばらしいことですと、松倉ガバナーよりおほめ
の言葉を頂戴しました。小さいクラブには、小さいなり
の良さがあるということでしょうか。ガバナーのお言葉
は、当クラブにとって、たいへん力強い思いがいたしま
した。
ガバナー講話の中で、特に印象に残ったお話は “三つの
かける” という言葉です。『笑顔で話しかける』『気にかける』『肩に手をかける』･･･魅力あるクラブ
創りのひとつとして、会員ひとりひとりが心に深く留めたお話でした。また、最後にガバナーがおっ
しゃった、地区大会での特別記念講演で話された渡辺和子氏の『一生の最後に残るものは、得たもの
ではなく与えたものである』という言葉は、まさにロータリーにおける奉仕の精神の真髄といっても
過言ではないと感銘いたしました。会員一同、新たな思いを胸にガバナーとともに過ごしたひととき
でした。松倉ガバナー、お疲れ様でした。そして、様々な心に残るお話をありがとうございました。



ガバナー公式訪問報告 ～第 6 分区～

公式訪問記念写真

富岡中央ロータリークラブ　ガバナー公式訪問報告
富岡中央ロータリークラブ　　会長

１１月１３日 ( 木 )、私ども地元富岡の富岡ロータリークラブ所属 RI２８４０地区松倉紘洋ガバナー
の公式訪問をいただきました。私ども富岡中央ロータリークラブは１９９３年、富岡ロータリークラ
ブのスポンサーにより、新しいロータリークラブとして誕生いたしました。以来１５年余り、何とか
独り立ちできるようになった今、親クラブの会員である松倉さんが今回はガバナーとして公式訪問に
来られたわけです。
当日は、先ず一柳ガバナー補佐をお迎えし、その後に松倉ガバナーをお迎えしました。地元の心安
さからか寸前まで私どもに緊張感は無かったのですが、役員そして SAA の委員たちと一緒に玄関で
ガバナーをお迎えしたその時に、いきなり急激な緊張感に襲われました。これは松倉ガバナーの持っ
ているオーラが一気に私たちを包み込んだというわけでしょうか。親しき内にも＜礼節＞ありの言葉
どおり、ガバナーの登場で我が中央クラブは瞬時に公式訪問の緊張した空気に変わりました。
しかしながら、別室で行われた役員との懇談会ではガバナーは一転、なごやかな笑顔で私たちの緊
張をほぐし、談笑を交えた話し合いに終始し、我々は過分なお褒めにもあずかり、また今後のクラブ
運営へ向けて激励の言葉もいただきました。
例会での講話では、ガバナー自身の経験を踏まえ、常にロータリーの原点に戻ってクラブ運営を考
えることがたいせつだと説かれ、それにはロータリーの生い立ちからの歴史を勉強する必要があると
強調されました。ややもすれば、形式や行事等に追い立てられる傾向のあるロータリー活動ですが、
そのつど原点に立ち返って、親睦・サービスを柱としたクラブ運営が重要であると話されました。
ガバナーらしい風格の備わった松倉ガバナーの実のあるお話を聴いて会員みな深く感じ入ったこと
を報告させていただきます。

松倉ガバナーとかたい握手を交わす勅使河原会長

勅使河原　正己
須 藤　洋 一幹事



ガバナー公式訪問報告 ～第 6分区～

公式訪問記念写真 講話をされる松倉ガバナー

碓氷安中ロータリークラブ　ガバナー公式訪問報告
碓氷安中ロータリークラブ　会長　櫻井幹男

幹事　室橋信好

松倉紘洋ガバナーをお迎えしての公式訪問例会が 11 月 6 日（木）に行われました。例会に先立ち
まして、11 時半から、松倉ガバナーならびに一柳一男第 6 分区ガバナー補佐との役員懇談会を行い
ました。当クラブからは、会長、幹事、会員増強委員長、米山奨学委員長出席のもと、忌憚のない意
見交換やガバナーからのざっくばらんなお話しを伺い、とても実りある懇談会を行うことができました。
暫時休憩をとり、昼食後、12時30分定時にガバナー公式訪問例会が開催されました。例会行事の後、
松倉ガバナーより約 50 分ほど講話を頂きました。講話では、昨年のガバナーエレクトになられてか
らの苦労話や、世界大会の様子など、ガバナーでなければ体験できない貴重なお話を伺うことができ
ました。さらに今年度ＲＩ李東建会長の思いや地区目標などについて、また、当クラブの問題点につ
いても、大変わかりやすく、時には面白おかしくお話し頂き、ガバナーの飾らない気さくなお人柄が
感じられ有意義な時間を過ごすことができました。
例会終了後、全員で記念写真をとり、2 時に終了となりました。

日時：2008 年 11 月 6 日（木）ＡＭ11：30～ＰＭ2：00
場所：並木苑（例会場）



ガバナー公式訪問報告 ～第 6分区～

公式訪問記念写真

藤岡南ロータリークラブ　ガバナー公式訪問報告
藤岡南ロータリークラブ　　会長　長田千代子

幹事　斉藤　信子

秋晴れの 10 月 31 日、午前 11 時 30 分、システム会議室に松倉ガバナーをお迎えし、早速理事の
方々との懇談に入りました。
理事の紹介も済み、少し遅れて藤岡中央高校の橋本暁夫校長、町田貴和子インターアクトクラブ副
顧問、12 名のインターアクトクラブの生徒さんが加わりました。橋本校長から、念願だったインター
アクトクラブ設立にかけた思い、インターアクトクラブ会長からボランティア活動にかける熱意が語
られました。そのことを聞いたガバナーが感銘をうけ、激励とお褒めの言葉を頂きました。懇談は和
気藹々のうちに終了し、例会場を移して昼食を頂いたのち、記念写真を撮って、藤岡中央高校の皆さ
んは退席されました。
松倉ガバナーからは、サンディエゴで開催されたＲＩ主催のガバナーエレクト研修で、ビチャイラ
タクルＲＩ元会長の講演内容に感動したこと、ＲＩが挙げているボランティア活動の実績の素晴らし
さ、今年度の李ＲＩ会長の 08～09 年度国際ロータリーテーマ “Make Dreams Real” についてのお話
しと、第 2840 地区の地区目標についての説明と協力要請がありました。又、松倉ガバナーが心掛け
ている ‘三かけ運動’、“笑顔で話しかける”、“気にかける”、“肩に手をかける” のお話しがありました。
ロータリアンとしてだけでなく、一人の人間としても実践して参りたいと思います。心に沁みる有意
義なご講話有難うございました。



ガバナー公式訪問報告 ～第 6分区～

米山奨学生も一緒に記念写真 ガバナー講話の様子

公式訪問記念写真

富岡かぶらロータリークラブ　ガバナー公式訪問報告
富岡かぶらロータリークラブ　　会長　高橋　敏男

幹事　嶋田　佳幸

１１月１１日１１時　クラブ役員８名にて、松倉紘洋ガバナー、一柳一男ガバナー補佐をお迎えし
１１時１０分より懇談会に入りました。
先ず会長の歓迎の挨拶、クラブ役員の自己紹介、クラブの現況報告書を基に会員増強、出席率の向上、
国際奉仕、「花菜園」事業等中心に概況報告させていただきました。
ガバナーから会員増強、出席率について参考例をもとに貴重なる意見とご指導をいただきました。
懇談は緊張のなかにも終始和やかに終わりました。
１２時１０分 SAA の案内で例会場へメンバー全員の拍手により、ガバナーをお迎えしました。
例会が始まり、会長の歓迎の挨拶と報告、その中で地区に対する協力の一環としてホストクラブと
して頑張りました地区ゴルフ大会、各種セミナー参加、１１月８日（土）地区大会（コホスト）に協
力をさせていた旨を報告させていただきました。
１２時５０分よりガバナーの講話をいただき、講話の冒頭「年度の初めから地区行事の参加をいた
だき有り難う御座います。」と感謝とお礼の言葉を頂戴しました。
次に、世界大会、ロータリー精神、ロータリーバッチの意味の重要性、会員増強、退会防止、ポリ
オ関連等、貴重なるお話をされ、皆さん引き込まれるように拝聴させていただきました。私達も今後
奉仕の機会を通して知り合いを広め、支えあいの心で地域社会に貢献してまいります。下期におかれ
ましてもご指導、ご鞭撻を戴きますよう宜しくお願い申し上げます。最後に記念撮影し終了しました。



第 6分区合同懇親会報告

「手に手つないで」ガバナーもご満悦

津軽三味線・・・すばらしい！

ガバナーを囲んで

藤岡北ロータリークラブ　会長　大塚　慶甫
幹事　深井　正毅

第６分区ガバナー公式訪問が１１月１８日、藤岡北ロータリークラブの訪問を最後に無事に終了い
たしました。第６分区合同懇親会は、会場を松倉ガバナーのお膝元である富岡に移し、ホテルアミュー
ズ富岡において総勢１５０名を超える多数の参加者により、盛大に開催することができました。松倉
ガバナーをはじめ、村上地区幹事、横山地区会計長、地区の多くの会員の皆様のご参加のもと、一柳
ガバナー補佐の歓迎挨拶に始まり、松倉ガバナーの来賓挨拶に続
き、清パストガバナーの乾杯の音頭でにぎやかに、そしてなごや
かに合同懇親会が催されました。
アトラクションは、津軽三味線の演奏をみなさんに楽しんでい
ただきました。玉村町在住の津軽三味線奏者、小山貢津慶社中の
メンバー５名が奏でる勇壮な演奏に、参加者はしばし時を忘れ演
奏に聴き入っていました。アンコールが終わってからもしばらく拍手が鳴り止まない様子でした。

また、松倉ガバナーご自身が各テーブルを回られ、
なごやかに会員相互の懇親を深めてくださいました。
ガバナーの表情が、地元の地区であるという親近感と、
長きに亘ったガバナー公式訪問がようやく終了した安
堵感も手伝ったのでしょうか、とても穏やかに感じら
れました。ロータリアンの友情にあらためて感謝をし

ながら、時間を共有することの素晴らしさを、参加してくださった方たちと分かち合えたことが何よ
りの喜びとなりました。ありがとうございました。



前橋ロータリークラブ創立５５周年記念式典

松倉ガバナーあいさつ 101歳の山本豪平氏（中央）と共に

前橋ロータリークラブ　会長　坂内　光政

去る１０月７日前橋ロータリークラブは、創立５５周年を迎え、前橋市のマーキュリーホテルにお
いて記念式典を開催しました。
昭和２８年９月２８日東京、桐生両ロータリークラブの共同スポンサーにより国際ロータリーの加
盟認証を受け、現在１０６名の会員が奉仕活動に取組んでいます。
式典には地区内外１５９名のロータリアン及び関係者の参加を得ました。会長挨拶の後、生方彰
５５周年記念実行委員長の挨拶並びに１０年来続いてきた「前橋ロータリークラブ国際奨学会」の拡
充を行う記念事業の発表がありました。引続き、松倉紘洋ガバナー、大澤正明群馬県知事、高木政夫
前橋市長、曽我孝之前橋商工会議所会頭から祝辞を頂きました。当日は友好クラブの水戸ロータリー
クラブ、新潟ロータリークラブを始め、当クラブの元会員も多数参加し、中でも新潟の元会員の
１０１歳の山本豪平氏も参加されてロータリーファミリーの楽しい集いとなりました。
私達は、ロータリーの理念に基づき、時代の変化に対応しつつ地域社会の向上に貢献するため、一
層努力していくことを誓いました。



ＮＨＫ全国学校音楽コンクール
　　　　　前橋地区出場校の合唱を聴く会

全国学校音楽コンクール前橋地区出場校の合唱の様子

前橋ロータリークラブ　実行委員長　矢端和之

12月6日（土）に前橋市民文化会館において第5回目の前橋地区出場校の合唱を聴く会を開催しま
した。市内の６小学校と２中学の約350名が今年度参加しました。当日会場には1000人を超える入
場者があり大盛況の中で開催することができました。
この合唱を聴く会は、前橋に住む小学生、中学生、高校生に音楽を通じて心に潤いのある人生を送
ってもらいたいと思い、平成16年から毎年開催しています。
また、ＮＨＫ全国学校音楽コンクールでは歌唱人員35名以内、自由曲と課題曲の入れ替え人数15
名以内という制限がありますが、いつも一緒に練習し、苦楽を共有してきた仲間は、発表のときにも
一緒に歌うべきだと考え、合唱部の仲間全員がステージで歌うことをこの会のルールとしました。
開催にあたり坂内光政会長より、「歌や音楽は人々の心を癒し、楽しさと勇気と自信を与えてくれ
ます。また、皆さんが合唱するときは他のパート人の立場を思いやっていると思います。お互いに人
を思いやることが、人が生きていく上で大切なことなのです。」と挨拶があり、最後に開催にあたり
後援いただいた関係各位、学校関係者及び参加された皆さんに御礼を申し上げました。
参加出場校は下記の通りです。
小学校：群大附属小学校、市立粕川小学校、市立大胡東小学校、市立新田小学校、
　　　　市立大胡小学校、市立永明小学校
中学校：市立第一中学校、群大付属中学校



ロータリー茶の湯倶楽部研修会に参加して

　平成２０年１２月６日、初冬の富岡市。
　今回で１７回目となる研修会の会場は、松倉ガバナーのお膝元、貫前神社に隣接した富岡市社会教
育館。抜けるような青空の下、敷き紅葉に迎えられて懐かしさを感じさせる木造の建物に入った。
　重厚な格天井を備えた講堂で、まずは開会式。松倉ガバナーのご挨拶に続き、茶の湯倶楽部総括世
話人である森田パストガバナーから「茶掛」についての講話があった。茶掛の種類や拝見の仕方など
の知識に加え、茶席にその掛物を選んだ亭主の思いを尊重し、主客が席の中で心を通わせることの大
切さを教えられた。
　教育館の和室は、違い棚や欄間など細部にまでこだわりの感じられる、書院造りの風格のある部屋。
松倉ガバナーを筆頭に席入りし、まずは床の間の掛物、花、香合を拝見し、これから始まる席への期
待が高まっていった。
　茶席を持たれたのは、富岡市在住の裏千家教授者である福光宗芳先生。ゆったりとしたお話振りに
聞き入るうち、先生の設えた席の雰囲気に引き込まれていった。今回、先生がテーマにされたのは、
富岡市内の得成寺に伝わる小町伝説であるとのこと。鐙を花入れに見立てた趣向や旅の荷物をイメー
ジさせるお菓子に、小町の旅のゆかしさが偲ばれ、その中で参加したロータリアンおよびその家族
２７名、一様に一服の薄茶をおいしく頂いた。
　こうして慌ただしい師走の中、豊かな時間を仲間たちと共有できたのは、大きな収穫であった。
感謝！

（Ｍ．Ｍ記）

森田パストガバナー・松倉ガバナー・福光宗芳先生

松倉ガバナー挨拶の様子

参加したロータリアン・・・しびれたかな

神妙に・・・結構な御点前でした



米山記念学友会クリスマス会開催報告

中繁委員長あいさつ 米山奨学生近況報告

記念撮影の様子 ジャンケンゲームでの賞品を渡すガバナー

地区副幹事　小林　夏夫

12 月 7 日（日）12：00～14：00 まで、ホテルメトロポリタン高崎に於いて、米山記念学友会主
催によるクリスマス会が盛大に行われた。出席者は大路学友会会長・松倉ガバナー・牛久保ガバナー
エレクト・高木米山記念奨学会常務理事をはじめ、地区役員・米山記念奨学生・学友会の多くの方々
に参加していただきました。
開会に先立ち、高木米山記念奨学会常務理事・牛久保ガバナーエレクト・大路学友会会長・中繁米
山記念奨学委員会委員長より歓迎のご挨拶をいただいた。そして、村上地区幹事より声高々に「乾杯」
の声が会場いっぱいに響き歓談が始まった。
しばらくして、和やかな雰囲気の中、米山記念奨学生と学友会の方々より近況報告をいただき、そ
れぞれの方々が元気に勉学に励んでいる様子が伺えた。その後ビンゴゲーム・じゃんけんゲームで楽
しいひと時を過ごした。（ゲームの賞品は役員の皆様に提供していただきました。拝）時間の経つの
は早いもので終了の時が近づき、少し遅れて到着した松倉ガバナーより全員の方々へプレゼントが渡
され豊泉米山奨学委員会副委員長の閉会の挨拶で終了した。

とよずみ

高木米山記念奨学会常務理事あいさつ

大路学友会会長あいさつ

松倉ガバナーあいさつ 牛久保ガバナーエレクトあいさつ



第 2回地区ロータリー財団委員会報告

～委員会の様子～

12 月７日（日）高崎ビューホテルにおいて委員会が開催されました。去る１１月１９日東京で開

催されたロータリー財団地域セミナーを受けての開催で、高木委員長から「地区財団の活動状況」・「地

区補助金、マッチンググラント」・「Ｒ財団寄付状況、ロータリー１億ドルチャレンジ寄付状況」・「新

補助金」について報告や説明があり、それぞれのテーマ毎に出席者から質問・意見交換がなされました。

今回の委員会は特にマッチンググラントの実施にあたって次期牛久保年度に引き継いでいく案件も

あることから、村上・伊能両地区幹事、大島世界社会奉仕・友情交換委員長出席のもとで検討をおこ

ないました。

最後に松倉ガバナーからこれまでの活動に感謝しさらに年度後半にむけての委員会への活動に期待

する挨拶があり閉会しました。



青少年交換学生クリスマス会開催報告

ガバナー、交換学生、ご友人の皆さん

牛久保ガバナーエレクトとじゃんけんゲーム高崎ちんどん倶楽部の皆さんと

小暮委員長あいさつ

～楽しかった青少年交換学生のクリスマス会～
担当副幹事　峯岸　正典

去る12月20日土曜日、午後5時から7時までホテルメトロポリタン高崎で青少年交換学生のクリス
マス会が開かれました。受け入れクラブでクリスマス会を企画していたところもあり、全員が集まる
ことはできませんでしたが、にぎやかに楽しい一時を分かち合うことができました。
主賓は前橋西ロータリークラブで受け入れているビクトリア・ワップルズさんでした。お友達も連
れてきてくださいとお願いしたところ、国際共愛学園から４人の友人を誘って来てくださいました。
アメリカのカンザスから来ている女子生徒は日本語が上手でした。即席のスピーチをした後、緊張し
たという仕草がフレッシュでほほえましいものでした。他にフィンランドから来た女子生徒、メキシ
コから来た男子生徒、南米のチリから来た男子生徒も加わり、じゃんけんゲームやくじ引きでのプレ
ゼント交換が興奮と笑いを誘いました。松倉ガバナーや牛久保ガバナーエレクトがじゃんけんゲーム
に興ずるお姿もありました。
圧巻は高崎ちんどんクラブ（代表：杉浦芳郎・高崎東ロータリークラブ幹事）の皆さんによるパフ
ォーマンスで、ビクトリアさんが踊りだし一層パーティーらしくなりました。総勢7名のちんどんク
ラブですが、杉浦さんを含めてそのうちの３名がロータリアンですので、出席していたロータリアン
はうれしかったと思います。
小暮高史委員長が開会の挨拶でメリークリスマスと締めくくりましたので、後に続く皆さんもすべ
てご挨拶の最後はメリークリスマスでした。
いろいろご配慮いただいた前橋西ロータリークラブの関係者の皆さん、一年交換から帰ってきた正
田美鳩さんやお母さん、ホストファミリーの山本さん、小出さん、アメリカで勉学中の田中慧君のご
両親、青少年交換委員、ガバナースタッフの皆さん、大勢の皆さんに支えて頂いたおかげで、いいク
リスマス会となりました。あらためて皆さんに御礼を申し上げ、ご報告とさせて頂きます。



Vol.7
地区主要行事一覧表・周年行事予定クラブ
～2008-2009　地区主要行事予定表～

 ク  ラ  ブ  名 周 年   予        定        日      開     催     場     所
前橋                          
前橋西                          
館林東                         
高崎                          
高崎セントラル  　　　      
前橋中央                         
藤岡
渋川みどり                      
沼田                                                                  
富岡中央                     　　　　　　　　   

～2009～2010 年度 ( 牛久保年度）　地区主要行事日程表～

5 5
4 5
2 5
5 5
1 0
1 5
4 5
1 5
5 0
1 5

前橋マーキュリーホテル
ロイヤルチェスター前橋
レストランジョイハウス
高崎ビューホテル
高崎ビューホテル
ロイヤルチェスター前橋
未定
渋川プリオパレス千年の森
ディラン
ホテルアミューズ富岡

2008 年 10 月  ７日
2008 年 11 月 16 日
2009 年  3 月 15 日
2009 年  3 月 30 日
2009 年  4 月 11 日
2009 年  4 月 19 日
2009 年  4 月 25 日
2009 年  4 月 29 日
2009 年  5 月 10 日
2009 年  5 月 24 日

（火）
（日）
（日）
（月）
（土）
（日）
（土）
（水）
（日）
（日）

　～周年行事予定クラブ～

 　　　　開    　　催            日                            項　　　　　　          目                                    場　　　　　　所　
 2009 第 3回ガバナー諮問委員会・ＧＥ壮行会

米山奨学生選考会  
1 年派遣学生　第 1回オリエンテーション
米山奨学生修了式・歓送迎会
インターアクト国際交流事業
青少年交換委員会 
１年受入学生　春の小旅行 
米山カウンセラｰセミナー
米山新規奨学生オリエンテーション
GSE 派遣
インターアクト国際交流事業（受け入れ）
第４回青少年交換委員会
１年派遣学生　第２回オリエンテーション
全国青少年交換委員会委員長会議
米山記念奨学生学友会総会
第５回青少年交換委員会・１年受入交換学生修了式
１年派遣交換学生　第３回オリエンテーション

第４回ガバナー諮問委員会
新旧地区役員連絡会議

ホテルメトロポリタン高崎
前橋ホテル

ホテルメトロポリタン高崎
台湾

長谷川ホテル
長谷川ホテル
韓国　大邸市

ホテルメトロポリタン高崎

バーミンガム

10
18
下    旬
21
未定
中    旬
春休み中
18
18
13( 月 ) ～５．11
未    定
下    旬
〃
未定
6
初    旬
〃
21( 日 )   ～   24
27
27
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4．

5.
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（土）
（日）

（土）

（土）
（土）
（月）

（土）

（水）
（土）

 　　　　開    　　催            日                            項　　　　　　          目                                    場　　　　　　所　
 2009 第１回 ガバナー補佐･委員長合同会議

国際協議会
地区チーム研修セミナー
会長エレクト研修セミナー（PETS)
第２回 ガバナー補佐･委員長合同会議
２８４０地区協議会
第２回 ガバナー補佐会議

サンディエゴ

伊香保　福一

伊勢崎市文化会館

 11
18（日）   ～  25
  7
14（土）   ～  15
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新会員紹介

高橋　國夫
渋川 RC

入  会  日  
職業分類
勤  務  先  
役       職
推  薦  者  

2008年11月20日
機械設備業
今井鉄工（株）
代表取締役社長
石田　享史　

/
/
/
/
/

平井　克明
沼田中央RC

入  会  日  
職業分類
勤  務  先  
役       職
推  薦  者  

2008年12月4日
クレバリーホーム
（株）サンポウ　住宅事業部
事業部長
永井　寛之

/
/
/
/
/



文庫通信（255 号）

この度は、昨年度の会計報告をさせて頂きます。
今後ともロータリー文庫をご活用くださるようお願い致します。

ロータリー文庫

２００７～２００８年度　会計報告

資　産

現金
普通貯金
定期貯金
現貯金合計
仮払金
合計

68,512
5,177,135
7,000,000
12,245,647
876,300

13,121,947

8,833
149,445
158,278

12,963,669
13,121,947

雇用保険料預り金
社会保険料預り金
負債合計

次期繰越金剰余金
合計

会費収入
雑収入

当期収入
前期繰越収支差額
収入合計

29,088,150
272,478

29,360,628
11,140,285
40,500,913

1,849,500
8,600,353
9,464,069
7,623,322

0
27,537,244
1,823,384
12,963,669

委員会費
業務費
賃貸管理費
人件費
予備費
当期合計
当期収支差額
次期繰越収支差額

負　債

収　入 支　出

（賃貸対照表）

（収支計算書）

正味財産

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3F

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
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