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ガバナーメッセージ 

国際ロータリー 第２８４０地区 

２０１８－２０１９年度ガバナー 

宮内 敦夫 

 地区ロータリアンの皆様、暑中お見舞い申し上げます。 

  

 ７月１日に始まった私の年度も早１ケ月がたち、お盆が終われば、間もなく１０月６，７日

の地区大会です。関東地方は史上稀な６月中の梅雨明けという状況でありましたが、７月早々

西日本の各地が豪雨のために甚大な被害を受けました。1５日現在で210名もの犠牲者が出て

しまい、安否未確認者が22名もいるとのことです。心から哀悼の意を表します。被災地の皆様

には苦難に屈することなく、一日も早く元の生活を取り戻して頂きたいと祈るばかりです。 

 

 ８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。６月２日の「会員増強セミナー」には、クラ

ブ会長・幹事・クラブ研修リーダー・会員増強委員・その他多くの皆様ご出席ありがとうござ

いました。RI第１，２，３ゾーン地域別会員増強計画プロジェクト・リーダー水野功氏を講師

にお迎えして、「アンケートにてわかった日本の課題」という演題でお話し頂きました。この

アンケートとは、日本のロータリー生誕１００年委員会が全国のクラブに対して行ったクラブ

の現状と課題についてのアンケートで、その結果と分析は「ロータリーの友」の2017年11月

号に掲載されています。 

併せて、当地区クラブの「会員増強アンケート」の結果分析を経験と実績のある会員組織強化

委員長田中久夫PGに報告して頂きました。 

 2840地区の戦略計画では、2020年までに2000年に2560地区（新潟）から分離した時の会

員数と同じ2540名（うち女性200名）の達成を目標としています。今年度の目標は純増５％、

1１0名であります。 

 

 退会を防止し会員の増強を図るためにはどうすればよいのでしょうか。まず、第一にやるべ

きことは、クラブを楽しくすることです。会員にとって楽しいクラブであれば、クラブに退屈

して退会する人はいないでしょう。自分がロータリーは楽しいと思えば、熱意をもって友人を

誘うこともできます。周囲の人も、好意と善意をもって社会貢献するロータリアンの姿を見れ

ば、ロータリークラブに関心を持ち、入会に心を動かされることでしょう。私たちロータリア

ンがクラブを楽しみ、親睦を図り、社会との連携の中で無心で奉仕活動をすれば、公共イメー

ジはおのずと向上するでしょう。それには時間がかかります。しかし、根底にあるのはこの楽

しい魅力あるクラブ作りだと信じます。 

 会員の勧誘には戦略計画を持ち、クラブを挙げて取り組んでください。特に、若い人と女性

にターゲットを置きましょう。 
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 併せてしなければならないのは、新入会員の指導育成です。地区もクラブも新入会員がクラ

ブの活動に一日も早く馴染めるよう十分配慮しなければなりません。ロータリ―活動とは何か、

どういう人格のロータリアンを育成しようとしているのか、社会貢献・社会奉仕とは何か、

ロータリー財団・米山奨学金とは何か等々、伝えるべきことはたくさんあります。地区は「新

会員セミナー」を開き、学習の場を設けます。クラブでも是非学習の機会を作ってくださるよ

うお願いします。 

  

 ラシンRI会長は、インターアクト、ローターアクトに力を入れています。若者の力は大きい

です。彼らを育てること自体が社会貢献です。奉仕の精神を持った人、奉仕活動を実践する人

を育成することは現代社会が求めるものだからです。いずれ彼らがロータリークラブに入会し

てくれれば、会員増強の重要な基盤作りであります。 
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新ロータリー年度に寄せて 

 親愛なるロータリーの支援者、そしてロータリーリーダーの皆さま 
 
 本日は2018-19ロータリー年度の初日、共にロータリーの新たな役割に取り組む最初の日で
す。また、各役割の前任者たちからリーダーシップのバトンを受け取り、後任となる人たちに
バトンを渡す準備を始める日です。私たちが職務を全うし1年後に退任する頃には、クラブや
地区はさらに大きく、強く、効果的で＝となり、ロータリーに全力をつくし、その価値をより
いっそう高めていることでしょう。 
 
 ロータリーの役割におけるリーダーシップは、その性質から、リレー競争によくたとえられ
ます。それは個人競技ではなく、チームとして行うものです。私も含め、今年度のリーダーと
なられた皆さまが一つのチームとなるのです。私たちは同じ目的をもっています。それはロー
タリーの奉仕によって世界を変えること。一つひとつのプロジェクト、クラブ、そして地域社
会の力によって変えていくのです。 
 
 今年のロータリー年度のテーマは「インスピレーションになろう」です。私は長年にわたり、
ロータリアンが活動を通じて真に意欲を高めていく姿を見てきました。奉仕を通じて最も大き
な影響をもたらす人とは、必ずしも多くのリソース、豊かな経験、または幅広い人脈をもつ人
ではありません。大きな影響を生むのは、インスピレーションを得た人たちです。何かをした
経験、見た経験、または誰かに会った経験など、その経験で心に火がともされ、奉仕のインス
ピレーションを得たのです。 
 
 今年度、ご自身の中にインスピレーションを見出すだけでなく、人びとへのインスピレー
ションとなってください。奉仕に意義を見出し、影響を生み出す者としての自己を認識し、さ
らに多くを成すことに意欲を燃やすロータリアン同士で力を合わせ、力強いクラブと地区を築
いていきましょう。情熱をもって模範となり、現在よりもはるかに堅実な未来へとロータリー
を導いてください。 
 
 私も皆さまも、また世界各地のガバナー、クラブ会長、ロータリー役員は皆、本ロータリー
年度のために選ばれたわけです。私たちは、目下の活動を遂行する最善の人材としてロータリ
アンの仲間から信を置かれ、そして選ばれました。私はこれからの12カ月間、力の限り専心努
力する所存です。皆さまにもそうしていただけると信じております。「インスピレーションに
なろう」のテーマを、共に実現しましょう。 
 
心を込めて 
 
 
2018-19年度国際ロータリー会長 
バリー・ラシン 
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青少年交換プログラム長期交換学生歓送会 

6月17日前橋問屋町センター会館にて、長期交換学生歓送会が開催されました。 

登録受付12:00〜 昼食後13:00より開会致しました。  

参加者は地区役員・ロータリアンホストファミリー及びROTEX38名。 

交換学生4名、ホストファミリー18名、宮内年度派遣学生4名、合計64名参加しました。 

開催日 ：平成３０年6月1７日(日) 
場 所 ：前橋問屋センター会館 
報告者 ：地区副幹事 関井 宏一 
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ガバナー挨拶  田中 久夫 

委員長挨拶青少年交換委員長原敬 

2017－2018年度 長期受入学生への認定書・記念品授与 ガバナー  田中 久夫 

2017－2018年度  長期交換受入学生スピーチ ４名 

 Mae cailin HOVLAND （メイ：ミネソタ州） （藤岡北ＲＣ） 

 Sonja Marie KOZUCH （サーニャ：テキサス州） （安中ＲＣ） 

 Julie Marie MUNSCH （ジュリー：テキサス州） （伊勢崎ＲＣ） 

 Everett Michael BISHOP （エヴァン：オレゴン州） （桐生ＲＣ） 

ホストクラブ・カウンセラー・ホストファミリーへの感謝状授与 

クラブ、カウンセラー、ホストファミリーの順で感謝状を贈呈 ガバナー  田中 久夫 

ROTEXより学生への激励の言葉 ROTEX会長  山田 悠介 

2018~2019年度 派遣学生からのメッセージ 

 長期交換学生 岸 花音 （ネブラスカ州） （前橋東ＲＣ） 

 長期交換学生 辻 優香 （ミネソタ州） （伊勢崎ＲＣ） 

 長期交換学生 田谷野 胡桃 （テキサス州） （伊勢崎中央ＲＣ） 

 長期交換学生 大嶋 章仁 （オレゴン州） （安中ＲＣ） 

青少年交換学生への激励の言葉 ガバナーエレクト 宮内 敦夫 

閉 会 ガバナーノミニー 森田 高史 

記念撮影  

以上のプログラムで滞りなく、無事に終了しました。 
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第109回国際大会参加報告 

６月２２日（金）成田空港に集合、トロントに向け出発 

シカゴ空港で到着が遅れたほかの乗客を待っていたため 

シカゴからの出発が遅れ、トロントの到着は２時間弱遅れました。 

これが今回の旅のトラブルの始まりでして、私は、なかなか出国出来ませんでした。 

ホテルは問題なく一安心でした。 

  

６月２３日（土）はメトロ・トロント・コンベンションセンターで 

大会登録キットを受け取った後友愛の家を見学し、その後カサロマ城など市内観光とショッピ

ング。 

個人的にはロータリーホスト主催のチケット制行事 『ディスティラリー歴史地区での夕べ』

に参加できなくてとても残念でした。 

  

６月２４日（日）は午前中、市内観光、その後オンタリオ湖のそばの眺めの良い中華レストラ

ンで昼食、その後エアカナダセンターでいよいよ国際大会本番、各国国旗入場、開会宣言、歓

迎の挨拶のあと英国エリザベス女王の長女 プリンセス・ロイヤル・アン王女のスピーチがあ

りました。さすがに大英帝国の香りのする素晴らしいスピーチで、まず自分たちのエゴをわき

に置いて弱者の為に奉仕することが大切だと説かれました。カナダは大英帝国の一員だったこ

とを思い出しました。 

夜はシェラトンセンターホテルで地区ナイト３９名の参加をいただき、親睦を深めることが出

来ました。 

  

６月２５日（月）はホテルからバスに乗りナイアガラフォールズ観光、天気も良く楽しむこと

が出来ました。しかしナイアガラからトロント郊外のホームパーティー会場へ向かう高速道路

が事故の為閉鎖、やむなく一般道を走ることになり大渋滞、到着が２時間ぐらい遅れました。

これが今回の旅の２回目のトラブルでした。ホームパーティー会場であるジェームス・松本邸

はオンタリオ湖を見下ろす素晴らしい屋敷で敷地は２千坪ぐらいと思われます。プールサイド

でおいしい食事を楽しみました。渋滞がなければもう少しゆっくりできたのに残念でした。 

  

６月２６日（火）は朝早くホテルをチェックアウトして空港へ到着、UA５４７便に乗り込み

離陸を待っていましたが、なかなか飛びません。シカゴ空港が雷と嵐の為閉鎖のアナウンスが

あり機中で２時間ほど待っていましたが、再開のめどが立たずやむなく一旦飛行機を下ろされ

てロビーで待つことになりました。これが今回の旅の３回目のトラブルでした。 

その後シカゴ空港が再開されシカゴから成田向けの全日空に無事乗ることが出来ました。 

  

６月２７日（水）シカゴ空港の閉鎖の為３時間ほど到着が遅れましたが、けがもなく皆さん元

気に帰国することが出来ました。 

  

公共イメージ委員長 

板倉 正和 
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 カナダ・トロントの国際大会に参加するために、6月22日午後3

時、成田国際空港に集合して、１７時１０分シカゴ経由で出発した。   

同行者２２名。時差マイナス１３時間。夜中にホテルに到着し、弁

当を食べ終わったのは2時ごろで、窓の外は暗闇に雨でした。 

 109回目に当たる国際ロータリー世界大会に参加するために、世

界各国から25,652名のロータリアンがトロントに結集しました。

RI2840地区からは、田中ガバナー夫妻、宮内ガバナーエレクト、

疋田パストガバナ―夫妻をはじめ22名が地区企画団体で参加し、

他は別ルートあるいは個人で20名ほどが参加されました。特にオ

ンツー・トロント板倉委員長の渋川RCより11名の参加がありまし

た。 

 

【６月２３日】 朝食後ホテルを出て、メトロ・トロント・コンベ

ンションセンターにて、大会登録キットを受け取り、隣の建物の友

愛の広場会場を視察しました。５００以上のブースがあり、各国の

ロータリー関係の機関事務所や出店が軒を並べていた。人出が多く、

まるで夜店を歩いているようでありました。 

 バスで市内に出て、オンタリオ州議事堂、トロント大学トロント

市庁舎、CNタワー等市内見て廻りました。午後はカーサ・ロマ城

に行きました。富豪のヘンリー・ベラット卿が3年の歳月と350万

ドルの巨費を投じて建築した98部屋もあるすごい建物（お城)でし

た。  

 

2017-18年度トロント世界大会に参加して 

 地区幹事 小暮 雅𠀋 

 

  トロント中心街の広場 

 ベラット卿の豪邸前での集合写真  

 【6月２４日】 朝6時半より日本人朝食会が行わ

れました。約800名近い参加者がありRI理事の石黒

慶一氏が会場運営されてました。 

ラシン会長をはじめ数名のRI役員が参加されスピー

チがありました。 

その後、バスにて日系文化会館を訪れ、カナダへ移

住された日本人の方々のパネル等を見たり、柔道場、

剣道場等見学させてもらいました。とても広い建物

でした。 
 日本人朝食会写真 
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 盛大に開かれた地区ナイト 

 100ｍの展望レストランから見る 

ナイアガラの滝 

 ビニール・ポンチョを着て轟音漠霧の中を 

滝に近づく船上  

【大会本会議：午後の部】2017-2018年度RI会長イア

ンH.S ライズリー（オーストラリア、サンドリンガム、

ロータリークラブ所属）開会に際して、死去された国際

ロータリー会長エレクトのサムF.オオリ氏の奥様と息子

さんを招待し、追悼の辞を表しました。また、英国アン

王女、元大統領夫人、3人の首相の参加がありました。 

 英国のアン王女は、ポリオ撲滅活動で中心的な役割を

担うロータリーに感謝を表明された。また、ローラ・

ブッシュ元米大統領夫人は、早期児童教育の支援をロー

タリアンに呼びかけました。ニュージーランドのヘレ

ン・クラーク元首相は、イアンH.S ライズリ―RI会長

と対談し、ジェンダーの平等と環境、貧困、飢餓、平和

の重要な関係性について語りました。カナダのジャス

ティン・トルドー首相にロータリーから「ポリオ撲滅推

進功労賞」が贈られました。トルドー首相は受賞演説の

中で、ポリオ撲滅のために各国政府と協力するロータ

リーへの感謝を述べられました。ポリオを撲滅する闘い

においてロータリアンが極めて重要な役割を担っている

と首相は語り、「私たちは協力して、ポリオ撲滅を実現

させます」と述べました。 

 地区ナイト夕食会では曽我PGご夫妻と本田PGご夫妻、

別ルートでトロントに来た人たち総勢の４０人で盛り上

がりました。 

 

【６月２５日】 昨日まで悪天候続きでしたが、今日は

晴れて空も木々もきれいでした。2時間かけてナイアガ

ラの滝に到着、1時間並んだ末船にてアメリカ滝、カナ

ダ滝を見学、圧倒されました。高さ160mのスカイロ

ン・タワーにて回転展望でのお昼の食事は気分が晴れ晴

れしました。 

 夕食は疋田PG氏の友人ジェームス・松本宅でのホー

ムパーティーではお世話になりました。大きな家にプー

ル、広い芝生の庭、そして久しぶりの日本食はとてもあ

りがたかったです。 

 

【６月２６日】 朝4時半にホテルを出発し、乗り継ぎ

シカゴ空港が悪天候で閉鎖のために、トロント空港で機

内に3時間近く閉じ込められましたが、無事日本へ帰れ

ました。板倉委員長のまとめ役ご苦労様でした。参加者

の皆様大変お世話になりました。 

 

 

世界大会会場内 
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ロータリー財団委員会 合同会議 

開催日 ：平成３０年７月７日(土) 
場 所 ：メトロポリタン高崎 
報告者 ：地区副幹事 長柄 純 

・ ガバナー挨拶  複数の国（地区）より２８４０地区とグローバル補助金プロジェクトを
  行ないたいとの依頼が来ている、委員会の皆さんで実施可能か検討して
  いただきたい。 
・アドバイザー挨拶 Ｒ財団より地区財団活動資金として３年前の寄付金の半分が分配される。
  此れを有効に使う事によりクラブと地区が元気になる事が出来る。 
・ 委員長挨拶  宮内年度がスタートし新たな委員さん７名が加わりました、財団委員会
  は８月初旬のセミナーも有り早めの委員会活動を行い財団へ認識を深め
  てゆく。 
第１部＜議事＞ 1. 財団活動は「未来の夢計画」でスタートした、「財団ハンドブッ
  ク」を参考にし地区補助金、グローバル補助金共に地区活動資金を
  積極的に活用してほしい。 
 2. 財団セミナー開催について合同委員会は１回とし各委員会と協議し
  開催する。 
 3. 一人１５０ドルを達成できるように各クラブへの支援を行なう。 
 4. 地区財団活動資金は207,216ドルと大きな事業になる。  
 5. Web申請になり審査もスムースに行うことが出来、結果等は資料の
  通り。2018-2019年度、ロータリー財団ハンドブックダイジェスト
  版の発刊を行なう変更点が有るので熟読をお願いする。 
 6. 申請クラブ、2クラブ(前橋東、桐生西)、使用総額80,000ドル、前
  橋ＲＣとモンゴルとでＶＴＴ。 
 7. 3年前の寄付額を今後は考慮しての申請となる。事業終了後（1ヶ月
  以内）速やかにWebでの報告となる。 
 8. ポリオプラス基金寄付一人30ドル以上、財団セミナー等で啓蒙活動
  を行なう。 
 9. Webサイト出欠システムの説明、地区補助金Web申請、Web報告の
  説明 
第2部＜分科会協議＞ Ａ グループ報告者、山田補助金委員長  
 Ｂ グループ報告者、板垣財団委員長  
 Ｃ グループ報告者、町田資金推進委員長 
講 評  牛久保ロータリー財団委員長 
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〜 次  第〜 
  
13：00 開 会 
  挨 拶 ２８４０地区ガバナー 宮内 敦夫 
  挨 拶 Ｒ財団委員会アドバイザー 牛久保 哲男 
  趣旨説明 Ｒ財団委員長 板垣 忍 
  自己紹介 
〈議題〉 
２８４０地区Ｒ財団のあり方について Ｒ財団アドバイザー 牛久保 哲男 
宮内年度の計画と財団セミナーについて Ｒ財団委員長 板垣 忍 
資金推進と寄付について 資金推進委員長 町田 久 
補助金について 補助金委員長 山田 利和 
地区補助金について 地区補助金委員長 今井 幸吉 
グローバル補助金について Ｇ補助金委員長 津久井 功 
資金管理について 資金管理委員長 渋澤 誠 
ポリオ・プラスについて ポリオ・プラス委員長 橋谷 晋治 
ＷＥＢサイト出欠システム説明、 前地区副幹事 林 義行 
地区補助金ＷＥＢ申請・報告説明 
15：15  休憩・移動 
分科会協議 
Ａグループ 地区補助金委員会・資金管理委員会 （山田補助金委員長） 
Ｂグループ グローバル補助金委員会 （板垣財団委員長） 
Ｃグループ 資金推進委員会・ポリオ・プラス委員会 （牛久保アドバイザー） 
17：00 閉 会 
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インターアクト・顧問教師・ロータリアン合同会議 

開催日 ：平成３０年７月７日(土) 
場 所 ：前橋中央情報経理専門学校 
ホスト ：前橋南ロータリークラブ 
報告者 ：地区副幹事 関井 宏一 

7月7日（土）、前橋中央情報経理専

門学校に於いて、（ホスト前橋南

ロータリークラブ）インターアクト

合同会議が開催されました。宮内敦

夫ガバナー含む地区役員・委員、イ

ンターアクト担当の教師を含め、98

名の参加がありました。 

ガバナー挨拶：ガバナー宮内敦夫 

委員長挨拶：田嶋宏樹委員長 

各校のインターアクト報告 

 その後、インターアクターと教員と別れ、会議を行いました。 

具体的な意見として、台湾への研修については、2840地区の研修生全員で、余興をする時、

ぶっつけ本番になり、事前に練習が必要、相手に失礼。 

また、台湾からの受け入れの際、歓迎会をする時期が、新学期早々なので、満足のいく歓迎会

をするのが困難な場合も今後、起こりえる。 

台湾からの受け入れは、現地から帰国の際、日程を決めるが、教員が同行出来ない等、台湾研

修の件について、活発な意見交換が交わされました。 

また、インターアクターからも、台湾研修を楽しみにしている等の報告がありました。 



ガバナー公式訪問要領 

国際ロータリー第2840地区 2018-2019年度 
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ガバナー公式訪問要領・日程表 

１．ガバナー公式訪問は単独クラブ訪問とします。 

 

２．訪問時は、ガバナー補佐、地区幹事、分区担当副幹事を原則同行します。 

 

３．公式訪問の進め方とタイムスケジュール 

 

 ⑴  クラブ役員懇談会（例会前50分） 

    会長・幹事・会長エレクト・会員増強委員長・公共イメージ委員長および地区役 

 員、インターアクト、ローターアクト提唱クラブは、各会長も出席してください。 

 

 ⑵  例会 （ガバナースピーチに20分程度下さい） 

 

 ⑶  クラブ協議会（例会後60分）参加者は、上記役員のほか、各委員長、新入会員の出 

 席をお願いします。内容は、クラブの現況、例会出席状況と楽しい例会作りの工夫、 

 会員の年齢構成、会員増強と退会防止の方策、クラブの長所・改善点、各種寄付状 

 況、奉仕プロジェクトの履歴と現況、公共イメージと認知度向上のための戦略など 

 について懇談したいと思います。 

 

４．ガバナー補佐は、事前に所管のクラブを訪問し、例会あるいはクラブ協議会に参加し、 

 クラブの現況とニーズを把握し、所定の書式（後日依頼）にて公式訪問の１週間前までに 

 報告してください。 

 

５．各クラブは現況報告書（５部）を８月31日までにガバナー事務所に提出してください。 

 ９月１、２週に訪問するクラブは仮報告書で結構ですから、訪問２週間前に提出してく 

 ださい。 



日程表 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2018-2019 Vol.2 

13 

 
 2018年 

8月 

21日（火）  中之条 

23日（木）  草津 

28日（火）  渋川みどり 

30日（木）  沼田中央 

9月 

4日（火）  沼田 

6日（木）  渋川 

10日（月）  高崎 

11日（火）  富岡かぶら 

12日（水）  富岡 

13日（木）  碓氷安中 

16日（日）  RLIセミナー（PartⅠ） 

18日（火）  安中 

19日（水）  新田 

20日（木）  藤岡 

21日（金）  藤岡南 

25日（火）  高崎セントラル 

26日（水）  前橋中央 

27日（木）  高崎東 

10月 

9日（火）  高崎南 

10日（水）  前橋南 

11日（木）  群馬境 

12日（金）  前橋西 

15日（月）  伊勢崎東 

16日（火）  伊勢崎南 

17日（水）  高崎北 

18日（木）  伊勢崎中央 

19日（金）  高崎シンフォニー 

22日（月）  桐生 



日程表 
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 2018年 

10月 

23日（火）  桐生赤城 

24日（水）  伊勢崎 

25日（木）  富岡中央 

26日（金）  桐生西 

29日（月）  前橋北 

30日（火）  前橋 

31日（水）  桐生南 

11月 

13日（火）  藤岡北 

14日（水）  太田西 

15日（木）  前橋東 

16日（金）  太田中央 

20日（火）  太田南 

21日（水）  大泉 

22日（木）  太田 

27日（火）  館林西 

28日（水）  館林東 

29日（木）  館林ミレニアム 

30日（金）  館林 
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年間行事予定表 

開催日 項目 場所 

  

7月 

1日（日）  宮内ガバナー事務所開設   前橋問屋センター会館 

2018年 7日（土）  Ｒ財団委員会 全体会議   ホテルメトロポリタン高崎 

  7日（土） 
 インターアクト顧問教師・ 
         ロータリアン合同会議 

  中央情報経理専門学校 

  21日（土）  第１回ガバナー諮問委員会   前橋商工会議所 

  21日（土）  インターアクト年次大会   群馬会館 

     ロータリー財団委員会 正副委員長会議   

  29日（日）  青少年交換委員会（長期派遣学生壮行会）   前橋問屋センター会館 

  『会員増強・新クラブ結成推進月間』 

  

8月 

4日(土)  RLI ディスカッションリーダー研修会   前橋問屋センター会館 

  18日（土）  ロータリー財団セミナー   前橋問屋センター会館 

  24日（金）  米山指定校説明会   前橋問屋センター会館 

  25日（土） 
 会員組織強化・ 
     女性ネットワーク合同委員会 

  前橋問屋センター会館 

  26日（日） 
 青少年交換委員会（長期受入学生歓迎会・ 
                             派遣学生帰朝報告会） 

  前橋問屋センター会館 

  『基本的教育と識字率向上月間』 

  

9月 

9日（日）  地区大会記念ゴルフコンペ   太田 鳳凰ゴルフ場 

  15日（土）  群馬県ロータリークラブ野球大会 開会式   

  16日（日）  RLIセミナー PartⅠ   前橋問屋センター会館 

  22日（土）  第３回ガバナー補佐・委員長合同会議   

  22日（土）  第２回ガバナー諮問委員会   

  30日（日）  米山記念奨学生カウンセラー研修会   前橋問屋センター会館 

  30日（日）  米山研修セミナー   前橋問屋センター会館 



GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2018-2019 Vol.2 

16 

  
 2018年 

『経済と地域社会の発展月間』・『米山月間』 

  

10月 

6日（土）  地区指導者育成セミナー   館林市文化会館 

  6日（土）  RI会長代理歓迎晩餐会   レストランジョイハウス 

  7日（日）  地区大会   館林市文化会館 

  7日（日）  懇親会   レストランジョイハウス 

     群馬県ロータリークラブ野球大会 閉会式   

  10日  RI決議審議会（オンライン）   

  21日（日）  青少年交換派遣学生選考会   前橋問屋センター会館 

  28日（日）  RLIセミナー PartⅡ   前橋問屋センター会館 

  『ロータリー財団月間』 

  

11月 

3〜4日  RYLA研修セミナー   高崎 サンコー72CC 

  10日（土）  ロータリー財団補助金管理セミナー   前橋商工会議所 

  11日（日） 
 青少年交換派遣候補生 
       第１回オリエンテーション 

  伊勢崎プリオパレス 

  25日（日）  RLIセミナー PartⅢ   前橋問屋センター会館 

  『疾病予防と治療月間』 

  

12月 

１日（土）  （森田年度）第１回ガバナー補佐会議   前橋問屋センター会館 

  9日（日） 
 米山記念奨学生選考会面接官 
        オリエンテーション 

  ホテルメトロポリタン高崎 

  9日（日）  米山学友会忘年会   ホテルメトロポリタン高崎 

  15日（土） 
 （森田年度）第１回ガバナー補佐・ 
        委員長予定者合同会議 

  伊勢崎プリオパレス 

  16日（日）  青少年交換学生クリスマス会   伊勢崎プリオパレス 
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2019年 『職業奉仕月間』 

  

1月 

6日（日） 
 第３回ガバナー諮問委員会・ 
         GE（森田）壮行会 

  

12〜 19日  国際協議会（GE出席）   サンディエゴ   

  19日（土）  米山記念奨学生 選考会   前橋問屋センター会館 

  19日（土）  第１回地区補助金予備審査会   前橋商工会議所 

  26日（土） 
 会員組織強化・ 
               女性ネットワーク合同委員会 

  前橋問屋センター会館 

  29日（火） 
 （森田年度）委員会事業計画協議会 
           （グループ毎） 

  前橋問屋センター会館 

  『平和と紛争予防／紛争解決月間』 

  

2月 

16日（土） 
 第４回ガバナー諮問委員会・ 
                              GE（森田）報告 

  

16日（土）  （森田年度）地区チーム研修セミナー     

  23日（土）  ローターアクト年次大会   高崎 

  土・日  各地IM（８か所）   

  『水と衛生月間』 

  

3月 

2日（土）  米山記念奨学生終了式・歓送会   ホテルメトロポリタン高崎 

  
16〜17日 

 会長エレクト・幹事エレクトセミナー 
                  （PETS・SETS） 

  伊香保 福一 

23日（土）  第２回地区補助金予備審査会   前橋商工会議所 
  

28〜31日  IA海外研修   台湾 
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 2019年 

『母子の健康月間』 

  

4月 

13日（土）  （森田年度）第２回ガバナー補佐会議   伊勢崎プリオパレス 

  13日（土） 
 （森田年度）第２回ガバナー補佐・ 
           委員長合同会議 

  伊勢崎プリオパレス 

  14日（日） 
 青少年交換ホストクラブ 
      第１回オリエンテーション 

  前橋問屋センター会館 

  14〜 18日  規定審議会   シカゴ 

  20日（土）  地区補助金最終審査会   前橋商工会議所 

  21日（日）  新規米山記念奨学生カウンセラーセミナー   前橋問屋センター会館 

  21日（日） 
 新規米山記念奨学生カウンセラー・ 
      奨学生オリエンテーション 

  前橋問屋センター会館 

  21日（日）  継続米山記念奨学生 資格審査面談   前橋問屋センター会館 

  『青少年奉仕月間』 

  
5月 

10〜11日  IA海外研修受け入れ   中央情報経理専門学校 

  12日（日）  地区研修・協議会   伊勢崎プリオパレス 

  『ロータリー親睦活動月間』 

  

6月 

1〜5日  国際大会   ドイツ・ハンブルク 

  8日（土）  米山記念奨学生指定校選定会議   

  8日（土）  米山学友会総会   

  15日（土）  第５回ガバナー諮問委員会   

  15日（土）  現・新地区役員合同連絡会議   

  16日（日） 
 青少年交換受入学生歓迎会・ 
        夏期交換学生歓迎会 

  前橋問屋センター会館 

  22日（土）  （森田年度）第３回ガバナー補佐会議   伊勢崎プリオパレス 

  22日（土）  （森田年度）会員増強セミナー   伊勢崎プリオパレス 
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周年行事予定クラブ 

開催日 項目 場所 

2018年 10月 16日(火) 
 前橋ロータリークラブ 
 65周年記念式典 

 ロイヤルチェスター前橋 

2019年 

3月 

23日(土) 
 前橋中央ロータリークラブ 
 25周年記念式典 

 ロイヤルチェスター前橋 

  25日(月) 
 高崎ロータリークラブ 
 65周年記念式典 

 ホテル グランビュー高崎 

  

4月 

6日(土) 
 高崎セントラルロータリークラブ 
 20周年記念式典 

 ホテル グランビュー高崎 

  20日(土) 
 館林東ロータリークラブ 
 35周年記念式典 

 レストラン ジョイハウス 

  23日(火) 
 渋川みどりロータリークラブ 
 25周年記念式典 

 プレヴェール渋川 

  

5月 

19日(日) 
 沼田ロータリークラブ 
 60周年記念式典 

 ホテル べラヴィ―タ 

    
 前橋西ロータリークラブ 
 55周年記念式典 

 未定 

未定 
 藤岡ロータリークラブ 
 55周年記念式典 

 未定 

未定 
 高崎東ロータリークラブ 
 40周年記念式典 

 未定 

未定 
 伊勢崎東ロータリークラブ 
 25周年記念式典 

 未定 
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新会員紹介 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

前田 修 
前橋 
2018年06月19日 
広告 
(株)マエダ 
    スタジオ 
代表取締役社長 
都丸 和俊 

 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
 

役職 
推薦者 

清水 重昭 
桐生西 
2018年06月15日 
病院事務長 
社会福祉法人  
   希望の家 療育 
     センターきぼう 
事務長 
野田 真一郎 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

新島 健介 
桐生西 
2018年06月15日 
総合保険 
K＆N株式会社 
代表取締役 
浦野 幸子 
髙森 勉 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
 

役職 
推薦者 

堀江 絹子 
桐生西 
2018年06月15日 
生命保険 
明治安田生命保険 
 相互会社 群馬支社  
       桐生南営業所 
所長 
新井 みゆき 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
 

勤務先 
 

役職 
推薦者 

金井 利雄 
桐生赤城 
2018年07月03日 
特別養護 
         老人ホーム 
特別養護老人ホー
ム  のぞみの苑 
施設長 
川合 宏一 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

高松 秀徳 
桐生赤城 
2018年07月03日 
葬祭業 
(株)高松 
取締役 
金井 栄則 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
 

勤務先 
役職 

推薦者 

辻 貴代 
桐生赤城 
2018年07月03日 
レジャー 
       スポーツ指導 
Bon Ami 合同会社 
代表 
清水 洋 
岩﨑 貴幸 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

常見 信雄 
群馬境 
2018年07月05日 
電化製品小売 
(有)デンキの 
                ツネミ 
代表取締役社長 
沼田 哲博 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

石原 秀樹 
伊勢崎中央 
2018年06月21日 
介護施設 
(株)ヒルズ伊勢崎 
専務取締役 
高沢 克治 
大竹 昌樹 
 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

岡田 浚 
伊勢崎中央 
2018年06月21日 
飲食業 
(株)D.P.T 
    FACTORY 
代表取締役 
大竹 昌樹 
児島 清文 
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氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

金井 勇太 
伊勢崎中央 
2018年06月21日 
印刷業 
(株)コーボク 
営業 
栗原 智久  
松永 文彦 

 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

柴 周吾 
伊勢崎東 
2018年07月02日 
結婚式場 
(株)伊勢崎 
       プリオパレス 
支配人 
斎藤 勝美 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

大木 孝之 
伊勢崎東 
2018年07月27日 
不動産賃貸業 
(株)大木 
代表取締役 
松本 好夫 
 

 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
 

勤務先 
役職 

推薦者 

髙橋 弘樹 
高崎 
2018年05月15日 
化学薬品・ 
 理化学機器の販売 
高信化学株式会社 
代表取締役社長 
植松 巌 
高見澤 隆 
 
 氏名 

クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

坂入 悠太 
高崎 
2018年06月13日 
寿司料理 
株式会社美喜仁 
専務取締役 
広瀬 雅美 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

茂木 孝雄 
高崎 
2018年06月13日 
寿司料理 
有限会社孝鮨 
代表取締役 
小泉 健 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

小此木 能信 
高崎 
2018年07月02日 
リネンサプライ業 
株式会社 
       トーエー商会 
代表取締役副社長 
金井 克智 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

福村 好二 
高崎 
2018年07月02日 
印刷企画 
有限会社バース 
代表取締役 
金井 克智 
 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
 

勤務先 
 

役職 
推薦者 

堀越 恵生 
高崎北 
2018年07月04日 
情報処理関連 
             機器販売 
富士ゼロックス 
             群馬(株) 
常務執行役員 
竹中 隆 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

遠山 秀夫 
高崎東 
2018年07月05日 
卸売業 
株式会社ティー 
 ワイプランニング 
代表取締役 
塚田 且美 
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氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

堀口 芳明 
高崎シンフォニー 
2018年06月08日 
鋼材卸業 
(株)堀口 
代表取締役 

橋爪 健 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

小林 弘一 
沼田 
2018年07月01日 
建築業 
(株)プラスター 
     ライフ 
代表取締役 
西田 俊太郎 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

高橋 圭介 
沼田 
2018年07月01日 
呉服販売 
たかはし呉服店 
店主 
南雲 達也 

 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

深津 明子 
沼田 
2018年07月01日 
保険代理業 
三井生命保険(株) 
          沼田営業所 
営業部長 
石澤 雄一郎 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

岩井 久典 
富岡 
2018年06月20日 
スクリーン印刷 
 (株)ロックウェル 
代表取締役 
田村 徳良 
 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 
役職 

 
推薦者 

廣澤 英樹 
富岡 
2018年06月27日 
信用金庫 
しののめ信用金庫 
常勤理事 
       本店営業部長 
瀬下 信 
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文庫通信 （371号） http://www.rotary-bunko.gr.jp  

「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２万４千点を収集・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。 

「これからのロータリー」  斎藤 直美  
（D.2520地区大会記念誌） 

2016 7p 

「変わりゆく時代とロータリー」  本田 博己  
（D.2740地区大会記念誌） 

2018  8p 

「ロータリークラブの運営について」    深川 純一   
（D.2760地区大会記録誌） 

2016 9p 

「よく分かる職業奉仕」   藤林 豊明 
（D.2520地区大会記念誌） 

2016 10p 

「菩薩の心とロータリー」    北河原 公敬   
（D.2640地区大会記録誌） 

2018 2p 

「ロータリーとの出会いを通しての成長」  ジャンチブ ガルバドラッハ   
（D.2790地区大会記念誌） 

2018 2p 

「人類の進歩に役立つ科学の例〜有機ホウ素化合物を利用する有機合成」   
（D.2690地区大会記念誌）    鈴木 章 

2018 5p 

「男と女の脳科学〜脳が作り出す男女のミゾ、人生の波」   黒川 伊保子 
（D.2710地区大会特集号） 

2018 10p 

「これからの日本と誇りある国づくり」    櫻井 よしこ 
（D.2740地区大会記念誌） 

2018 2p 

〔上記申込先：ロータリー文庫〕 

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 
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出席報告 

2018年6月末現在 

年度初 月初 月末 純増減会員数 女性会員 当月出席率

46 2063 2161 2113 -48 151 81.63

クラブ数
会員数

年

度

初

月

初

月

末

増

減

女

性

前橋 4 70.85 118 121 124 3 11

前橋西 4 75.46 58 61 58 -3 5

前橋東 4 78.89 51 51 51 0 5

前橋北 3 95.33 70 73 71 -2 2

前橋南 4 90.56 40 45 44 -1 2

前橋中央 4 80.00 27 26 26 0 7

合計 81.85 364 377 374 -3 32

桐生 3 77.03 63 66 61 -5 7

桐生南 3 79.17 24 24 22 -2 2

桐生西 3 93.03 59 62 63 1 9

桐生中央 2 50.00 21 21 13 -8 2

桐生赤城 3 85.39 42 45 42 -3 8

合計 76.92 209 218 201 -17 28

伊勢崎 3 90.25 88 88 84 -4 3

群馬境 3 83.33 22 26 25 -1 1

伊勢崎中央 3 88.48 84 86 85 -1 6

伊勢崎南 4 72.45 30 32 30 -2 1

伊勢崎東 3 90.63 32 32 32 0 1

合計 85.03 256 264 256 -8 12

高崎 3 85.36 118 131 130 -1 13

高崎南 3 73.42 68 74 73 -1 8

高崎北 3 86.50 66 72 72 0 0

高崎東 3 75.53 40 44 42 -2 3

高崎シンフォニー 3 75.58 41 43 43 0 3

高崎セントラル 3 100.00 34 36 36 0 0

合計 82.73 367 400 396 -4 27

第

2

分

区

B

第

3

分

区

例

会

数

出

席

率

(％)

会員数

クラブ名

第

1

分

区

第

2

分

区

A

年

度

初

月

初

月

末

増

減

女

性

太田 4 84.58 71 74 73 -1 3

太田西 4 90.49 18 18 19 1 2

太田南 3 85.29 46 47 47 0 3

新田 3 87.50 18 31 31 0 3

太田中央 3 84.85 55 54 55 1 3

合計 86.54 208 224 225 1 14

館林 5 87.41 49 54 53 -1 2

大泉 4 82.78 33 34 34 0 3

館林西 4 82.95 21 23 21 -2 1

館林東 3 85.42 23 21 21 0 3

館林ミレニアム 2 84.61 25 27 27 0 1

合計 84.63 151 159 156 -3 10

渋川 3 95.12 62 65 64 -1 6

沼田 4 76.60 67 70 70 0 2

草津 4 45.61 17 16 15 -1 1

中之条 4 75.12 21 23 21 -2 1

沼田中央 4 80.74 51 45 45 0 3

渋川みどり 3 77.92 37 37 36 -1 2

合計 75.19 255 256 251 -5 15

富岡 4 91.54 44 45 44 -1 4

藤岡 3 87.27 51 53 52 -1 2

安中 3 61.63 51 53 53 0 3

藤岡北 3 81.11 17 15 15 0 1

富岡中央 3 80.55 37 39 35 -4 1

碓氷安中 3 78.79 10 11 11 0 1

藤岡南 4 91.38 16 15 13 -2 0

富岡かぶら 3 78.49 27 32 31 -1 1

合計 81.34 253 263 254 -9 13

第

5

分

区

第

6

分

区

例

会

数

出

席

率

(％)

会員数

クラブ名

第

4

分

区

A

第

4

分

区

B



コラム＜みんなの広場＞―皆様の投稿をお待ちします― 

 これから1年間ガバナー月信でお付き合いをお願いしますが、少しは為になる気持のほぐれ

る話を一話ずつこのコラムに書きたいと思います。このコラムにロータリアンの皆さんが投稿

してくださり、意見交換の場になればと思います。 

 私は、英米文学と英語学の教員としてスタートしましたが、後年になると、隣接の学問分野

に関心が湧き、異文化理解－日本人と外国人、言語と国民性の相違などを研究しました。僧侶

でもありますので、仏教のみならずほかの宗教へも関心があります。 

 このコラムでは、私の随想＜徒然に思い浮かぶこと＞とはいえ、ロータリー活動に関係のあ

ることを異文化理解・仏教の教えの観点から書かせていただきます。 
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コラム 

【第２話】共生社会におけるロータリーの奉仕と仏教の布施（２） 

〇共生と布施 

 「布施」という言葉も行為も日本人は知っています。しかし、お布施と言えば、お寺に葬式

や法事の時に包む金という意味でしか一般的には知られていません。実際はもっと意味深く、

ロータリーの奉仕にも通じることなのです。 

 ７月号では多様性、共存、共生について述べました。共生社会を実現するためには、持てる

者が持たざる者を助けることがなければなりません。それはロータリーでいう奉仕です。世界

の宗教でも同じことです。イスラム教では信者に求めることは六信・五行(正しい信仰と正し

い行為)ですが、その内に「喜捨」（ザカート）があります。宗教税・救貧税・布施（サダ

カ）です。キリスト教では「汝隣人を愛せよ」（万人共生）と教えます。キリスト教は人間中

心主義。自然は人間の英知をもって克服すべき対象です。一方、仏教は人間も動植物も含めて

｢環境｣environmentととらえ、万物が助け合って共存することを共生（相利共生）と考えます。

共生の心はボランテイア(自発的奉仕)です。人間が理想的人格者になるためになすべきことが

六波羅蜜（ろくはらみつ）です。 

  

〇六波羅蜜 

波羅蜜とは、サンスクリット語のパーラミターのことで、「究竟（くきょう）する」「彼岸に

至る」「渡る」ということである。「究竟」というのは、真理を究め尽くし、仏道修行を完成

した境地(悟りを開く)のことをいいます。そのための６つの実践項目が六波羅蜜です。 

―布施（ふせ）・持戒（じかい）・忍辱（にんにく）・精進（しょうじん）・禅定（ぜんじょ

う）智慧（ちえ）―の６つです。 
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〇布施 

 布施を「財施」「法施」「無畏施」と分けるのと、財施・身施・法施と分けるのとあります。

そして、インドの古語サンスクリット語で、「施し主」のことを「ダナパテイ」といい、「旦

那、檀那、檀家」と和訳されています。ダンナやダンカは馴染みの言葉です。ロータリーでド

ナー(donor)やドネーション(donation)という言葉を使いますが、語源は同じでダーナdana

「与える」の意味です。 

 財施・・・ 財の布施。他人にお金や物を施すこと。寄付行為 

 身施・・・ 身の布施。他人に身体を使った労力を施すこと。汗を流す奉仕。緊急時に身の  

 危険も顧みず、人を助けることは、わが命をもって奉仕することですから身施

 の最たる例でしょう。  

 法施・・・ 教えの布施。他人に（仏の）教えを施すこと。説法すること。知識や知恵を教 

 えること。助言、教育 

 他に、無畏施（むいせ）：災難などに遭った人を慰めて、その恐怖心を除いてやること。命

を救い健康を維持できるための奉仕。和顔施（わがんせ）：笑顔を見せて、それを見る人に幸

福感を届け、一種の布施を行っていることになるという分類もあります。 

〇奉仕の心 

 なお、これらの施しを行なう時の「動機」は何かが大切です。それは、一切の見返りを求め

ず、他人の幸せを心から祈るということである。見返りを求めないということは、「自分はこ

れだけの布施をしたのだ」と偉ぶることもなく、逆に 「自分はこれだけしかできなかった」

と卑下することもないということである。自分でできるだけの布施を行ない、布施や奉仕がで

きること自体が「有り難い」と思えることによって、自分自身の人格が磨かれるのだと思いま

す。この精神を「超我の奉仕」(Service above Self)「善意の奉仕」（Service from Good 

Will）などとロータリーでは言っています。 

 今までのロータリーは奉仕を公言しない隠徳であったが、これからは社会奉仕を公表して公

共イメージ・アップを図ることだと、すなわち，陽徳だと考える人がいれば、要注意です。あ

くまでも奉仕や施しは吹聴すべきことではありません。公共イメージを低下することになりか

ねません。社会奉仕活動をマスコミに公表することは、ロータリーの宣伝ではなく、ロータ

リーの活動を通してロータリーという団体の存在意義を理解してもらい、社会との連携を深め

ることにあります。われわれが得られるものは、奉仕ができたことの喜びです。その喜びの積

み重ねがわれわれの人間性を錬磨し、いずれロータリアンという人格者を作るのでしょう。 
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 先に六波羅蜜の一つに「持戒」を挙げましたが、身を慎むということであります。狭義では、

仏の教え（戒め）をよく守り、人間らしい正しい生活をすることですが、奉仕・布施について

いえば、奉仕・布施を行なうことによって、ややもすると驕り高ぶってしまいそうになる気持

ちを慎み、奉仕・布施させていただけたそのこと自体に感謝できる心になることが大事である、

ということを説かれたのが持戒であると解釈できる。 

 以上、「布施」「持戒」「忍辱」「精進」「禅定」「智慧」の六波羅蜜のうち、特に布施に

ついてロータリーの観点で考えてみました。人を救い世を救えるような理想的な人間になるた

めには、どれも欠くことのできない条件です。特に具体的なのは布施であり、できることから

少しずつ実践し、仏の境地(理想的人間の人格形成）へ一歩でも近づいていこうと仏教では教

えていることとご理解ください。次回は、奉仕にかかわる仏教説話を紹介します。 

 

 「行為の意味」―気持ちを形に―宮澤章二 

 心は誰にも見えないけれど 

 心遣いは見える 

 思いは見えないけれど 

  思いやりは誰にも見える 

 温かい心もやさしい思いも 

 行いになってはじめて見える 

 この気持ちをカタチに 
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西日本豪雨被害義捐金募集のお願い 

西日本豪雨被害義捐金募集のお願い  

前略 ６月２８日から７月８日にかけて発生した集中豪雨により、西日本の広い範囲で壊滅的
な被害を受けた地域に対する支援の募金についてお願い申し上げます。 
 地区といたしましては、緊急の支援金をとりまとめて送金いたしたいと存じます。各クラブ
におかれましては、決して強制ではありませんが、会員１人当たり１，０００円を目安に寄付
を募って頂ければ幸いです。 
 つきましては、各クラブでお取りまとめの上８月２４日（金）までに、下記の当地区の口座
に送金いただきたくお願い申し上げます。 
 この度の被害は西日本の広範囲にわたりますので、ガバナー会が分配方法について検討中で
ござます。それを待って、ガバナー事務所で責任をもって被災地に届くよういたします。 
 貴クラブからの義捐金送金後に、下記にクラブ名、送金日、送金額をご記入の上ご返信下さ
いますよう重ねてお願い申し上げます。 
 なお、今回のお願いは、クラブで個別に友好クラブ等を通じて行う支援を妨げるものではあ
りません。個別対応されるクラブは、備考欄にその旨をご記入の上ご報告いただければ幸いで
す。   

草々 
 

国際ロータリー第2840地区 
クラブ会長 各位 
 国際ロータリー第２８４０地区 
 ２０１８－２０１９年度    
 ガバナー 宮内 敦夫 
 地区幹事 小暮 雅𠀋 

記 

支援金送金先口座 

 

 群馬銀行 本店営業部 普通 ２４５９７１７ 

 RID2840 会計長 齊藤 要 

 （ｱｰﾙｱｲﾃﾞｰ ﾆｲﾊﾁﾖﾝｾﾞﾛ） 

                                     

  

  

  

 

  

  

締切日 ： ２０１８年８月２４日（金） 

返信先 ： 宮内ガバナー事務所  

FAX ： 027-212-2841 E-mail：miyauchi@rid2840.jp       

以上 

                                  

ク ラ ブ 名 

送 金 日 

送 金 額 

備 考 
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ガバナー事務所よりお願い 

 原稿の締め切りは、毎月 15 日です。ワードまたはエクセル書式で作成の上、メール添付し
ガバナー事務所 miyauchi@rid2840.jp まで送信してください。なお、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。 

 新会員情報並びに訃報の締切りは、毎月 15 日です。（15日以降のご連絡分につきまして
は、次月号の掲載となります。）新会員につきましては氏名、入会日、職業分類、勤務先、
役職、推薦者氏名を記入の上、写真を添えて、ガバナー事務所ホームページの専用欄かメー
ルにてお送りください。なお、訃報につきましてはクラブ会長様に 250 字以内で追悼文を
作成いただき、ご連絡をお願いいたします。 

 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。よろしくお願いいたします。 

表紙写真解説：城沼花ハスまつり  

平成30年7月10日(火)〜8月15日(水) 
 
場所・概要 
 城沼や古城沼では自生のハスがピンクの花を開き、期間中は、船に乗って間近でハスを見ら
れる“花ハス遊覧船”が運行されており、優雅に湖面に揺れる花ハスの姿を楽しむことができま
す。 
 


