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RI会長テーマ 「ＲＯＴＡＲＹ ＣＯＮＮＥＣＴＳ ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ」 

― ロ ー タ リ ー は 世 界 を つ な ぐ ― 

地区ガバナーテーマ 「クラブイノベーション ＣＬＵＢ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ」 

―クラブの将来像を明確にし クラブ改革を実践しよう― 

地区運営方針 連続性・双方向・より良く 

地区目標(クラブ運営に関する項目) 

1. クラブ改革を実践しよう 

2. ロータリー賞 ガバナー賞にエントリーしよう 

3. 会員増強を実践しよう 

地区目標(地区運営に関する項目) 

1. 新クラブの結成を目指します 

2. ロータリー奨学金制度の創立を目指します 

3. クラブのグローバル補助金の申請実務をサポートする

体制の構築を目指します 

表紙写真解説 

ロータリークラブ創立メンバーの4人。 
写真左から シルベスター・シール(石炭商) ポール・ハリス(弁護士) ハイラム・ショー
レー(洋服仕立業) ガスターバスＥ.ローア(鉱山技師)この4人がシカゴ中心街のビルにある
ローアの事務所に集まり、初めての例会が行われ、その後、徐々に参加人数が増えてきてロー
タリークラブが結成されました。ロータリーの名前の由来は、会員の事務所を輪番制で会合を
行うことから、歯車の意味である『ロータリー』と名づけられました。新クラブ結成推進月間
に合わせ、ロータリー創設の4人を掲載しました。 
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 地区のロータリアンの皆様へ、暑中お見舞い申し上げます。 
 今年は5月、6月がむしろ暑い日が多く、7月はやや涼しかったようにも感じておりますが、
そうした中でも各地で災害が発生しております。犠牲者の方々のご冥福をお祈りいたしますと
ともに、被災者の皆様が1日も早く、元の生活を取り戻せますよう、お祈り申し上げます。 
 
 さて、7月から始まりました新しい年度も1ヶ月が経過し、クラブ会長・幹事をはじめ、会員
の皆様におかれましては、半年以上に渡る準備期間を経て順調にスタートされていることと拝
察いたします。 
 
 8月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」となります。6月22日に開催いたしました「会
員増強セミナー」には、150名近くとなる多くの会員の皆様にご出席頂き誠にありがとうござ
いました。 
 
 皆さん、100名の新会員候補者の名簿はできましたか？  担当者を決めてアプローチを始
めましたか？隔週で委員会を開催し会員増強のPCDAサイクルを廻していますか？ 
 本年度の新会員の入会目標は、皆様が自らクラブの将来像を想定した中で、皆様自身が数値
目標を設定した自主的な計画となっております。(各クラブの新会員入会目標は会員必携103
ページに掲載されています。) 
 新会員の入会目標の達成に、皆様のご健闘を祈るばかりであります。 
 
 さて、もう一方で重要なのは、「退会防止策」であります。 
申し上げるまでもありませんが退会防止の要諦は、楽しい例会、奉仕や親睦を通じた楽しい
ロータリーライフに尽きるものとは思いますが、本年度、特に高齢会員の後継者の入会を促す
とともに、高齢会員自身も終身に渡ってクラブに在籍できる、シニアリーダーに対する「特別
会員制度」(仮称)の検討をさせて頂いております。 
 会員規定につきましては、あくまでもクラブの自由裁量権の中でクラブ毎にご判断頂くこと
でありますが、既に私が所属する伊勢崎ロータリークラブでは、理事会・総会で採択され、特
別会員第1号が誕生しております。 
 詳細は後記に掲載させて頂きますので、ご参考にして頂ければ幸甚です。 
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 また、もう1つの月間テーマであります「新クラブの結成」につきましては、当地区では
2003年創立の富岡かぶらロータリークラブを最後に久しく設立されておりません。 
 本年度、地区目標の1番目に掲げさせて頂きました、ローターアクトの卒業生やROTEX、米
山学友など平均年齢40歳以下となるような、新しい会員モデルのクラブを誕生させたいと考え
ております。 
 既に、青少年奉仕関係の各委員長を構成員とする「新クラブ結成プロジェクトチーム」が編
成され、新クラブ結成に向けて活動を開始しておりますので、各クラブ、ロータリアンの皆様
のご協力をお願いいたします。 
 詳細は、後記「新クラブ結成プロジェクト」をご覧ください。 
 
 新会員の入会につきましては、前半期に70％程度達成できるかが、年度目標達成の成否の目
安ではないかと考えております。 
 クラブの将来のため、皆様のご健闘を心からお祈り申し上げまして、ガバナーメッセージと
させていただきます。 
 お互い精進いたしましょう。                   健闘を祈ります！！ 
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〔 特別会員制度（仮称）のご紹介 〕 

－後継者会員の入会促進と高齢会員の退会防止策－ 
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特別会員制度(仮称)のご紹介 

I. 高齢会員の現状 
 長年クラブに在籍しているシニアリーダーの会員の皆様は、一定の年齢を超えてくる
と、例会出席のための往復の交通手段や身体上の制約から、一般的に例会出席が困難と
なりますが、ご本人はロータリアンとしての活動に誇りを持たれており、可能な限り在
籍し、場合によっては終身に渡って会員でいたいと考えている方も少なくないように思
われます。 
 また、一方では、自らの事業所においては既に会長や相談役として、後継者へのバト
ンタッチが済んでおり、後継者もロータリークラブへの入会の条件が整っているものの、
後継者本人の意思もあり、必ずしも同じクラブに入会することを望まないため入会が進
まず、場合によっては他のクラブ等に入会されていることも散見されるところでありま
す。 
 こうした現状を放置しておきますと、例会出席が困難となったシニアリーダーの高齢
会員の皆様は、選択肢がない中で、徐々に退会することを余儀なくされる結果となって
しまいます。 
 そこで、今般、こうした現状を踏まえ、あくまでも個々のクラブの裁量の中でクラブ
毎にご判断頂くことでありますが、クラブの定款・細則に一定の条件を満たす会員に対
して、会費の軽減等の措置を講ずる規定の導入が、選択肢の一つであると考えられます
のでご紹介いたします。 
 ご参考に伊勢崎ロータリークラブが採用した特別会員規定を掲載させて頂きます。 

 
II. 伊勢崎ロータリークラブが採択した特別会員規定要約 後記掲載 

 伊勢崎ロータリークラブの特別会員規定をご覧頂きますと、AとBについては、事業
承継者の入会を条件としており、新会員が1名増加する設定となっております。また、
Cにつきましては、年会費が大幅に軽減されておりますが、例会に出席する場合には登
録料を負担することとなっておりますので、クラブ収支が大幅にマイナスとなることは
ないものと考えております。 

 
III. 効果 

 上記の通りの規定となっておりますので、新会員の入会を促すとともに、高齢会員の
退会を防止する設定となっております。 
 具体的には以下のような効果が期待できるものと思われます。 
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〔 本 人 〕 
1. 高齢会員が「生涯－ロータリアン」の心情を全うすることができる 
2. 高齢会員が生涯に渡ってロータリアンとしての扱いを受けることができる 
3. 後継者をクラブに入会させることにより、ロータリーにおいても承継が実現できる 

 
〔 クラブ 〕 

1. 高齢会員の退会防止が実現できる 
2. 上記1の結果会員の維持が可能となる 
3. 後継者の入会が比較的容易になる 
4. 上記3の結果会員増強が可能となる 
5. 後継者は通常クラブの平均年齢より若いため、平均年齢の低下に繋がる 

 
〔 地 区 〕 

1. 高齢会員の「生涯ロータリアン」の心情に寄り添うことができる 
2. 地区全体の退会防止が図れる 
3. 地区全体の会員増強が図れる 

 
（※）尚、出席や会費が大幅に軽減されているような、いわば名誉会員に準ずるような、
一定の条件にあてはまる会員の方につきましては、地区としても地区分担金の軽減を図
るような後押しができないか、会員の皆様のご意見をお聞きして検討してゆきたいと考
えております。 
 
 

 申し上げるまでもありませんが、上記はあくまでも各クラブに一例をご紹介するもので、採
用を強制するものではありません。検討することも、また採用の成否につきましても、クラブ
の裁量権の中で自由にご判断いただきたいと考えておりますので、何卒よろしくお願いいたし
ます。 
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〔付則〕平成26年7月1日以降に退会した、特別会員規定の条件を満たす退会会員には通知す
るものとする。 
  
（注1）正会員の年会費は240,000円です。 
（注2）2019年6月の理事会･総会で上記のA,B,Cが採択され、7月1日から適用されております。 
（注3）上記はあくまでも本人の選択によるものでありますので、条件を満たした場合に自動
的に適用になるものではありません。 
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〔 伊勢崎ロータリークラブ特別会員規定要約 〕 

特別会員A 特別会員B 特別会員C 

(1) 
資格要件 

① 

ロータリー歴 20年以上 20年以上 30年以上 

年齢 70歳以上 75歳以上 80歳以上 

② 
出席免除申請者であ
ること 

必要 必要 必要 

③ 本人の申請 必要 必要 必要 

④ 
家族または事業継承
者の入会 

1名必要 1名必要 必要なし 

(2) 年会費 180,000円 120,000円 60,000円 

(3) 
権利及び特典 正会員と同様 

① 

投票権 持たない 持たない 

役職 就かない 就かない 

② 例会出席 
出席する場合、登録料

2,000円 
出席する場合、登録料

2,000円 

③ その他会合の出席 
クラブから案内し出席

できる 
クラブから案内し出席

できる 

④ 
地区大会、 
国際大会への出席 

地区大会、 
国際大会等可能 

地区大会、 
国際大会等可能 

(4) 地区分担金 正会員と同額 正会員と同額 正会員と同額 

(5) 
財団、米山、 
ポリオへの寄付 

正会員と同様 
年会費より各2,000円 

計6,000円 
年会費より各2,000円 

計6,000円 

区分別比較表 



1. プロジェクトチームの構成員 
ガバナー           森田 高史(伊勢崎RC) 
地区幹事           新井 良和(伊勢崎RC) 
青少年交換委員会委員長    吉井 宏文(高崎RC) 
インターアクト委員会委員長  竹部 弘昭(太田RC) 
ローターアクト委員会委員長  堤  謙治(高崎北RC) 
ＲＹＬＡ・学友委員会委員長  古市 和男(藤岡南RC) 
米山記念奨学委員会委員長   板橋 一博(太田RC) 

 
2. 目的 

マローニーRI会長の要請を受け、森田年度で、若い世代を対象とする新クラブの結成を
目標に掲げており、プロジェクトチームを編成し、新クラブの結成を目指します。 

 
3. 新クラブのイメージ 

インターアクト、ローターアクト、米山奨学生などの卒業生や各学友会、ROTEXを含
む若い人たちの特色あるクラブ 
 
1. 会員は可能な限り入会時40歳未満で編成 
2. 例会は月2回程度(例えば土曜日、1回は食事提供、1回は会合のみ) 
3. 会費は月3,000円～5,000円程度 
4. 地区分担金は平均年齢等一定条件で年額5,000円程度を想定 
5. 現在のローターアクトクラブのような、ロータリークラブを想定 
6. 当面は地区内全域で1つのクラブの創立を目指しますが、将来会員数が増加してく

れば分割も検討する 
 

4. プロジェクトチームの活動スケジュール 
1. 学友会・卒業生名簿の調査 

① ローターアクトクラブ 
② インターアクトクラブ 

2. 候補者名簿の作成 
3. 核になると見込まれる候補者へのアプローチ 
4. 候補者への発信 

① 新クラブ結成の趣旨 
② アンケート 

5. 回答書の分析 
6. 各候補者へのアプローチ 
7. スポンサークラブの選定(無くても創立可) 
8. 定款・細則等の作成 
9. チャーターナイトの実施 

 
5. クラブの皆様のご協力と情報をお待ちしております 
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国際ロータリー第2840地区 
2019-2020年度 
ロータリークラブ会長各位 

2019年7月22日 
国際ロータリー第2840地区 

ガバナー 森田 高史 
地区幹事 新井 良和 

 
拝啓 盛夏の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 各クラブ会長の皆様におかれましては、７月から新年度が始まり多忙を極めていることと拝
察いたします。 
 さて、早速で恐縮ですが、ご高尚のとおり、本年4月の規定審議会において、メークアップの
取扱についての定款が〔例会の前後14日間〕から〔年度内〕に変更となりました。 
 その結果、「年度内」については期間の定めなく有効となるとことなりましたが、当地区に
おきましては、引き続き、従来通り、「前後14日間」をメークアップ期間として、毎月の「ク
ラブ会員数報告書(出席率含む)」の提出をお願いしたいと存じます。 
例会における出席の意義につきましては、今更申し上げるまでもありませんが、世界のロータ
リーが大きく変化している一つの現れでもあるかと思います。 
この後、8月上旬には、7月の「クラブ会員数報告書」をご提出頂きますが、改めて若干変更と
なった報告書のフォームをお送りいたしますので、新たな書式でのご報告をお願いいたします。 
 尚、メークアップの取扱いについて、当面「前後14日間」で報告頂くのは、当地区の毎月の
出席率掌握のための暫定措置でありますので、来年の6月までの年度内については、メークアッ
プが有効であることは、ご承知おきいただきたいと存じます。 
 また、クラブ定款とクラブ細則の整合を保つためには、クラブ細則の改定が必要となります。
一早く対応された前橋クラブの細則をご参考に別途配信させて頂きたいと存じますので、ご検
討くださいますようお願いいたします。 
 また、各クラブにおかれましては、「クラブ現況報告書」の作成時期となっており、クラブ
定款の掲載に疑問を感じておられることと思いますが、過日、当ガバナー事務所から各クラブ
さんへ配信させて頂きました「標準ロータリークラブ定款(暫定版)」を掲載して頂ければ幸い
です。 
 ご多忙の折、大変恐縮とは存じますが、上記ご理解の上、ご協力頂きますようお願い申し上
げます。 

敬 具 
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第1回職業奉仕・国際奉仕・地域社会奉仕委員会 
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【日 時】2019年6月21日(金) 11:00～ 
【会 場】伊勢崎プリオパレス 
【参加者】森田ガバナーエレクト・新井地区幹事・佐藤委員長・岡崎委員・堀口委員・加藤副 
     幹事 
【報告者】地区副幹事 加藤 学 
 
 6月21日に職業奉仕・国際奉仕・地域社会奉仕委員会にて、委員会活動における協議を行い
ました。主に地区ロータリー奨学金制度について森田ガバナーエレクトから説明を受けました。
少人数での委員会開催でしたが、佐藤委員長をはじめ、委員の方からも活発なご意見がありま
した。 
 この地区奨学金制度については、今後、各クラブ会長、幹事からもご意見をいただき、双方
向協議を進め2840地区会員へ詳細を伝えてまいります。 
 

委員会次第 
 

開会         司会：地区副幹事 加藤 学 
挨拶         森田 高史ガバナーエレクト 
挨拶         佐藤 信一委員長 

 
協議事項 

 
1. 地区ロータリー奨学金制度について 
2. 目指している奨学金のイメージ(案) 

・対象者について・選考方法・支給額・原資・開始時期など 
3. 今後のスケジュールについて 
4. 双方向協議 
閉会 
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第3回ガバナー補佐会議 

日時：2019年6月22日(土) 11:00～12:30 
会場：伊勢崎プリオパレス 
報告者：地区副幹事 加藤 学 
 
 
 2019年6月22日(土)伊勢崎プリオパレスにて、「第3回ガバナー補佐会議」を開催いたしま
した。森田ガバナーエレクトから、「いよいよガバナー年度がスタートします。これからガバ
ナー補佐の皆様も忙しくなると思いますが、健康に留意され、1年間よろしくお願い致しま
す。」と開会挨拶を行いました。 
 続いて、竹内地区研修リーダーから「ガバナー補佐は、ガバナーの想いをどう伝えていくか
が大事です。森田年度は新しい事業があります。各クラブにおいてしっかり理解をして頂きま
すようよろしくお願いします。」と挨拶をいただきました。 
 その後、ガバナー補佐の活動について8項目を森田ガバナーエレクトより説明があり、ガバ
ナー補佐の活動説明及び質疑応答の後、地区大会・地区記念ゴルフ大会についての説明を行い
ました 
 次年度ガバナー補佐の選任については、森田ガバナーエレクトより資料をもとに選考基準を
説明し、山田ガバナーノミニーから、「ガバナー補佐がいて、ガバナーの仕事ができる。地区
の事情を知っている方の人選が必要であります。」とお話がありました。 
 その後、午後に開催される会員増強セミナー分科会協議事項の5項目における説明を新井地
区幹事が行い、会員増強目標人数の確認では、純増を記入しているクラブには、1年で何名入
会させたいのかという目標人数へ書き変えていただくよう要請しました。 
 最後の双方向協議では、新クラブ結成プロジェクトと地区ロータリー奨学金制度についての
協議を行い、森田ガバナーエレクトからの閉会挨拶で定刻に会議を終了しました。 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.2 



10 

第3回ガバナー補佐会議 

【会議プログラム】                   司会：地区副幹事  加藤  学 
ガバナーエレクト開会挨拶                ガバナーエレクト  森田 高史 
地区研修リーダー挨拶                  地区研修リーダー  竹内 正幸 
1. ガバナー補佐の活動について              ガバナーエレクト  森田 高史 

① ガバナー補佐年間スケジュール表について  
② 分区クラブ会長幹事会への出席とリーダーシップの発揮について 
③ 公式訪問前のクラブ訪問報告書の提出について 
④ 公式訪問の進め方について 
⑤ ガバナー賞へのエントリーについて 
⑥ IMの開催について 
⑦ RLIセミナー受講とDLについて 
⑧ ガバナー補佐活動費の振込口座について 

2. 地区大会・地区記念ゴルフ大会について        ガバナーエレクト  森田 高史 
3. 次年度ガバナー補佐の選任について          ガバナーエレクト  森田 高史 
                             ガバナーノミニー  山田 邦子 
4. 会員増強セミナー分科会協議について         地区幹事      新井 良和 
5. 双方向協議                     地区幹事      新井 良和 
閉会挨拶                         ガバナーエレクト  森田 高史 

 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.2 
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会員増強セミナー 

会員増強セミナー報告書 
 

日時：2019年6月22日(土) 
場所：伊勢崎プリオパレス 

報告者：地区副幹事 加藤 学 
参加クラブ数 43クラブ 
参 加 人 数    144名 
 2019年6月22日(土)13時30分より会員増強セミナーを開催いたしました。冒頭の森田ガバ
ナーエレクト挨拶では、「テーマは、クラブイノベーション。各クラブの将来像、戦略計画を
策定し、一緒に魅力あるクラブ創りを」と力強く発信されました。 
 続いて、宮内会員組織強化委員長から、「会員増強、退会防止には、各クラブの力が必要で
あります。」と述べられました。 
 セミナーの目的として、竹内地区研修リーダーからは、「宮内ガバナー年度は45名の方が入
会しましたが6月に50名程が退会してしまうようです。森田年度はマイナス5名からスタートと
なります。会員増強と退会防止が一つとなった、戦略計画が必要であります。」と、切実に参
加者の皆様に投げかけられました。 
 次に、クラブ運営に関する留意点として、曽我審議会立法案検討委員長より、規定審議会の
歴史をご教示いただき、「今のクラブには、柔軟性と革新性が必要」と述べられました。 
続いて、宮内会員組織強化委員長から会員増強セミナー事前アンケート結果を、数値で分かり
易く解説いただきました。会員増強・退会防止については、森田ガバナーエレクトより、「会
員増強は自らのクラブで入会候補者名簿を作成し、増強活動を実践することが重要でありま
す。」と力説いたしました。 
 休憩を挟み、会員増強優秀クラブとしての事例発表が行われ、桐生RC須永会長エレクトから、
創立47年間の出席率が97.4％だったことに対し、平成2年以後の様々な社会情勢により会員が
減り続け、出席率も低下した背景を述べられました。しかし、松島会長年度で女性会員5名を含
め11名の会員増強を果たし、70名の会員数となった。そのうち3分の1が3年未満であるので、
ロータリーを知ることが重要なこととお話されました。また、現在は85%の出席率を目標にし
ていると述べられました。 
 高崎RC田中パストガバナーからご自身の会長年度からの会員増強の実績をお聞きし、「会員
が増えるととても活気あるクラブになります。しかし一方で事務局の仕事量が激増してしまい
ました。現在は独自に開発した管理システムを使用すること事務経費を削減しています。楽し
いクラブをつくれば、新会員は絶対に増やせます。」とお話されました。 
 続いて、各ガバナー補佐のもと、8分区の会員がランダムに配置された会場を分かれ、分科会
協議を行いました。テーマは、「現状認識と次年度の戦略立案」です。 
 所要時間1時間の分科会協議を終え、懇親会となりました。 
 安藤パストガバナーのセミナー総括では、「私のガバナー年度は8年前の東日本大震災の年で
あったが、会長・幹事以下皆様が一つにまとまって会員が増えました。経済状況と会員増強は
リンクしないと思います。」と力強く、発信されました。 
 続いて、森田ガバナーエレクトのご挨拶を経て、曽我パストガバナーからの「ロータリーは
奉仕と親睦であります」と、乾杯のご発声になりました。 
 乾杯後、8分区のガバナー補佐から分科会報告をお聞きしました。 
 締めのご発声は、田中パストガバナーより、セミナー、懇親会参加の方々に感謝を伝え、本
年度の会員増強セミナーを終了いたしました。 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.2 
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国際ロータリー第2840地区 2019-2020年度 会員増強セミナー プログラム        
日時：2019年6月22日(土) 13:30～ 
場所：伊勢崎プリオパレス 
13:00～13:30   登録受付 
 第Ⅰ部 【会議の部】               司会：地区副幹事 
13:30～13:40  挨拶               ガバナーエレクト 
         挨拶               会員組織強化委員長 
13:40～13:45  本日の目的について        地区研修リーダー 
13:45～14:15  クラブ運営に関する留意事項    審議会立法案検討委員長 
14:15～14:35  アンケート結果について      会員組織強化委員長 
14:35～15:05  会員増強・退会防止について    ガバナーエレクト 
15:05～15:20  休憩 
15:20～15:40  事例発表            
         会員増強優秀クラブ        桐生ロータリークラブ 
          同               高崎ロータリークラブ 
15:40～15:55  会員増強の実践方法について    地区研修委員 
15:55～16:05  分科会会場へ移動16:05～17:05  分科会協議 
        ～現状認識と次年度の戦略立案～  
                          第一分区ガバナー補佐 
                          第二分区Aガバナー補佐 
                          第二分区Bガバナー補佐 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.2 

関  徹也 
森田 高史 
宮内 敦夫 
竹内 正幸 
曽我 隆一 
宮内 敦夫 
森田 高史 
 
 
須永 博之 
田中 久夫 
田中 久夫 
 
 
石川 直美 
坪井 良廣 
北原 康男 
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                         第三分区ガバナー補佐 
                         第四分区Aガバナー補佐 
                         第四分区Bガバナー補佐 
                         第五分区ガバナー補佐 
                         第六分区ガバナー補佐 
17:05～17:15   懇親会会場へ移動 
 
 第Ⅱ部 【懇親会の部】（希望者のみ）      司会：地区副幹事 
17:15～17:20  セミナー総括          パストガバナー 
17:25～18:50  懇親会 
         挨拶              ガバナーエレクト 
         乾杯              パストガバナー         
         分科会報告           各分区 ガバナー補佐 
         懇談 
         締め              パストガバナー 
 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
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梅山  哲 
赤石 光雄 

鑓田 貴一郎 
保坂 充勇 
神子田 遥 

 
 

小澤  弘 
安藤 震太郎 

 
森田 高史 
曽我 隆一 

 
 

田中 久夫 



【日 時】2019年7月6日(土) 13：00～16：30 
【会 場】ガバナー事務所 
【参加者】委員長ほか6名 地区副幹事2名 合計9名 
【報告者】青少年交換委員長 吉井 宏文 
 
 第1回青少年交換委員会を委員全員参加対象のもと、下記の議題について会議を行いました
のでご報告をいたします。 
 
議題 
 

1. 委員会組織と名簿確認について 
① 名簿の確認 
② 名刺の確認 
③ YESSシステムへの登録について 
 

2. 委員会活動内容と年間計画について 
① 受入学生 
② 派遣学生 
③ 対象高校の担当者決定 
④ 年間計画について 
 

3. 行事の役割分担について 
① インバウンド学生日本語教室 
② 帰朝報告会・歓迎会 
③ 11月日帰り旅行の実施の可否について 
④ 安中オリエンテーション 
⑤ インバウンド学生関西旅行 
⑥ 日本青少年交換研究会(山形) 
⑦ 長期歓迎会・壮行会 

 
4. 8月末開催予定の日本語教室について 

 
5. 9月1日開催の帰朝報告・歓迎会・オリエンテーションについて 

 
8月には2名のアメリカ人留学生が来日予定です。ホストクラブは伊勢崎RCと富岡RCです。11
カ月という長い受け入れになりますが、是非とも宜しくお願い申し上げます。 
 

14 

第1回青少年交換委員会 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
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日時：2019年7月14日(日) 14：30～ 
会場：伊勢崎プリオパレス 
報告者：地区ローターアクト代表 松﨑 真祐 
 
 2019-2020年度ローターアクト最初の地区行事として地区内すべてのRACと提唱RCとの合
同例会が開催されました。 
 開会式の後、ガバナー方針、地区ローターアクト委員長方針、地区代表方針、各クラブ方針
を発表後、森田ガバナー進行による双方向協議が行われました。 
菊地ローターアクト副幹事、今井ローターアクト地区会計の2名から発言がありました。 
内容としては青少年奉仕部門の横のつながり強化が図れないか、若いアクターを増やすため県
内の大学との連携を模索したい等です。当地区ローターアクターの特徴として全クラブが社会
人基盤（桐生西RACのみ現会員は全員大学生）であり、18歳から20代前半の会員比率が低い
という現状があります。より楽しく、より長くローターアクトを継続してもらうために、若い
アクター候補生の勧誘が急務であると感じており、各クラブ連携して取り組みたいと考えてい
ます。 
 その後、提唱クラブ合同会議とローターアクト会長幹事会に分かれ、個別に進行されました。
提唱クラブ合同会議では私から、第2820地区(茨城)における分区提唱の事例を紹介させていた
だきました。もともと単独提唱されていたクラブが休会に陥りそうになった際、当時のロー
ターアクトクラブ会長が再興するべく提唱クラブに相談したところ、共同提唱に賛同するクラ
ブが現れたそうです。その後分区内すべてのロータリークラブが賛同し、分区提唱に至りまし
た。無論メリット・デメリット共に存在し、導入にあたっては十分な議論がかかせません。 
 各会議終了後、堤地区ローターアクト委員長より講評をいただき閉会とさせていただきまし
た。森田ガバナーを始め、前日のインターアクト年次大会に続き2日連続でご対応いただいた
ロータリアンの方も数多くいらっしゃったことと存じます。御多忙な折、お集まりいただいた
すべての参加ロータリアン、参加ローターアクターに感謝申し上げます。この合同例会を機に、
より良い関係性の構築が進むことを祈念致します。 
 

14：30～開会式 
14：50～ガバナー、地区RA委員長、地区代表、各RAC方針発表 
16：00～RC：提唱クラブ合同会議 RAC：第一回会長幹事会 
16：50～閉会式 
17：00～懇親会 

全ローターアクトクラブ・ 
全提唱ロータリークラブ合同例会 
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2019-2020年度  国際ロータリー 2840地区 

女性ネットワーク委員会 

地区女子会 女性の集いのご案内 
 
 
 
・開 催 日  2019年度8月24(土) 16：30開会(登録16：00) ～19:30閉会 
・場   所  伊勢崎プリオパレス 
          伊勢崎市昭和町3827  TEL：0270-25-4122 
・参 加 費  5,000円 
・登録対象   女性会員 
・開催内容 

1部-【夏の紫外線対策！～香で心もしあわせに～ 
オリジナル《髪にやさしいヘアケアオイル》＆《虫よけスプレー》 
を好きな香りで作りましょう】 
2部-グループトークセッション(分科会) 
3部-懇 親 会 大抽選会有ります。 

・締め切り  8月8日(木)まで 
 

他クラブのメンバーと新しい出会いと親睦の輪が拡がると思います。 
多数のメンバーのご登録をお持ちしております。 

17 

地区女性のつどいのご案内 
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〔 卓話・研修 出前サービスのご案内 〕 
 
 地区で例年実施しております、卓話・研修時の講師派遣出前サービスを2019-2020年度に
おきましても実施致します。 
 地区内のクラブに最新の「ロータリー情報」を伝達するとともに、各クラブ会員にロータ
リーの理念と実践に関する認識を深めていただくために、各個別テーマに造詣の深い地区指導
者を各クラブ(または分区・グループ単位)の要請に応じて派遣するサービスです。 
 各クラブには「テーマ別派遣講師一覧」、「卓話・研修出前サービス 講師派遣依頼申込
書」等を配信してございますので、魅力あるクラブ作り、クラブ改革に向けて、会員研修・新
会員研修等の際に有効にご活用いただけますと幸いです。 
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出前卓話のご案内 

テーマ 講師名 クラブ 

A ロータリー全般 

重田 政信RI元理事 高崎北 

山崎  學PG 高崎南 

福田 一良PG 前橋西 

本田 博己PG 前橋 

生方  彰PG 沼田中央 

B ロータリー(クラブ)の戦略計画 

本田 博己PG 前橋 

田中 久夫PG 高崎 

宮内 敦夫直前G 館林 

C 地区の戦略計画 

田中 久夫PG 高崎 

宮内 敦夫直前G 館林 

D 地区ロータリー奨学金制度案 森田 高史G 伊勢崎 

E 特別会員制度 森田 高史G 伊勢崎 



テーマ 講師名 クラブ 

F 

ロータリー財団 牛久保 哲男PG 伊勢崎 

ロータリー財団 板垣  忍 前橋 

 ・資金推進 金井  修 前橋西 

 ・補助金 山田 利和 富岡かぶら 

 ・地区補助金 石川 好男 太田 

 ・グローバル補助金 津久井 功 沼田 

 ・資金管理、平和フェローシップ 川口 修平 高崎南 

 ・ポリオプラス 橋谷 晋治 高崎北 

G 

奉仕プロジェクト 

 A-1 青少年交換 吉井 宏文 高崎 

 A-2 インターアクト 竹部 弘昭 太田 

 A-3 ローターアクト 堤  謙治 高崎北 

 A-4 RYLA・学友 古市 和男 藤岡南 

 A-5 職業奉仕･国際奉仕･地域社会奉仕 佐藤 信一 前橋東 

H 米山記念奨学会 

高木 貞一郎PG 館林 

竹内 正幸PG 太田 

板橋 一博 太田 

I ロータリーの友(雑誌) 広瀬 雅美 高崎 

J ロータリーの歴史・理念 

清  章司PG 藤岡 

曽我 隆一PG 前橋 

横山 公一PG 沼田 
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テーマ 講師名 クラブ 

K ロータリーの組織 森田 高史G 伊勢崎 

L クラブ研修 新会員研修等 

竹内 正幸PG 
(地区研修リーダー) 

太田 

地区研修委員 
RLI推進委員 

M 管理運営・IT・地区情報 

山田 邦子GE 前橋 

田中 久夫PG 高崎 

N 会員増強(会員組織強化) 

安藤 震太郎PG 高崎北 

田中 久夫PG 高崎 

宮内 敦夫直前G 館林 

担当のガバナー補佐 

O 女性ネットワーク 

疋田 博之PG 桐生 

山田 邦子GE 前橋 

中澤 洋子 高崎 

P 公共イメージ 関口 啓子 高崎南 

Q 国際大会推進(オンツー・ハワイ) 槻岡 行支 大泉 

R クラブ活性化・CLP 

本田 博己PG 前橋 

竹内 正幸PG 太田 

田中 久夫PG 高崎 

S 危機管理 森田  均PG 渋川 

T 審議会立法案 曽我 隆一PG 前橋 
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 2019-2020年度  国際ロータリー 2840地区  

地区大会のご案内 
 
 
 
・開 催 日   2019年度10月27(日) AM9：30開会(登録8：２0) 
・場   所   太田市新田文化会館 エアリスホール 
           太田市新田金井町607  TEL：0276-57-2222 
・懇親会場  伊勢崎プリオパレス 
         伊勢崎市昭和町3827   TEL： 0270-25-4122 
・大会テーマ 「全世界におけるポリオ根絶に向けて」 
・記念講演  ポリオ・アンバサダー 「ジュディ・オング」 
 

ポリオ根絶まで あと少し「Ｔｈｉｓ Ｃｌｏｓｅ ！！」を合言葉にお会いしましょ
う！！  多数のメンバーのご登録をお持ちしております。 
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地区大会記念ゴルフ大会のご案内 



[クラブ側テーマ] 

1. 戦略計画 
2. 会員増強計画 
3. クラブイノベーション計画 
4. その他クラブに関する課題 
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公式訪問における協議の内容について 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.2 

[地区側テーマ] 

1. 新クラブ結成プロジェクト 
(当月月信をご覧ください) 

2. 地区ロータリー奨学金制度(案) 
(公式訪問前に配信いたします) 

3. 特別会員制度(仮称)の検討 
(当月月信をご覧ください) 
 

 上記のようなテーマを想定して協議したいと考えておりますので、当日までのご準備も含め、
よろしくお願いいたします。 
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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 

大畑 孝弘 
前橋 
2019年06月18日 
証券業 
大和証券(株)高崎 
 支店前橋営業所 
所長 
都丸 和俊 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

片山 康浩 
前橋 
2019年06月18日 
建設設計 
(株)ライブ環境 
    建築設計 
代表取締役 
三輪 斉 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

三橋 正隆 
前橋西 
2019年06月28日 
飲食業 
(有)グローバル 
  ファクトリー 
代表取締役社長 
金井 修 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

坂田 哲也 
前橋北 
2019年04月08日 
土木建設業 
(有)坂田組 
代表取締役 
國岡 充朗 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

富岡 信行 
前橋北 
2019年04月08日 
不動産賃貸業 
(株)アルリッチ 
代表取締役 
國岡 充朗 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

小野 靖浩 
前橋北 
2019年04月22日 
アルミ加工製造業 
(株)高取製作所 
代表取締役 
塩谷 勝利 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

田中 伸志 
前橋北 
2019年05月13日 
飲食業 
(株)パズール 
代表取締役 
國岡 充朗 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

富澤 聖 
前橋南 
2019年07月10日 
リース業 
東和銀リース(株) 
代表取締役社長 
山岸 直樹 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

渋澤 優一郎 
前橋中央 
2019年06月12日 
建設業 
渋沢テクノ(株) 
代表取締役社長 
井上 芙美子 
小渕 恵美子 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

髙山 儀一 
太田中央 
2019年06月21日 
電気工事 
(有)電気屋 
代表取締役 
家泉 栄一 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
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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 

賀川 聡 
渋川 
2019年06月20日 
化学薬品製造業 
日本カーリット
(株)群馬工場 
工場長 
佐藤 秀樹 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

石川 潤 
沼田 
2019年07月02日 
広告業 
株式会社 
サイバーメディア 
代表取締役 
金井 正樹 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

小熊 政則 
沼田 
2019年07月02日 
小売業 
(有)オグマ時計店 
取締役 
桑原 敏彦 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

小倉 仁 
沼田 
2019年07月02日 
建築業 
(有)小倉住建 
代表取締役 
塩浦 敬之 
 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

斎藤 正典 
沼田 
2019年07月02日 
観光事業 
(株)田園ﾌﾟﾗｻﾞ川場 
社長室長 
保坂 充勇 

 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

本多 由紀 
沼田 
2019年07月02日 
理容業 
理容ホンダ 
店長 
桑原 敏彦 
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氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

石井 潤 
富岡中央 
2019年07月04日 
総合保険代理業 
(株)リアン 
    群馬支店 
支店長 
勅使河原 正己 
塩澤 哲哉 



訃報 謹んでお悔やみ申し上げます 

 熊木義隆会員の突然の訃報に接し、急なことで会員一同とても驚き、大変落胆をしております。少し前に
例会でお会いしたときは、新しい事業の立ち上げでこれから忙しくなると張り切っておられたのですが、このところ
例会に出席されていなかったので、お仕事がお忙しいのだろうと想像していました。ところがその後病魔に冒され、
先日急変して御他界されたとのことでした。 
 熊木会員には、これからのご活躍を期待していたのですが、誠に残念です。心からご冥福をお祈りいたします。 
 

前橋ロータリークラブ直前会長  宮崎 瑞穗 
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氏名 
クラブ 

入会日 
退会日 
享年 

勤務先 
役職 

熊木 義隆 
前橋ロータリークラブ 
2013年8月27日 
2019年6月3日 
67歳 
利根電気工事(株) 
代表取締役 
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文庫通信 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.2 

新会員にお勧めする書籍 

（377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。 

〔上記申込先：ロータリー文庫〕 

多種多様の中の調和と個人の確立 
佐々木統一郎 

1971 11P 

新人のためのロータリー情報−クラブ奉仕− 出席と親睦と奉仕との相関 
佐々木統一郎 

7P 

あなたにとってロータリーとは何か 改訂版 
菅野多利雄 

2012 23P 

あなたは何故ロータリアンなのですか? 
中山義之   D.2770 

2008 19P 

〈対談集〉いまロータリーが忘れていること 
森三郎・渡辺好政   D.2700 

1999 14P 

私のロータリー観 −アイ・サーブとウイ・サーブ− 
増田房二   京都東R. C 

1987 17P 

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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行事予定表 

開催日 項目 場所 

2019年 

7月 

1日(月) 森田ガバナー事務所開設 前橋問屋センター会館 

13日(土) 

ロータリー財団委員会 全体会議 前橋問屋センター会館 

ロータリー財団委員会 正副委員長会議 前橋問屋センター会館 

インターアクト年次大会 太田市立太田高等学校 

20日(土) 第1回ガバナー諮問委員会 伊勢崎プリオパレス 

『会員増強・新クラブ結成推進月間』 

8月 

3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 

24日(土) 

ロータリー財団セミナー 伊勢崎プリオパレス 

女性ネットワーク拡大会議 伊勢崎プリオパレス 

地区女子会 伊勢崎プリオパレス 

27日(火) 米山指定校説明会 前橋問屋センター会館 

31日(土) 群馬県ロータリークラブ野球大会 開会式 桃の木川グラウンド 

『基本的教育と識字率向上月間』 

9月 

1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 

7日(土) 第1回新会員セミナー 伊勢崎プリオパレス 

14日(土) 

第2回ガバナー諮問委員会 伊勢崎プリオパレス 

第3回ガバナー補佐・委員長合同会議 伊勢崎プリオパレス 

22日(日) RLIセミナー PartⅠ 前橋問屋センター会館 

29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 

地区米山研修セミナー 前橋問屋センター会館 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.2 
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行事予定表 

開催日 項目 場所 

2019年 『経済と地域社会の発展月間』・『米山月間』 

10月 

6日(日) 青少年交換派遣学生選考会 前橋問屋センター会館 

14日(月) 地区大会記念ゴルフコンペ 軽井沢72ゴルフ東･西コース 

15日(火) 決議審議会 オンライン 

19～20 RYLA研修セミナー 上州藤岡 諏訪神社 

20日(日) RLIセミナー PartⅡ 前橋問屋センター会館 

26日(土) 

地区指導者育成セミナー 伊勢崎プリオパレス 

RI会長代理歓迎晩餐会 伊勢崎プリオパレス 

27日(日) 

地区大会 太田市新田文化会館 

懇親会 伊勢崎プリオパレス 

『ロータリー財団月間』 

11月 

9日(土) ロータリー財団補助金管理セミナー 伊勢崎プリオパレス 

16日(土) 群馬県ロータリークラブ野球大会 閉会式 前橋北部運動場 

24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 7日(土) 

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 

米山学友会忘年会 ホテルメトロポリタン高崎 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.2 
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周年行事予定クラブ 

開催日 項目 場所 

2020年 3月 7日(土) 伊勢崎南ロータリークラブ 40周年記念式典 プラザ・アリア 

4月 

11日(土) 安中ロータリークラブ 55周年記念式典 ホテル磯部ガーデン 

19日(日) 群馬境ロータリークラブ 50周年記念式典 伊勢崎プリオパレス 

5月 

24日(日) 高崎東ロータリークラブ 40周年記念式典 ホテルメトロポリタン高崎 

30日(土) 
館林ミレニアムロータリークラブ 
            20周年記念式典 

レストランジョイハウス 

未定 前橋南ロータリークラブ 35周年記念式典 未定 

IM開催予定表 

開催日 分区 場所 

2020年 3月 28日(土) 第1分区 

3月 29日(日) 第2分区A 

4月 12日(日) 第2分区B 

2月 22日(土) 第3分区 

4月 4日(土) 

第4分区A(第4分区Bと合同開催) 

第4分区B(第4分区Aと合同開催) 

3月 8日(日) 第5分区 

2月 8日(土) 第6分区 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
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出席報告 

年度初 月初 月末 純増減会員数 女性会員 当月出席率

45 2112 2157 2100 -57 156 82.90

クラブ数
会員数

年

度

初

月

初

月

末

増

減

女

性

前橋 4 72.09 124 122 121 -1 11

前橋西 4 74.12 58 62 61 -1 5

前橋東 4 77.02 51 52 47 -5 4

前橋北 4 85.00 71 80 79 -1 2

前橋南 4 94.19 44 43 41 -2 2

前橋中央 4 86.46 26 26 23 -3 5

合計 81.48 374 385 372 -13 29

桐生 3 73.33 61 69 68 -1 11

桐生南 4 72.83 35 35 34 -1 4

桐生西 2 92.41 63 61 57 -4 8

桐生赤城 3 87.67 42 44 43 -1 9

合計 81.56 201 209 202 -7 32

伊勢崎 4 91.50 84 84 82 -2 3

群馬境 3 93.94 25 26 24 -2 1

伊勢崎中央 3 83.13 85 87 85 -2 6

伊勢崎南 4 65.91 30 33 32 -1 1

伊勢崎東 3 89.21 32 34 34 0 1

合計 84.74 256 264 257 -7 12

高崎 3 89.53 130 136 139 3 15

高崎南 3 72.52 73 74 73 -1 9

高崎北 3 67.82 72 72 71 -1 0

高崎東 3 71.64 42 44 42 -2 3

高崎シンフォニー 3 86.23 43 47 47 0 5

高崎セントラル 3 100.00 36 38 37 -1 0

合計 81.29 396 411 409 -2 32

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 86.00 73 77 75 -2 2

太田西 4 90,77 19 18 18 0 2

太田南 4 81.06 47 48 45 -3 3

新田 2 87.50 31 24 23 -1 1

太田中央 4 85.49 55 53 54 1 3

合計 86.16 225 220 215 -5 11

館林 4 83.80 53 54 50 -4 1

大泉 4 74.21 34 36 33 -3 3

館林西 4 80.55 21 19 19 0 1

館林東 4 91.17 21 19 18 -1 3

館林ミレニアム 3 87.25 27 26 26 0 1

合計 83.40 156 154 146 -8 9

渋川 3 96.46 64 61 60 -1 6

沼田 3 88.98 69 72 70 -2 4

草津 3 53.33 15 15 15 0 2

中之条 4 84.71 21 20 20 0 1

沼田中央 3 98.61 45 49 47 -2 4

渋川みどり 3 59.14 36 34 33 -1 1

合計 80.20 250 251 245 -6 18

富岡 4 94.74 44 48 47 -1 4

藤岡 2 89.32 52 52 49 -3 2

安中 4 60.65 53 54 53 -1 3

藤岡北 4 97.50 15 15 13 -2 1

富岡中央 3 91.03 35 36 35 -1 1

碓氷安中 4 72.50 11 10 10 0 0

藤岡南 4 90.00 13 16 15 -1 1

富岡かぶら 4 79.16 31 32 32 0 1

合計 84.36 254 263 254 -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

2019年6月末現在 
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双 
今月のガバナーの一字は「双」とさせて頂きました。 
 
[伝言ゲーム] 
 今から２年近く前になりますが、私がガバナーノミニーとなり、ガバナースタッフを組織し
た最初の会合で伝言ゲームを行ないました。私のガバナースタッフは私を含めて15人です。私
の「お題」を1人目の耳元で伝言し、次々に最後の15人目まで伝言され、最後の1人が「お
題」を発表しました。 
 ご想像の通り、全く違う内容となり、全員が大爆笑してしまいました。 
 人の口から人の耳、人の耳から脳を通って人の口から人の耳へ、このことを繰り返す伝達の
難しさを全員が実感いたしました。 
 
[ロータリー情報] 
 ロータリーの情報の多くはRIから発信されます。 
 本年4月の規定審議会で、メークアップの取扱いについて定款の変更が決議されました。 
 詳細はロータリーの友６月号に、当地区曽我隆一パストガバナーの報告が掲載されておりま
すが、こうした情報を世界120万人の会員がどう理解するのでしょうか。 
 様々な情報が発信されているものとは思いますが、全会員が同じ認識を持つことの困難さは、
想像に難くないものと思います。 
 このことはRIとロータリアンとの関係性の中で生じるだけでなく、[RI・地区・クラブ・会
員]、[ガバナー・会長・会員]、[会長・会員]、それぞれの関係性の中で常に生じているのでは
ないかと感じております。 
 どうしても情報の多くがRIや地区から発信される関係から上意下達的になりがちですが、本
年度、私は特に「双方向」を方針として掲げさせて頂いております。 
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 そうした意味から、各種会合におきましては「双方向協議」の時間を設定しておりまして、
これから始まる各クラブさんへの公式訪問の場でも、是非クラブ会員の皆様のお考えをお聞か
せ頂ければと思っております。 
 公式訪問の目的は、クラブと地区の双方向による協議の実現と、ロータリーに関する共通の
認識を確認することにあると考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
 
 
[ロータリーの変化] 
 ロータリーの情報は、その情報を取りにいく意思のある人にとっては無限にあると言っても
過言ではありません。しかし、全く受け身で傍観している人にとっては情報は生かされません。 
 また、人間は少ない情報で、短絡的に批判をしたり、結論を出してしまいがちではないかと
も思いますが、まずは正確な情報を得る必要があるものと思います。 
 そのことは事実なのか？ そうなったことの理由は？ 趣旨は？ 根拠は？ 目的は？ 
 可能な限り情報を集め事実を掌握していただきたいと思います。 
 その上で、そのことが良いことなのか？ 将来どういうことを招来するのか？ 一緒に考え
ていきたいと思います。 
 これからもロータリーは大きく変化していくものと思いますが、十分な情報を集め協議をし
理解を進めるとともに、知恵を出し合って、望ましい運営をしていく努力が必要ではないかと
感じております。 
 ロータリーが希求している方向につきましては、太いベクトルの中では大きなブレはないも
のと信じておりますので、今後とも「双方向」を大切にしながら運営をしてまいりたいと思い
ます。 
 地区とクラブ、地区と会員は、一対の関係にあるのではないかと考えております。 
 今後約1年となりますが、何卒よろしくお願いいたします。 
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ガバナー月信に関して 

 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 morita@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。 
 
 

 ガバナー事務所の開所時間は従前どおり午前10時から午後5時となっておりますのでよろし
くお願いいたします。 
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