
基本的教育と識字率向上月間 

ガバナー月信 

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- 

国際ロータリー第2840地区＜群馬＞2019-2020年度 

2019 

09 

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER 

Vol.3 

To Rotary club presidents and secretaries 

森田ガバナー事務所 
群馬県前橋市問屋町2-2 前橋問屋センター会館1F 

TEL 027-212-2840 
FAX 027-212-2841 



テーマ・方針・目標 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.3 

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 

識字率を色分けしたユネスコの発表した地図です。今月は基本的教育と識字率向上月間です。
世界各国のロータリーでは、教師育成のために研修や教室備品を提供したり、成人向けの識字
プログラムを開発したり、給水・衛生設備を改善することにより、生徒の病欠を予防し、通学
しやすい環境を整えることにロータリーは携わっております。皆様も基本的教育・識字率向上
のための行動を！！ 
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 地区のロータリアンの皆様へ、残暑お見舞申し上げます。 
 比較的涼しい日が続いた7月とはうって変って、8月は40度を超える日があり酷暑となりま
した。今月まで残暑が厳しいとの予報もありますので、くれぐれもご自愛いただきたいと思い
ます。 
 さて、9月は「基本的教育と識字率向上月間」となります。 
 

どのコップに薬が入っているか分かりますか？ 
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ガバナーメッセージ 

国際ロータリー第2840地区 

2019-2020年度 

ガバナー 森田 高史 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.3 

RI特別月間テーマ： 基本的教育と識字率向上月間 

ROTARY  
CONNECTS THE WORLD 

※カンボジア語(クメール語)で左から「水」､「毒」､「薬」と書かれています 
 
文字が読めなければ薬を選ぶことができません。カンボジアでは、字が読めないまま契約書に
サインをしてしまい、土地をだまし取られたり、娘を売られたりする家族が後を絶ちません。
また、薬だと思い農薬を誤飲してしまう人もでています。 
 
母親が識字できる場合、5歳未満の乳幼児死亡率が低いという統計があり、識字率の向上は貧
困解決に効果があると証明されています。識字者と非識字者の情報格差の広がりが貧困の連鎖
を作り出す要因になっていると考えられています 
 
読み書きができない→農業に関する正しい知識が得られない→収穫が少ないため低収入＆病気
にかかりやすいため治療費がかさむ→貧しいため教育が受けられない→読み書きできな
い・・・このように非識字が、生活向上への妨げとなり、貧困の悪循環に陥りやすいと言われ
ています。 

(出典 UNESCO) 



[基本的教育と識字率向上]とは？ 
 
 世界には子どもたちが基本的な教育を受けられず、成人が十分に読み書きできない国や地域
があります。そうした地域で基本的教育を提供し、識字率を上げれば、そのほかの諸問題の解
決(貧困の削減、健康状態の改善、地域社会と経済の発展、平和構築など)の糸口をつかむこと
ができます。「基本的教育と識字率向上」は、ロータリーの6つの重点分野の一つとなってい
ます。 
 

基本的教育・識字が重視される理由 
 
① すべての女性が初等教育を修了すれば、妊婦の死亡率は66％減少する。 
② 読み書きのできる母親を持つ子どもは、読み書きのできない母親の子と比べて、5歳以上ま

で生き延びる確率が50％高い。 
③ 低所得国で全生徒が読み書きを習得した場合、1億7,100万人が貧困から抜け出すことがで

きる。これは全世界の貧困の12％に相当する。 
 
と言われております。 
 
 世界各地のロータリークラブは、基本的教育の提供と識字率向上を目指す活動に取り組んで
います。 
 既に活動を進められている地区内のクラブもあるかとは存じますが、今後とも地区補助金や
グローバル補助金も活用した活動の推進を期待いたします。 
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特別月間テーマ： ロータリーの友月間 

 2015-2016年度、RIの特別月間の変更に伴ない、雑誌月間が廃止となり、日本独自の月間
として、ロータリーの友月間が新設されました。 
 ロータリー地域雑誌と呼ばれる「友」誌は、全世界に31誌ある地域雑誌の1つで、その目的
は、地域の特徴ある活動をその地域のロータリアンが共有することにあります。 
 1ページから始まる横組みは、RI指定記事、関心の高いテーマに関する投稿など、ロータ
リー地域雑誌としての公式的な記事が中心で、裏表紙から始まる縦組みは、日本のロータリア
ンのコミュニケーションの懸け橋となる投稿が中心です。 
 
 先月の8月号には、4年前に会員を倍増した高崎ロータリークラブが「高崎ロータリークラブ
の今」と題して掲載され、現在でも130名を超える会員を擁し、発展を続けていることが報じ
られています。 
 私のクラブでも川柳をこよなく愛し、柳壇の常連となっている会員がいらっしゃいますが、
先日、館林ロータリークラブの3000回記念例会に出席した折り、新井進会員の短歌が、昨年
の11月、12月、本年1月と、3ヶ月連続で歌壇で一席に掲載されたと伺い、ロータリーの友に
親しまれているご様子を嬉しく思いました。 
 
 今後とも「ロータリーの友」をロータリアンを結ぶ懸け橋として是非ご活用頂きますようお
願い申し上げます。 
 

公式訪問が始まりました。 
       何卒よろしくお願いいたします。 
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地区ガバナー候補者推薦についてのお願い 

国際ロータリー第2840地区 
2019-2020年度 

ガバナー          森田 高史 
ガバナー指名委員会委員長  竹内 正幸 

 
 RI細則14条1節により、2022-2023年度の地区ガバナー候補者を本年度末(2020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14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、2022-
2023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2016年手続
要覧(71・72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 

 
 
 ガバナー候補者推薦状は、RI細則14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、2019年12月31日までに、森田ガバナー
事務所にご提出ください。 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
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 送付先  〒371－0855  
      群馬県前橋市問屋町2-2 前橋問屋センター会館1階 
      森田ガバナー事務所 
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新会員実績報告について 

 ガバナー月信9月号より、各クラブの新会員実績報告表を掲載することとなりました。各ク
ラブの入会目標を一覧にすることにより、数字で目標管理ができます。 
 今月は初回ということで、冒頭のページに掲載しましたが、次月以降は、出席報告ページの
前ページに掲載させていただきます。7月の入会実績ですので、数字としては低い達成率です
が、月が進むごとに達成率が上昇することを祈念いたします。 
 今後も、地区としてバックアップ体制を構築していきます。 

出席報告について 

 2019-2020年度の規定審議会におきまして、メークアップの運用期間については、従前の
「前後14日間」から「当年度内」と変更となりました。しかしながら、当地区では各クラブの
各月ごとの会員の入退会実績、出席率(暫定値)などを把握したいため、各月ごとの出席報告を
お願い致します。また、前年度とは報告書のフォーマットを変更させていただきましたので、
各クラブに配信させていただきましたデータの最終ページの計算方法などを参考にご入力いた
だきまして、ガバナー事務所までご報告いただけますようお願い申し上げます。 
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新会員入会実績報告 (7月末現在) 
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【日 時】2019年7月13日(土) 12:00～16:00 
【会 場】前橋問屋センター会館 
【参加者】ロータリー財団関係各委員会メンバー 
【報告者】ロータリー財団委員長 板垣 忍 
 
 森田年度のロータリー財団関係各委員会の計画の確認・徹底を図り、8/24に開催されるR財
団セミナーについて検討しました。議題は以下のとおりでした。 
 
1. 森田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 
2. 資金推進と寄付について        資金推進委員長            金井 修 
3. 補助金について            補助金委員長             山田 利和 
4. 地区補助金について          地区補助金委員長           石川 好男 
5. 資金管理・平和フェローシップについて 資金管理・平和フェローシップ委員長  川口 修平 
6. グローバル補助金について       G補助金委員長           津久井 功 
7. ポリオプラスについて         ポリオプラス委員長          橋谷 晋治 

＜休憩・移動＞ 
8. 分科会協議 

Aグループ 地区補助金委員会 資金管理・平和フェローシップ委員会 
Bグループ グローバル補助金委員会 
Cグループ 資金推進委員会 ポリオプラス委員会 
 

 R財団セミナーは、過去の参加者からの要望並びにR財団に関する認識が深まっている現状を
鑑み、今年度は例年の半分の時間に凝縮し開催することになりました。 
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ロータリー財団委員会 
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インターアクト年次大会 
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【日 時】2019年7月13日(土) 9:30～16:00 
【会 場】太田市立太田高等学校 
【参加者】ロータリアン・ローターアクター・インターアクター含め総勢318名 
【報告者】インターアクト委員長 竹部 弘昭 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大会プログラムは下記の通り 

 
1. 開会式 
2. 各インターアクトクラブ現況報告 
3. 基調講演『夏の熱中症対策について』中野医院 理事長 中野 正美先生 
4. 分科会 

第1分科会『応急処置講座』講師：日本赤十字社群馬県支部 
第2分科会『AED研修』 講師：日本赤十字社群馬県支部 
第3分科会『暑さ対策調理教室』講師：桐生大学医療保健学部栄養学科 
第4分科会『ストレッチで夏場の基礎体力作り』講師：ディーズスポーツプラザ 

5. 分科会発表・台湾研修報告会 
6. 閉会式 

 2019-2020年度インターアクト年次大会
『夏の暑さと仲良くなろう！』～楽しく夏を
乗り切るために～を大会テーマとし、太田市
立太田高等学校インターアクト・JRC部(提
唱：太田RC)主催により県下16校の学校関係
者の方々のご協力のもと、盛大に開催いたし
ました。今回、オブザーバー校として高崎市
立高崎経済大学附属高等学校の参加もあり、
来年度からは17校の開催によりさらに盛大な
開催の運びとなる事でしょう。 
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 ご臨席をたまわりました、太田市長清水聖義様、太田市教育委員会副部長江原孝育様をはじ
め県内提唱クラブのロータリアンの皆様、インターアクト顧問教師をはじめ学校関係者の皆様
に感謝を申し上げるとともに、2019-2020年度インターアクト年次大会が滞りなく無事終了い
たしました。 
 次年度ホスト校である、群馬県立藤岡中央高校インターアクト部(提唱：藤岡南RC)の活躍を
期待いたしております。 
ちなみに、今大会よりインターアクトマークを新マークへ変更させていただきました。 
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地区女性ネットワーク委員会 

【日 時】2019年7月13日(土) 14:30～15:30 
【場 所】前橋問屋町センター 
【参加者】森田ガバナー、新井地区幹事、中澤委員長、委員5名、副幹事2名 
【報告者】地区副幹事 髙橋 しげみ 
 

議案 
8月24日女性の集いについて 
1. プログラムの内容について 
2. 各部会の役割担当者決め 
3. 分化会のテーマについて 
4. 分科会の進行方法について 

 
以上の内容について話し合いが行われました。先に行われた地区女子会ミーティングを踏まえ
ての会議でしたのでとてもスムーズに決まり、女性ならではの和やかな雰囲気の中で充実した
会議であったと思います。今後の活動が楽しみです。 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
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第1回公共イメージ委員会 

【日 時】 2019年7月13日(土) 
【会 場】 前橋問屋センター会館 
【参加者】 森田高史ガバナー、新井良和地区幹事、松島光雄担当副幹事、委員会5名 
【報告者】 関口 啓子 
 

2019-2020年度の公共イメージ委員会ではロータリーの地域への知名度アップとして、
「ロータリーイメージアップ運動」を展開致します。 
会員の皆様には、ご協力をお願い申し上げます。 

 
① 月刊誌「ロータリーの友」の活用 

会員が読み終えた月刊誌「ロータリーの友」を活用し、地域において広く認知を目指し
ます。そして、多くの人にロータリーの存在や活動を認識して頂くために、公共機関、
会員の企業、病院の待合室、理髪店(美容院)、飲食店関係、自動車販売店・修理店等に
「ロータリーの友」の設置のご協力をお願い致します。会員の皆様にはご理解、ご協力
をお願い致します。 
なお、配布先への御依頼文をご用意させて頂きましたのでご活用ください。 
 

② 上毛新聞紙上にロータリーの紹介や活動を掲載 
2020年2月23日の「ロータリーデー」に上毛新聞紙上にガバナー方針、45クラブの紹介
並びに指針やスローガン等を掲載いたします。 
また、地区補助金の申請クラブの活動状況を紹介します。 
なお、各クラブへは、紙上への掲載事項の内容を10月にご通知致します。必要事項を明
記し、ガバナー事務所にご提出して下さい。 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.3 
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第1回ガバナー諮問委員会 

【開催日】2019年7月20日(土) 
【会 場】伊勢崎プリオパレス 
【報告者】地区幹事 新井 良和 
 
 
1. ガバナー挨拶 

 
2. 報告事項 

≪宮内直前年度報告≫ 
① 地区会員数報告＜年度別会員数推移＞ 
② ロータリー財団寄付明細＜2018.07.01～2019.06.30＞ 
③ 米山記念奨学寄付明細＜2018.07.01～2019.06.30＞ 

 
≪森田年度報告≫ 
① 2019-2020年度出席報告についてのお願い(メークアップの取扱について) 
② ガバナー事務所事務局の体制について 
③ 委員会・セミナー等開催の業務分担について 
④ 今後のパストガバナーに対する訃報のメール配信について 
⑤ (公)米山梅吉記念館創立50周年記念特別寄付のお願いについて 
⑥ 草津ロータリークラブの名称変更について(草津温泉ロータリークラブに変更) 
⑦ 2018-2019年度ガバナーエレクト会計報告 
⑧ 2022-2023年度 地区ガバナー候補者推薦のお願い 

 
 

3. 諮問事項 
① RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 パストガバナー登録料の件について 
② 一定の要件に該当する高齢会員の地区分担金の軽減について 
③ 同一クラブ内における配偶者の地区分担金の軽減について 

 
4. その他 

2019-20年度タスクフォース委員会委員 ご委嘱の件について 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
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【開催日】2019年7月23日(火) 10:30～12:30 
【会 場】伊勢崎プリオパレス 
【出席者】森田ガバナー・新井地区幹事・吉井青少年交換委員長 
     堤ローターアクト委員長・板橋米山記念奨学委員長 
【報告者】地区幹事 新井 良和 
 
 
冒頭のガバナー挨拶にて森田ガバナーより、第1回となりますプロジェクト会議なので、各委
員さんからは忌憚のないご意見をお聞かせいただきたい。また新クラブが結成出来るように、
ご協力をお願いしますという挨拶でスタートしました。 
議事では、新クラブ結成について森田ガバナーより説明がなされ、双方向協議を行い終了とな
りました。 
 
会議内容 
 
1. 開会 
2. ガバナー挨拶 
3. 議事 

I. 新クラブ結成プロジェクトについて森田高史ガバナーより説明 
II. 新クラブ会員候補について森田高史ガバナーより説明 
III. 双方向協議 
IV. 次回の会議予定 令和1年9月7日(土) 

4. 閉会 
 

新クラブ結成プロジェクト会議 



開催日：2019年8月3日(土) 
開 場：前橋問屋センター会館2F春夏の間 
報告者：RLI推進副委員長 田部井 丑松(太田RC) 
 
今年も、RLI日本支部ゾーンファシリテータ－本田博己PDG並びに地区研修リーダー竹内正幸
PDGのもと森田ガバナー年度のRLIディスカッションリーダー(DL)研修が参加者26名で執り行
われました。 
 
第1部 ディスカッションリーダー(DL)の役割と準備・・・・・・・・本田博己PDG 
第2部 セッション演習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第1セッション 
 

～ディスカッションリーダーの実践に向けて～ 
「ゆったり、深い」話し合いの生み出し方を学びました。 

 
・人が集い、思いを語り、聴きあう時その場には力が宿ります。触発が、学びが、創造が、意
欲が生まれます。ただし、常にそうだとは限らずお互いの思いをやわらかく受けとめ、かさね
あわせながら場を紡いでいくことが必要です。そのような環境を生み出し、話し合いを前に進
めていく考え方・態度・技術をファシリテーションと呼びます。 

発創デザイン研究室 冨永 良史 
 
※RLIセミナー      パートⅠ・・・・・・・     2019年 9月22日 
            パートⅡ・・・・・・・     2019年10月20日 
            パートⅢ・・・・・・・     2019年11月24日 
 
過去の参加者ですべてのパートを受講されていない方や興味のある方も振るってご参加下さい。 
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Grid1～第6回群馬・新潟合同行事～ 
 
日 時：2019年8月11日(日)～12日(月) 
会 場：群馬県吾妻郡高山村 
参加者：2560地区：上村宏地区RA委員長、久間美晴地区RA代表以下16名 
    2580地区：森本信成地区RA代表以下4名 
    2750地区：天野景太地区RA代表 
    2780地区：小野雅樹地区RA代表 
    2800地区：淀野隆太地区RA代表以下2名 
    2840地区：堤謙治地区RA委員長、松﨑真祐地区RA代表以下7名 
報告者：地区ローターアクト代表 松﨑 真祐 

14 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.3 

ローターアクト第6回群馬・新潟合同行事 

 2019年8月11日から12日にかけて高山村にて開催いたしました。地区分割15周年を機に
2560地区と2840地区が交互にホストを務め、両地区ローターアクトの交流を目的として開催
されています。今回で6回目を数え、年々参加地区が増えており、貴重な交流の機会となって
おります。 
 1日目は、ロックハート城と群馬県立ぐんま天文台を見学しました。西洋建築に囲まれたな
かで、ドレスの着用や謎解き体験を通じ非日常を味わい、交流を深めました。天文台では国内
最大級を誇る望遠鏡を間近に見たり、3Dシアターを通じて天文学について学ぶなど科学知識の
学習を取り入れました。宿泊拠点をみどりの村キャンプ場に構え、グループに分かれてのカ
レー作りや、ブラジル人比率の高い群馬県という特色からBBQではなくシュラスコ作りを行い
参加者から驚きの声を頂きました。夜はキャンプファイアとフォークダンスで親睦を図り、特
に首都圏からの参加者からは初めての体験だったと好評でした。 



 2日目は、朝食としてカートンドッグを用意しました。パンとソーセージをアルミホイルで
包み、牛乳パックに入れ、まるごと燃やすというものです。 
 アウトドア体験を交流行事の軸として据え、自分のことは自分でやるを基本に全員が当事者、
全員が主役を目指しました。タイムスケジュールに大幅な遅れが生じるなど運営面での課題も
多く見つかるものでしたが、他地区アクターとの交流で、当地区アクターに刺激を与えること
ができたと考えています。 
 閉会にあたり、上村宏委員長(2560地区)より地区を越えた交流を活発に行いローターアク
トを発展させてほしいとのお言葉を頂戴しました。今後も地区間交流を図り、外部の刺激を受
け変化を促したいと考えております。 
 
 
 
8月11日(日) 
11：30～開会式 
11：40～昼食・ロックハート城見学 
14：30～群馬県立ぐんま天文台見学 
16：00～カレー・シュラスコ作り 
18：00～夕食 
20：30～キャンプファイア・フォークダンス 
 
8月12日(月) 
8：00～カートンドッグでの朝食 
9：00～閉会式・片付け・解散 
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地区大会のご案内 
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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 

土屋 恵吾 
前橋 
2019年07月16日 
電気工事 
(株)関電工北関東･
北信越営業本部群
馬支店 
支店長 

曽我 孝之 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

平元 亨 
前橋 
2019年07月16日 
公共放送 
日本放送協会 
   前橋放送局 
局長 

曽我 隆一 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

深井 彰彦 
前橋 
2019年07月16日 
銀行 
(株)群馬銀行 
代表取締役頭取 

齋藤 一雄 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
 

推薦者 

藤井 政宏 
前橋 
2019年07月16日 
建築設備工事 
(株)ヤマト 
取締役執行役員 
   管理本部長 
角田 尚夫 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

 
推薦者 

大沢 俊夫 
前橋 
2019年08月06日 
銀行 
(株)群馬銀行 
   本店営業部 
専務執行役員 
  本店営業部長 
齋藤 一雄 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

阿久津 順一 
伊勢崎中央 
2019年06月20日 
不動産業 
(株)エースワン 
代表取締役 
小久保 剛利 
高沢 克治 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

宇都木 正之 
伊勢崎東 
2019年07月02日 
交通安全施設･設備 
ﾏｰｷﾝｸﾞｳｪｲ(株) 
代表取締役 
大木 孝之 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

塚田 雄大 
高崎 
2019年06月11日 
電力供給販売 
群馬エナジー 
    株式会社 
代表取締役 
佐藤 健司 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

村上 文治 
高崎 
2019年06月11日 
産廃リサイクル業 
有限会社ムラカミ 
取締役 
金井 裕 
高井 俊一郎 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.3 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
 

勤務先 
役職 

推薦者 

中村 丙午 
前橋西 
2019年07月12日 
トラック・ 
   バス販売業 
群馬日野自動車(株) 
代表取締役社長 
中村 宏 
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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 

亀田 慎也 
高崎北 
2019年07月10日 
生花販売 
株式会社 有花園 
代表取締役 
橋谷 晋治 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

 
推薦者 

北村 喜幸 
高崎北 
2019年08月07日 
商業銀行 
(株)群馬銀行 
    高崎支店 
常務執行役員 
   高崎支店長 
川本 裕明 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

平山 敬 
太田南 
2019年08月06日 
紙配布 
有限会社平山 
代表取締役 

山田 正仁 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

稲村 勤 
大泉 
2019年07月03日
銀行業 
(株)群馬銀行 
    大泉支店 
支店長 
横田 勇起 
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氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
 

役職 
推薦者 

村山 修平 
富岡中央 
2019年08月01日 
生命保険 
日本生命保険相互
会社 群馬支社 
下仁田営業部 
営業部長 
佐藤 正宏 

 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

山崎 吉郎 
高崎 
2019年06月11日 
自動車販売 
株式会社吉豊 
代表取締役 
須藤 二三男 
 



訃報 謹んでお悔やみ申し上げます 

久保 勲さんは1998年4月～2000年3月迄米山カウンセラー、2004～2007年迄3年間ロータリー財団
委員会 研究グループ交換・学友会、ポリオプラス委員会の役員として地区に出向し活躍、ご尽力されました。
2010年第36代会長に就任し、その年度に新湊RCと姉妹クラブ提携を結び、常に積極的に行動し、まさに
ロータリアンの鏡の様な人でした。 
2013～2014年度ガバナー補佐を務め、地区発展の為に大きな功績を残されました。30年以上のご活躍
と貢献に対し、会員一同感謝し、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。合掌 

伊勢崎中央RC 会長 松原 香 
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氏名 
クラブ 

入会日 
退会日 
享年 

勤務先 
役職 

久保 勲 
伊勢崎中央ロータリークラブ 
1988年9月1日 
2019年8月2日 
76歳 
(株)ダスキン本庄 
取締役会長 

  2010-11年度 会長 
2013-14年度 第2分区(B)ガバナー
補佐 
マルチプル・ポールハリスフェロー2 
第3回米山功労者マルチプル 

矢島克彦さんの訃報に際し、太田南ロータリークラブ会員一同は驚きと深い悲しみでいっぱいです。 
矢島さんは平成10年に入会、平成21年会長の大役をこなし、クラブのリーダーとして活躍されました。WCS
ではインド・タイ等訪問し、友好を深め奉仕活動を広げました。6年前に病魔に見舞われ、治療を続けながら
も明るく笑顔で例会や各愛好会等に積極的に参加し、会を盛り上げてくれました。 
最近は本当に身体が大変になってきて、事業からは離れるが、南ロータリーは続けると約束して頂いた矢先の
他界、本人はもとより我々クラブ一同は残念で仕方ありません。 
 心よりご冥福をお祈りいたします。合掌。 

太田南ロータリークラブ 会長 天笠 秀昭 

氏名 
クラブ 

入会日 
退会日 
享年 

 

矢島 克彦 
太田南ロータリークラブ 
1998年4月28日 
2019年7月17日 
76歳 
 

  2009-2010年 クラブ会長 
ポールハリスフェロー(マルチプル) 
米山功労者(マルチプル) 
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ガバナー座談会 

（378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〕 

変革期のロータリー（座談会） 
ロータリーの友 

1979.7 5P 

個人の自発的奉仕が根本 −再び変革期のロータリーについて（座談会） 
ロータリーの友 

1980.4 5P 

いまロータリーに何が必要か（座談会） 
ロータリーの友 

1985.5 5P 

新しい流れにどう対応するか（座談会） 
ロータリーの友 

1989.6 5P 

われわれロータリアンの真価が問われるとき（座談会） 
ロータリーの友 

1994.5 6P 

ロータリーについて（D.2780 地区大会会長幹事会シンポジウム） 
D.2780地区大会報告書 

2000.10 11P 

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 
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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 
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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 
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国際ロータリー第２８４０地区  

山田ガバナーエレクト事務所 

開設のご挨拶 
 

 
 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 さて、この度下記の通り「山田ガバナーエレクト事務所」を開設致しましたので、謹んでご
案内申し上げます。 
 今後とも、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 
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2019～2020年度 国際ロータリー第2840地区 
山田ガバナーエレクト事務所 

 
所在地：〒371-0855 群馬県前橋市問屋町2-2 

 前橋問屋センター会館1F 
TEL：027-212-2840 
FAX：027-212-2841 

E-mail：yamada@rid2840.jp  
 

開所時間：午前10時～午後5時(土・日・祝日は休み) 
事務局員 入山 こず江・佐藤 由紀恵 

 
※当事務所は森田ガバナー事務所に併設となります。 

森田ガバナー事務所 
山田ガバナーエレクト事務所 



真 
今月のガバナーの一字は「真」とさせて頂きました。 
 
訓読みは「まこと」で、ま(真)こと(事)からきております。 
申し上げるまでもありませんが、その意味は、事実の通りであること、うそでないこと、真実、
ほんとう、とされております。 
 
 真偽という言葉が示す通り、真の反対語は偽りであります。 
 人間社会におきましては、「嘘も方便」という言葉を耳にいたしますが、よい結果を得るた
めの手段として、場合によっては許容される場合もあるかも知れません。 
 事実をストレートに伝えることが、人を傷つけたり、また、事実であるからといって、こと
さらその事実を強調することが、不適切な場合もあるように思います。 
 また、「不都合な真実」という映画もありましたが、自らの力で事実を歪曲することはでき
ませんので、個人的には、事実を受け入れていく以外に道はないように感じております。 
 
 今から32年前、私はロータリークラブに入会させていただき、「四つのテスト」を知り、大
きなインパクトを受けました。 
 以来、今日でも当クラブでは唱和や合唱を続けております。 
 その一番項は、Is it the TRUTH？ 真実かどうか？です。 
 1954－55年度RI会長を務めたハーバート・テーラーが提唱したもので、初めは企業再興の
社是として1932年に創られたものが、後にロータリーに導入され、「職業奉仕の倫理規範」
となり、更に、今日では、四つのテストは、人間関係の和を良好に保つための「物事の判断基
準としての指針」にまで昇華してきているものであります。 
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「真実かどうか？」 
単純な問いであり、そのことは事実であったのか、無かったのか、二者択一を迫るデジタル的
判定であります。 
 受け入れ難いことであっても、迷うことなく事実を受け入れ、然るべき対応を検討し、邁進
していく必要があるものと感じております。 
地区運営におきましても、常に指針として、1ロータリアンを全うしてゆきたいと思います。 
 
 賢明なロータリアンの皆様におかれましては、四つのテストは既に実践しているものと拝察
いたしますが、今後とも真(まこと)をモットーに、お互いの良好な関係を構築してゆきたいと
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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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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