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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 

福島県にある菜の花畑です。 
この菜の花畑は、グローバル補助金を活用した東日本大震災支援プロジェクトの一部です。震
災後5年余り放置されてきた荒れ地がご覧の通り見事な菜の花畑になって、地域住民に希望を
与えております。経済と地域社会の発展月間と写真の関係性については、ガバナーメッセージ
にて説明しております。 
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 皆さん こんにちは。新年度が初まり、あっという間に3ヶ月、第1四半期が経過いたしまし
た。 
 今年の夏も酷暑で、九州の北部地方では大変な豪雨で災害が発生しております。 
 
 さて、10月は「経済と地域社会の発展月間」となります。このテーマは、通常、発展途上国
に対する支援を想起させますが、必ずしもそうとは言いきれません。 
 日本においても、8年余り前、東日本大震災が発生し、大きく地域社会が疲弊いたしました。 
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RI特別月間テーマ： 経済と地域社会の発展月間 

ROTARY  
CONNECTS THE WORLD 

―  G G １６３９９６８  ― 
＜ロータリー財団のグローバル補助金を利用した東日本大震災支援プロジェクト＞ 

 
 日本における「経済と地域社会の発展」をテーマとした、グローバル補助金を活用した典型
的な成功例で、当地区とも係わりがありますのでご紹介したいと思います。 
 
〔プロジェクトの概要〕 
 プロジェクトの概要は、原子力事故による重大な被害を受けた福島の農村地域の再生復興を
目指し、土地利用型作物の油糧作物(菜種)の可能性に着目、地域住民自身の計画と実施により、
栽培から加工・販売まで実施できるよう2年間をかけ農業開発を行うことにあります。 
 
 当時、震災発生から5年が経過し、その間、農地が全く作付けされず放置されていたことな
どもあり、また、福島大学が地元のハブ校として協力して取り組むこととなり、2017年1月
GG1639968プロジェクトの承認を受けました。 
 早い段階から菜の花の栽培が行なわれ、表紙の写真にもありますとおり、「全国菜の花サミ 
ット」が開催されるなど、菜の花の栽培では、実質的に日本一の地域となってきております。 
 また、商品開発も進み「油菜(ゆな)ちゃん」ブランドで、マヨネーズ、ドレッシング、食料
油などの販売に漕ぎ着けています。 
 今年8月には、マローニーRI会長も「東日本大震災の被災地とGG1639968プロジェクト」
を訪問したいとのことで、訪福されたとお聞きしております。 
 また、このプロジェクトへ参画した結果、福島大学に本年4月、新たに「農学群食農学類」
が設置されるなど、地域社会にも大きな変革を与える結果となりました。 
 
 第2530地区並びに郡山北ロータリークラブ、特に当時の橋本芳家地区財団委員長、当プロ
ジェクトを牽引し、現在でも管理責任者でいらっしゃる早川敬介地区財団委員長をはじめ関係
者のご努力に心から敬意を表する次第であります。 



 以下にプロジェクトの予算を掲載いたします。 
 

〔収入予算〕 
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※援助国側の収入予算が30%以上であることが条件となっております 
 

〔支出予算〕                   (＄１＝１１０円換算) 

実施国側地区 地   域 
ＤＤＦ 
(＄) 

持出金 
(現金＄) 

現金への 
持出金 
５％ 

ＷＦ 
(＄) 

備考 

日本２７５０地区 東京南西・ＰＦＢ 8,000     8,000   

日本２５８０地区 東京北西部・沖縄   5,000   2,500   

日本２５３０地区 郡山北ＲＣ   500 25 250   

日本２８４０地区 群馬 10,000     10,000   

日本２５３０地区 福島 42,000     42,000 ＄5,000up 

実施国合計(＄) 60,000 5,500 25 62,750 ((128,275)) 

援助国側地区 地   域 
ＤＤＦ 
(＄) 

持出金 
(現金＄) 

現金への 
持出金 
５％ 

ＷＦ 
(＄) 

備考 

韓国３６５０地区 ソウル漢江以北 15,000     15,000 ＄5,000up 

韓国３７１０地区 全羅南道(光州) 5,000     5,000   

台湾３５００地区 (桃園市地域) 10,000     10,000   

米国５２８０地区 カルフォルニア州 5,000     5,000   

米国５２８０地区 リトルトウキョウＲＣ   1,000 50 500   

援助国合計(＄) 35,000 1,000 50 35,500 ((71,550)) 

総合計(＄) 95,000 6,500 75 98,250 199,825 

No. 項  目 予  算 

１ 土農業技術指導料 ３００万円／＄27,273 

２ 作物及び食品の放射線検査(外注) ３００万円／＄27,273 

３ 専門家による放射線測定およびリスクコミュニケーション・管理費用 ６００万円／＄54,545 

４ 搾油機(キャスター付き)工事費込み ５００万円／＄45,455 

５ 農産物加工関連機類 ２００万円／＄18,182 

６ 搾油機の活用を含む農産加工品及び販売戦略策定 ２００万円／＄18,182 

７ セミナー開催(6回) ３０万円／＄2,727 

８ 菜種先進地域への研修(秋田県) ６０万円／＄5,455 

  合計 ２，１９０万円／＄199,092 

※プロジェクトの詳細は郡山北ロータリークラブ、GG1639968をご覧ください。 
 
〔当2840地区との係わり〕 
 当時の財団委員会メンバーが中心となり、福島県第2530地区の役員にアプローチを行い、
グローバル補助金を活用したプロジェクトを提案することから始まりました。 
 

2014.7.2    第1回2840地区･2530地区役員合同会議(グランドプリンスホテル高輪) 
2014.9.19  当地区財団委員会メンバーが第2530地区を訪問 
          (地区事務所、福島県庁、福島市役所、原町中央ＲＣ、浜通り地区他) 
2014.11.25 第2回2840地区･2530地区役員合同会議(グランパシフィックホテル･レ･ダイバ) 
2015~2016 第2530地区数クラブより数種類の事業提案を受領 
2017.4.2   国際ロータリーグローバル補助金 
      ~4.3   GG1639968「東日本大震災復興支援プロジェクト」 
      セレモニー＆現地視察(ホテルハマツ) 
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特別月間テーマ： 米山月間 

 当月は「米山月間」でもあります。 
 日本で学ぶ私費外国人留学生に対し、日本全国のロータリアンからの寄付金を財源として奨
学金を支給し支援する、日本国内34地区の多地区合同プログラムです。 
 二度と戦争を起さないという国際親善の視点から始まった米山記念奨学会も設立後50年を経
過し、毎年800名を超す奨学生を支援するまでに成長し、本年度、当地区では25名の奨学生を
世話クラブのご協力のもと支援しております。 
 寄付につきましては、クラブ会費の中から拠出される「普通寄付金」と個人が自主的に拠出
する「特別寄付金」があり、当地区は毎年合計16,000円以上を目標としております。 
 前年度(2018-2019)の実績は、1人当たり19,752円を達成しており引き続き目標を達成し
続けております。 
 また、当地区として特筆すべきは、全会員にしめる個人としての特別寄付実行者の割合が前
年度(2018-2019)82.9%、(2017-2018年度は全国トップの83.4%)と全国トップレベルであ
り、多くのロータリアンの心豊かな理解を得ている証左となっております。 
 詳細は、米山記念奨学会発行の「豆辞典」をご覧ください。 
 話しは変わりますが、本年度、若い人達を中心に編成する新しいクラブの結成を目指してお
ります。 
 ローターアクトクラブのOB・OGをはじめ、近年米山奨学生の多くが当面日本に在住する
ケースが増えてきておりますので、米山学友にもアプローチをして、ヤングクラブの結成を目
指したいと考えております。 
 
 

今月は地区大会です． 
 
10月14日(月) 地区大会記念ゴルフ大会    軽井沢72ゴルフ 
10月26日(土) 地区指導者育成セミナー    伊勢崎プリオパレス 
        RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会     〃 
10月27日(日) 地区大会本会議        太田市新田文化会館 
                       エアリスホール 
        懇親会                伊勢崎プリオパレス 
 

多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております‼ 
 



所属クラブ 
生年月日 
住  所 
最終学歴 
 
職  業 
職業分類 

敦賀ロータリークラブ 
1954(昭和29)年1月21日 
福井県敦賀市白銀町 
1979年3月 
大阪大学大学院工学研究科前期課程卒業(修士) 
株式会社塩荘 代表取締役社長 
駅弁販売 
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ロータリー歴 

【クラブ】 
 
1982年3月 
2001-02年度 
 
【地 区】 
 
2002-04年度 
2004-05年度 
2006-07年度 
2007-10年度 
2009-12年度 
2011年 
2011年～ 
2014-15年度 
2016-17年度 
2019-20年度 
 
【財団】 
 
【米山】 

 
 
敦賀ロータリークラブ入会 
理事 会長 
 
 
 
地区規定審議員会委員 
地区幹事長 
地区手続規則委員長・地区大会決議委員長 
ガバナー補佐 
地区マニュアル編集委員会委員 
日本ロータリーEクラブ2650ガバナー特別代表 
RLI日本支部カリキュラム委員 
地区研修委員会副委員長 
国際ロータリー第2650地区ガバナー 
地区ロータリー財団委員会委員長 
 
メジャードナー、ベネファクター 
 
メジャードナー 

刀根 荘兵衛 氏 
とね しょうべえ 



05 

地区大会のご案内 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.4 



06 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.4 



07 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.4 



08 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.4 



09 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.4 

地区指導者育成セミナープログラム 

司会：地区副幹事  高橋 しげみ(伊勢崎RC) 

14：00～ 

14：30～ 

 

 

14：45～15：45 

 

15：45～15：50 

15：50～16：05 

16：05～17：20 

 

 

 

 

 

 

 

17:20 

17:30 

登録受付 

開会挨拶・RI会長代理紹介 

RI会長代理挨拶 

本日の趣旨説明 

基調講演 

テーマ： 

謝辞 

休憩 

オープンフォーラム 

(1) テーマ『求められるロータリーの変化』 

(2) パネラー 

  ゲストパネラー ： 

  パネラー  ： 

  パネラー  ： 

  パネラー  ： 

  コーディネーター ： 

講評 

閉会挨拶 

 

ガバナー 森田 高史 

RI会長代理 刀根 荘兵衛 様 

地区研修リーダー 竹内 正幸 

RI会長代理 刀根 荘兵衛 様 

 

ガバナー 森田 高史 

 

 

 

 

RI会長代理 刀根 荘兵衛 様 

パストガバナー 本田 博己 

桐生RC 会長 須永 博之 

安中RC 会長 三好 建正 

パストガバナー 田中 久夫 

地区研修リーダー 竹内 正幸 

ガバナー 森田 高史 
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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 

2019-2020年度 

ガバナー  森田 高史 

地区幹事  新井 良和 

 

九州北部集中豪雨被害義捐金募集のお願い 

 

前略 8月27日から発生した集中豪雨により、九州北部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500円以上を目安に寄付を

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、当地区の口座に送金いただきたくお願い申し

上げます。ガバナー事務所で責任をもって2740(長崎・佐賀県)地区に送金いたしますので、ご

理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。 

草々 



2019年6月24日(月) 15：00～17：00 伊勢崎プリオパレス 
出席者9名 欠席者3名 
協議内容 
① 8/24(土) ロータリー財団セミナーについて 
② 8/24(土) 女性ネットワーク拡大会議について 
③ 8/24(土) 地区女子会について 
④ 9/7(土) 第1回新会員セミナーについて 
⑤ 9/14(土) 第3回AG・委員長合同会議について 
⑥ 9/22(日) RLIセミナー Part1(8/3(土)DLセミナー)について 
⑦ 10/26(土) 指導者育成セミナーについて 
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第7回地区研修委員会 

第7・8回の地区研修委員会が下記の通り開催されましたのでご報告致します。 
報告者：地区副幹事 久保木 雅彦 

第8回地区研修委員会 

2019年8月20日(火)15：00～17：00 伊勢崎プリオパレス 
出席者9名 欠席者3名 
協議内容 
① 8/24(土) ロータリー財団セミナーについて 
② 8/24(土) 地区女性の集いについて 
③ 9/7(土) 第1回新会員セミナーについて 
④ 9/14(土) 第3回AG・委員長合同会議について 
⑤ 9/22(土) RLIセミナー Part1について 
⑥ 10/26(土) 地区指導者育成セミナーについて 
⑦ 11/9(土) 補助金管理セミナーについて 
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日 時：2019年8月24日(土) 13：00～16：00 
場 所：伊勢崎プリオパレス 
報告者：R財団委員長 板垣 忍 

 地区内43クラブ164名と、地区役員・担当
委員会・担当地区副幹事55名で合計219名と
大変多くのメンバーにお集まりいただき、
「財団を利用して各クラブのより一層の活性
化を期待します」と森田ガバナーから挨拶を
いただき、2019～20年度のロータリー財団
セミナーが開会されました。 
 冒頭に、グローバル補助金奨学生に決定し
た赤羽宏基(あかばひろき)さんを紹介(提唱：
藤岡クラブ、高崎高校・東北大学医学部卒業
後、現在は新宿にある「国立研究法人国立医
療研究センター産婦人科」に籍を置く。 
患者の一人一人に対する治療だけでなく、地
域社会や世界全体に対して貢献したいとの思
いから、より本格的に公衆衛生を学ぶために 

「ロンドン大学熱帯医学衛生学大学院・経済学政治学院」に学ぶことになった)することがで
きました。ご本人からの希望に燃えた決意表明をいただき、参加者全員の温かい拍手で送りだ
すことができました。 

 第1部として、財団関係各委員会7委員長より、森田年度における委員会の方針や各クラブ
にお願いしたいこと、さらに各クラブにとっての有益な情報・ヒント等に関して説明がありま
した。 
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 第2部として、15時から分区ごとに分かれて「分区協議会」が行われました。 
自己紹介の後、分区担当委員から要望事項を各クラブにお伝えしました。その後、各クラブよ
り本年度実施(報告)事業の経過説明、特に申請内容からの変更点の有無等について発表してい
ただき、その後、本年度申請する事業計画について聞き取りが行われました。質疑応答の後、
ガバナー補佐より講評をいただき第2部が終了しました。 

 最後に、全員が開会時の席に戻り牛久保アドバイ
ザーからの「財団は寄付を集める活動と寄付を使う
活動という二つの活動が基本となっています。夫々
の活動を正しく理解してクラブの活性化を図ってく
ださい。特にグローバル補助金事業に積極的に取り
組む姿勢を通じて、世界理解・親善・平和を推進し
てください」という情熱にあふれた講評をいただき
閉会となりました。 
 今年も、名古屋和合クラブの福田哲三地区委員長
から、グローバル補助金に関しての海外からの情報
をいただき各クラブの皆様方に提供できたことは、
評価していただけたことと受け止めています。これ
からも有益な情報を随時提供していきたいと考えて
いますのでご協力ご理解をよろしくお願いいたしま
す。 
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地区女子会～女性のつどい～ 

【日 時】2019年8月24日(土) 
【会 場】伊勢崎プリオパレス 
【参加者】森田ガバナー、疋田パストガバナー・女性ネットワーク委員会アドバイザー、 
     宮内直前ガバナー・会員組織強化委員長、山田ガバナーエレクト、 
     第1分区石川ガバナー補佐、第2分区B北原ガバナー補佐、 
     第6分区神子田ガバナー補佐、新井地区幹事、副幹事7名、委員6名、総勢56名 
【報告者】女性ネットワーク委員長 中澤 洋子 
 
去る2019年8月24日に地区女子会～女性の集い～を、地区内の女性会員のネットワークの強化
(内部拡充)を目的として、3部形式で開催しました。 
 今回、新たな親睦につながるように、女性会員の座席は、自ら抽選していただきました。 
 
 1部は、森田ガバナーご挨拶・中澤委員長挨拶からスタートし、体験講習会を開催。講師に伊
藤智香様(前橋出身)をお迎えして、アロマエッセンスオイルで、①オリジナルヘアーコロン作
り②虫よけスプレー作りを、各自それぞれ好みの香りを楽しみ作り持ち帰りました。 
 
 2部は、トークセッション(分科会)「女性ネットワークを充実させる方法とは～女性メンバー
を増やすために～」をテーマに、女性ネットワーク委員がリーダーとなり６チームに分かれ活
発な意見が纏りました。各チーム代表の発表は「会員増強につながる未会員も誘える企画を開
催する。ロータリーの先輩を招きディスカッシンを行い、ロータリアンとしての自覚を高める。
退会防止として、活動を教えるメンター制度の導入、クラブ内の積極的な声がけをする。今回
の企画に対して、「抽選席で良かった。1部の体験講習会で親睦が図れた。持ち帰り品は嬉しい。
楽しかったので、次回はクラブメンバーを誘って参加したい。」など有りました。女性ネット
ワーク委員会アドバイザー疋田パストガバナーより新たな時代を感じると講評いただきました。 
 
 3部は懇親会で、山田ガバナーエレクトの乾杯ご挨拶よりスタート。第1分区有志男性4名の
応援パフォーマンスや抽選会(森田ガバナー賞5品・新井幹事賞4品・中澤委員長賞1品フジマキ
ネクタイ賞4品)や桐生西RC女性メンバーのパフォーマンスなどで、会場が1つとなりました。
今回の企画は、女性会員のネットワークの強化(内部拡充)と女性ネットワーク委員会団結力も
深まり組織活動の充実にもつながりました。 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.4 
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米山指定校説明会 

開催日：令和元年8月27日(火) 
場 所：前橋問屋センター会館 
報告者：米山記念奨学委員 加藤 孝一 
 
 米山記念奨学会指定校説明会がロータリー関係者16名、大学関係者8大学8名の参加で開催
されました。 
 高木貞一郎米山記念奨学会理事・板橋一博米山記念奨学委員会委員長の挨拶で始まり、ロー
タリー関係出席者紹介と各大学一人ひとりからの自己紹介して頂き、「世界へ届け米山の架け
橋」のDVD上映後、板橋一博地区米山記念奨学委員長から「米山記念奨学会について・米山記
念奨学委員会からのお願い」と題して講演頂きました。 
 その後大学との意見交換がありました。また、本年度当地区の募集人数が28名に増員された
と云うことでした 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.4 
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群馬県ロータリークラブ野球大会 開会式 

開催日：令和1年8月31日(土) 開会式8時・第1回戦8時30分・第2回戦10時30分 
場所：前橋市登利平桃ノ木川グランド 
報告者：幹事クラブ 前橋北RC監督 岡崎政夫 
 
 本年も群馬県ロータリークラブー野球大会が県内から参加11チーム(内1チームは2RC混合)、
棄権3チームで開催されました。前日の雨も曇天に移り、2試合目には日差しも強く絶好の野球
日和になりました。 
 開会式では幹事クラブの前橋北ロータリークラブの湯澤晃会長による開会挨拶に始まり森田
高志ガバナーの挨拶後、富岡ロータリークラブの村上明男氏によるウィットに富んだ宣誓と前
橋北ロータリークラブの大島秀夫氏の諸事お知らせで開会式を終了しました。 
 8時30分より第1試合が行われるにあたり、森田高志ガバナーが始球式を務められました。 
日頃の練習成果もあり、凄い速球がキャッチャーミットに吸い込まれたのは言うまでも有りま
せん。最大級の忖度です。 
 なお、この度の開催に当たり12名の審判団様には大変お世話になり有難うございました。 
予定では9月28日(土)に決勝戦となりますので、結果を楽しみに待っていて下さい。 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.4 
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選手宣誓 富岡RC 村上 明男選手 優勝トロフィー返還 前橋北RC 岡崎 政夫監督 

始球式 森田 高史ガバナー 
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【日 時】2019年9月1日(日) 12：30～15：00 
【会 場】前橋問屋センター 2階春夏の間 
【参加者】地区役員・高校担当教師・ホストクラブ・ホストファミリー 
     ROTEXを含め総勢69名 
【報告者】青少年交換委員長 吉井 宏文 
 
2019年度受入学生2名の歓迎会と2018年度アメリカに派遣されていた4名、2019年度短期交
換学生の帰朝報告会が開催されました。 
まず、今年8月に来日した二人からたどたどしい日本語で来日スピーチが行われ、ガバナーか
ら地区のバッチの贈呈が行われました。 
次に今年7月に一年間の留学から帰国した4名から流ちょうな英語による帰朝報告が行われ、多
くの経験から成長した様子がうかがえました。続いて、8月に夏季短期交換で帰国した1名から
経験が報告されました。 
会場には高校担当教師、ホストクラブ、ホストファミリーの多くの皆さんがおいでになり、子
供の成長を喜んでおられました。 

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 



日 時：令和1年9月7日(土) 15：00～19：00 
開 場：伊勢崎プリオパレス 
報告者：地区副幹事 久保木 雅彦 
 
14:30～15:00 登録受付 
第Ⅰ部 【会議の部】 
15:00～15:03 挨拶 
15:03～15:06 本日の目的について 
15:06～16:03 基調講演「奉仕の理念」と 
             ロータリーの未来 
16:06～16:16 休憩 
16:16～16:46 新会員発表「ロータリーに入会して」 
        新会員 
        同 
        同 
16:46～17:16 新会員の発表について～シンポジウム～ 
17:16～17:36 ロータリークイズ 
17:36～17:46 懇親会会場へ移動 
第Ⅱ部 【懇親会の部】(参加希望者のみ) 
17:46～17:51 セミナー総括 
17:51～19:00 懇親会 
        挨拶 
        乾杯 
        懇談・名刺交換 
        中締 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大井会員(前橋西RC)の発表 
 
 
 
 
 
 
 
     本田パストガバナーによる基調講演         横尾会員(高崎東RC)の発表 
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第１回新会員セミナー 
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＜司会＞地区副幹事 須藤 正也 
ガバナー 森田 高史 

地区研修リーダー 竹内 正幸 
パストガバナー 本田 博己 

 
 
 

前橋西ロータリークラブ 大井 常利 
高崎東ロータリークラブ 横尾 通世 

桐生ロータリークラブ 金子 勇人 
会員組織強化委員長 宮内 敦夫 

会員組織強化副委員長 山田 邦子 
 

＜司会＞地区副幹事 久保木 雅彦 
地区研修リーダー 竹内 正幸 

 
ガバナー 森田 高史 

直前ガバナー 宮内 敦夫 
 

パストガバナー 本田 博己 



     金子会員(桐生RC)の発表      宮内会員組織強化委員長によるシンポジウム 
 
 新会員セミナーの受講者、地区内27クラブ62名の新会員と地区役員他、総勢81名の方が集
まり、新会員セミナーが開催されました。 
 森田ガバナーの挨拶から始まり、本日の目的について、竹内地区研修リーダーから説明があ
りました。 
 そして、本田パストガバナーに「奉仕の理念」とロータリーの未来についての基調講演をし
ていただきました。 
 次に新会員に「ロータリーに入会して」と題して、83歳の大井会員(前橋西RC)、当日膝の怪
我にも関わらず参加していただいた横尾会員(高崎東RC)、そして27歳の金子会員(桐生RC)に、
それぞれの思いを発表していただきました。 
 その発表について、宮内会員組織強化委員長により、シンポジウムが行われました。 
 ロータリークイズは、山田会員組織強化副委員長が、計13問新会員に出題しました。ロータ
リーグッズ等の景品も用意され正解しようと盛り上がりました。 
 懇親会の前に、竹内地区研修リーダーよりセミナー総括があり、森田ガバナー挨拶、宮内直
前ガバナーの乾杯により懇親会が始まり、懇談、名刺交換も盛んに行われ、あっという間に時
間が過ぎました。中締は、本田パストガバナーに締めていただき、和やかなうちに閉会となり
ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

懇親会 
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【開催日】2019年9月14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 

≪森田年度≫ 
1. 地区大会関係 

1. 地区大会テーマと基調講演講師選定について 
2. 地区大会RI会長代理について 

① 決定通知書 
② 刀根 荘兵衛氏 プロフィール 
③ エイドについて 

3. 地区指導者育成セミナーについて 
① プログラム(2019.9.14最新版) 

4. RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会について 
① プログラム(2019.9.14最新版) 

5. 地区大会プログラムについて 
6. 大会委員会報告について 
7. 大会決議について 

2. 2020-2023年度審議会代表議員・補欠議員選出について 
3. 2019年8月九州北部豪雨災害への支援について 
4. その他 
 

≪宮内年度報告≫ 
1. 2018-2019年度(宮内年度)決算について 
2. その他 

 
1. 諮問事項 

1. ガバナー公式訪問経過報告 
2. 周年行事日程表 
3. IM開催予定表 
4. その他 
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第２回ガバナー諮問委員会 



【日 時】2019年9月14日(土) 13:00～15:00 
【場 所】伊勢崎プリオパレス 
【参加者】森田ガバナー、曽我パストガバナー、宮内直前ガバナー、山田ガバナーエレクト、 
     ガバナー補佐(8名)、地区幹事(3名)、地区財務委員(２名)、地区研修委員(２名)、 
     地区委員会委員長(13名)、地区副幹事(11名) 
【報告者】地区副幹事 田中 泰亨 
 
 森田年度の地区大会におけるテーマや想い、大会プログラム、基調講演等について、そして
ガバナー補佐と委員長の役割などの説明や報告、双方向協議を行いました。議題は以下のとお
りでした。 
 
1. ガバナー挨拶 
2. 地区大会関係 

① 地区大会テーマと基調講演について 
② RI会長代理について 
③ 地区指導者育成セミナーについて 
④ RI会長代理晩餐会について 
⑤ 地区大会プログラムについて 
⑥ 大会委員会報告について 
⑦ 大会決議について 

3. 地区大会におけるガバナー補佐と委員長の役割について 
4. 地区大会における展示ブースについて 

(フジマキ、オクトン、高崎RC、ポリオプラス、委員会他) 
5. ガバナー補佐活動報告(1人、1分～2分) 
6. 委員会活動報告(1人、1分～3分)各委員会委員長 
7. IM開催について 
8. 双方向協議 
9. 総評 
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第３回ガバナー補佐・委員長合同会議 

森田 高史 ガバナー 
森田 高史 ガバナー 

 
 
 
 
 
 
 

新井 良和 地区幹事 
新井 良和 地区幹事 

 
各ガバナー補佐 

 
森田 高史 ガバナー 
新井 良和 地区幹事 

宮内 敦夫 直前ガバナー 
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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 

金子 朋廣 
前橋 
2019年08月27日 
電信電話 
東日本電信電話(株) 
群馬支店 
第一・第二ﾋﾞｼﾞﾈｽ 
  ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ部長 

本田 博己 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

引馬 章裕 
前橋 
2019年08月27日 
電気通信事業 
(株)ドコモCS 
    群馬支店 
支店長 

藤澤 茂 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

中村 哲也 
前橋北 
2019年07月01日 
飲食業 
(株)登利平 
代表取締役副社長 

岡野 勇 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

橋本 政美 
前橋北 
2019年07月29日 
銀行業 
(株)東和銀行 
常務執行役員 
廣山 武雄 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
 

勤務先 
 

役職 
推薦者 

丸山 秀行 
前橋北 
2019年07月29日 
Web広告・ 
  印刷物製作業 
(株)リード 
  プランニング 
代表取締役 
湯澤 晃 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
 

推薦者 

高橋 直文 
渋川 
2019年07月18日 
金融 
群馬銀行渋川支店 
支店長兼 
渋川中央出張所長 
町田 久 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

 
推薦者 

山口 安成 
渋川 
2019年09月05日 
半導体ガス製造 
関東電化工業(株) 
渋川工場 
取締役執行役員 
   渋川工場長 
石田 享史 
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氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

山田 幸秀 
高崎南 
2019年07月23日 
都市ホテル 
(株)ホテルメトロ
ポリタン高崎 
代表取締役社長 
大熊 章之 



訃報 謹んでお悔やみ申し上げます 

 大塚祐康会員の訃報に際し、太田西ロータリークラブ会員一同驚きと、深い悲しみでいっぱいです。 
 逝去された3日前のクラブ例会で、いつも通りの元気な大塚会員とお話ししているので、本当に信じられない、
そして信じたくない気持ちです。大塚会員は太田西ロータリークラブのために熱心に尽力され、会長も経験し、
近年は親睦委員長として、メンバーの喜ぶ企画を設営してくださいました。 
 本人そしてご家族はもとより、我々西クラブメンバーも残念で仕方ありません。心よりご冥福をお祈り申し上げ
ます。 合掌 

太田西ロータリークラブ パスト会長 金谷光明 
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氏名 
クラブ 

入会日 
享年 

勤務先 
 

役職 

大塚 祐康 
太田西ロータリークラブ 
1991年7月1日 
61歳 
冠稲荷神社 
ティアラグリーンパレス 
代表役員 

  2010-2011年度 会長 
ポールハリスフェロー 
米山功労者 

 茂木 始さんの突然の悲報に接し、ご生前のお元気な姿が思い出され、訃報がいまだ信じられずにおります。
仲間作り・親睦を深める事に重点を置き、元気なクラブ、楽しいクラブを目指し、会長年度の諸事業を見事に
達成されました。 
 今までご指導を賜りました事に御礼申し上げますとともに、心からご冥福をお祈り申しあげます。 

富岡中央ロータリークラブ会長 横尾 眞喜 

氏名 
クラブ 

入会日 
退会日 
享年 

勤務先 
役職 

茂木 始 
富岡中央ロータリークラブ 
2005年9月22日 
2019年6月30日 
69歳 
カシワホーム 
代表 

  2017-18年度 会長 
ポール・ハリス・フェロー 
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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.4 
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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 

22日(水) 前橋南ロータリークラブ 35周年記念式典 前橋商工会議所 

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 

IM開催予定表 

開催日 分区 場所 

2020年 3月 28日(土) 第1分区 ロイヤルチェスター 

3月 29日(日) 第2分区A 桐生プリオパレス 

4月 12日(日) 第2分区B ニューいづみ 

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 ホテルベラヴィータ 

2月 8日(土) 第6分区 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
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出席報告 (8月末現在) 
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出席報告 (8月末現在) 
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新会員入会実績報告 (8月末現在) 
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輪 
今月のガバナーの一字は「輪」とさせて頂きました。 
 
 申し上げるまでもありませんが、円い形を表し、車の軸の周囲を回転して車を進める円形の
具(車輪)を表すともされています。また、まわる、めぐる、かわるがわる、という意味もあり
ます。 
 
 114年前に4人から初まったロータリーは、当初会員の事業所を順番に廻って会合を行なっ
たことから、ロータリーの名称が生まれたともお聞きしております。 
 
 今年度、地区運営において、「連続性」や「双方向」を強調して活動させていただいており
ますが、多くの人がそれぞれの情報を持ち寄って情報を共有しつつ、協議や懇談を通じて意見
交換が行なわれ、その結果、共通の認識が形成されていくように、との思いからであります。 
 近ごろ、「車座」という言葉を久しく耳にすることがなくなりましたが、宴席などで、輪状
に内に向かい合って座ることですが、最近は、旅館や料亭などでも、畳の上にテーブルとイス
をセットすることが一般化してきており、高齢化の所以でしょうか、少し寂しい感じがしてお
ります。 
 
 8月末から公式訪問が始まり、45クラブを廻り始めましたが、9月30日時点で18クラブの訪
問を終えようとしております。ガバナーが、クラブ例会を訪問し、役員との懇談や、クラブ
リーダーとの協議を行うことの意義や晴らしさを感じています。 
 クラブの例会場、クラブの会員の状況や雰囲気を肌で感じております。正に「百聞は一見に
しかず」であります。クラブ側でもそう感じていただけるのであれば、正に至福であります。 
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今月のガバナーの一字 
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 RI、地区、クラブ、会員、は、情報の多くがRIや地区から発信されるため、「縦の関係」を
イメージされやすいものと思いますが、ロータリー創始の精神からも、「横の関係」、可能で
あれば、地球上の120万人の会員が繋がっている「輪の関係」をイメージしたいと考えており
ます。 
 ロータリーソング「手に手つないで」は、必ずと言っていいほど、終宴にあたって合唱され
ますが、「手に手つないで作る友の輪、輪に輪つないで作る友垣、手に手輪に輪、ひろがれま
われ一つ心におおロータリアンおおロータリアン」との歌詞で、ロータリー思想を巧みに表現
しています。 
 
 今月は地区大会となります。 
 地区内45クラブ、2100名を超える会員の輪を共有したいと思います。多くの会員の皆様の
ご参加をお待ちしております。 
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8月27日の安中ロータリークラブを皮切りに、公式訪問がスタートしました。このページでは、
訪問先の例会場風景と食事を掲載します。 
皆様がメークアップする際のご参考にできればと思います。 
 
       8月27日(火) 安中RC          8月29日(木) 草津RC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       9月3日(火) 館林西RC        9月5日(木) 碓氷安中RC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      9月9日(月) 伊勢崎東RC        9月10日(火) 藤岡北RC 
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公式訪問備忘録(8月27日～9月13日) 
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      9月11日(水) 前橋中央RC        9月12日(木) 富岡中央RC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      9月13日(金) 藤岡南RC 
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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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