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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 

『Ｔｈｉｓ Ｃｌｏｓｅ』・・・Ｗｅ Ａｒｅ Ｔｈｉｓ Ｃｌｏｓｅ ｔｏ Ｅｎｄｉｎｇ Ｐｏｌｉｏ 
～ ポリオのない世界まであと少し～ 
皆様も地区大会の基調講演後の写真撮影の際に、表紙写真と同じポーズをしたとおもいます。世
界のロータリー、ＷＨＯ、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団、等々が協力してポリオ根絶のために活
動しています。近い将来、来るであろう【世界のポリオ根絶宣言】を胸を張って祝えるよう、
『Ｔｈｉｓ Ｃｌｏｓｅ』を合言葉にポリオ根絶にご協力を・・・。 
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 地区のロータリアンの皆様、こんにちは。 
 ここ数ヶ月、九州北部の豪雨災害に続き、千葉県でも台風とそれに伴う停電の発生や、10月
には数十年に一度と言われる大型台風による被害が各地で発生しております。 
 各地で被害に遭われた方々が、1日も早く日常の生活を取り戻せますよう願っております。 
  
 さて、11月は「ロータリー財団月間」です。 
 

〔ロータリー財団月間〕 
 ロータリー財団につきましては、多くのロータリアンの皆様に浸透していることとは思いま
すが、新しく会員となられた方もいらっしやると思いますので、若干記述させていただきます。 
ロータリー財団の正式名称は「国際ロータリーのロータリー財団」で国際ロータリーのみを構
成員として設立されております。 
 1917年に「世界でよいことをするため」に基金が設立されたのが始まりで、2017年には、
財団創立100周年を迎えております。 
 財団の使命は、世界中の人々の健康状態を改善し、教育への支援を行ない、貧困から救済す
ることを通じて、世界理解を深め、親善や平和を達成することにありますが、財団は国際ロー
タリーの教育支援をはじめとする持続可能な成果を生み出す各種プログラムに対して、今日ま
で総額40億ドル以上の資金を提供し、世界におけるロータリー活動を財政面で大きく支えてま
いりました。 
 申し上げるまでもありませんが、この資金は世界のロータリアンの善意の表現であります寄
付によって賄われております。 
 
 「ロータリー財団と地区・クラブ支援のしくみ」を掲載させていただきます。 
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〔皆様方の寄付が世界にもたらす影響の例です〕 
① わずか60セントで、1人の子どもをポリオから守ることができます。 
② 50ドルで、水を介する疾病から人々を守るために、安全な水を提供することができます。 
③ 500ドルで、いじめ撲滅キャンペーンを立ち上げ、子どもたちに安全な環境をつくるこ

とができます。 
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（ＲＩ理事会により任命される）

ロータリー財団地域コーディネーター（ＲＲＦＣ）（41人）

恒久基金・大口寄付アドバイザー（ＥＭＧＡ）（41人）

ポリオ撲滅ゾーンコーディネーター（ＥＰＮＺＣ）（41人）

支 財団地域セミナー開催

援 財団ゾーンセミナー開催

グローバル補助金

支 地区補助金

援

国際奉仕活動

地域社会奉仕活動

寄

付

年次寄付　150ドル／年

ポリオ寄付　30ドル／年

（この図はＲＩ発表のものではありません。文責：2840地区森田高史）

[　ロータリー財団(ＴＲＦ) ]

会　長　・　ク　ラ　ブ

補
助
金
支
給

ロータリー財団管理委員会（16人）

（事務総長含む）

地区ガバナー・地区組織

地域リーダー（ゾーン毎）

地区Ｒ財団委員長

（ロータリー）

ロータリアン



〔当地区の補助金の活用〕 
 当地区においては、クラブや会員の皆様のご理解のもと、各補助金の利用について活発に行
われれ、財団資金が有効に活用されております。 
 
1. 地区補助金事業 
 2017-18年度には、地区内の全クラブが地区補助金事業を実施するという、世界的にも稀な
快挙を達成し、引き続き、多くのクラブが活発に活用しています。 
 
2. グローバル補助金事業 
 ここ数年4件～6件の申請があり、グローバル補助金事業も活発化してきております。 
  
 「グローバル補助金事業にチャレンジして新たなロータリーモメントを作って下さい！！」 
 
 結びに、直近のRI会長と財団管理委員長のメッセージを掲載させていだだきます。 
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〔ＲＩ会長と財団管理委員長のメッセージ〕 
 
 2017年6月、国際ロータリー理事会とロータリー財団管理委員会は、ロータリーの新し
いビジョン声明を承認しました。この新しい声明は次のように謳っています。「私たちロー
タリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むため
に、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています」。この声明は、私たちの存在
と使命、つまり、現在の私たちを位置づけ、私たちが目指す組織を反映するものです。 
一人の人間が達成しうることは、その個人の能力とリソースに限られています。しかし、多
くの人びとが共通の目標に向かって協力し合うとき、集められた大きな力を使ってより大き
な目標を掲げることができます。私たちは手を取り合って、難民を支援し、災害後に被災地
の人びとを助けてきました。そして、あともう一歩でポリオのない世界を実現しようとして
います。2017年のポリオ症例数は、歴史上、最少数を記録しました。世界的な活動を指揮
する私たちは、ポリオ撲滅にかつてないほど近づいています。 
私たちは、持続可能な変化をもたらすために努力しています。これを支えてくれる最強の味
方がロータリー財団です。2017-18年度には、多様で持続可能な奉仕プロジェクトを世界
各地で行うために、3億6000万ドルを財団のために集めるという大胆な目標を立てました。
会員やその他のサポーターの寛大なご寄付によって、私たちはこの目標を達成するばかりか、
それを上回る金額を集めることができたのです。また、2025年までに20億2500万ドルを
集めるという恒久基金の目標達成にも大きく近づくことができました。 
ロータリーは、誰かが解決方法を教えてくれるのを待っていません。自分たちで行動し、解
決策を見つけます。世界中のロータリアンが日々年々、それぞれの地域社会と国で、世界で、
そして自分自身の中で「変化をもたらす」ために行動しているのです。 
 

国際ロータリー            ロータリー財団 
2017-18年度会長          2017-18年度管理委員長 
イアン H.S. ライズリー        ポール A. ネツェル 
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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 

 

台風15号集中豪雨被害義援金募集のお願い 

 

 9月に発生した台風15号による集中豪雨により、千葉県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、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国際ロータリー第2790(千葉県)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。  
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国際ロータリー第2840地区 

2019-2020年度 

ガ バ ナ ー  森田 高史 

実行委員長  須藤 哲男 

 

地区大会記念ゴルフ大会延期のお知らせ 

 

 このたびの台風19号にて被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

 10月14日に開催を予定しておりました、地区大会記念ゴルフ大会ですが、12日に関東・甲

信越東北地方に甚大な被害をもたらした台風19号の集中豪雨により、開催コースであります軽

井沢72ゴルフ場でもコースが冠水し、使用不能となってしまいました。また、当地区内ならび

に近隣の地域に壊滅的な被害を及ぼした影響を熟慮し、誠に残念でありますが、開催延期を決

定しました。 

 開催場所および開催日の詳細は、決定次第あらためてご案内させていただきます。なお、予

定としましては軽井沢72ゴルフ場にて4月下旬を予定しております。 

 

 簡単ではございますが、お知らせとさせていただきます。 
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GETSに参加して 
(Governor Elect Training Seminar) 

ガバナーエレクト 山田 邦子(前橋RC) 
 
ガバナーエレクトには、受けるべき4回の大きな研修セミナーがあります。Governor Elect 
Training Seminar(GETS)で、7月(東京)、9月(東京)、11月(神戸)、1月(サンディエゴ)にあ
ります。 
今回は、2回目の9月1日から3日までの研修セミナーの報告をいたします。 
 1日目はPre-GETSです。「ガバナーの役割」ガバナーの具体的な任務と責務についてです。
好ましいイメージを維持するための適応法が「ロータリー章典」に細かく文書化されています。
午後はテーマががらりと変わって、「若い世代を育てる」です。GG奨学生、平和フェロー奨
学生、米山親善大使等の講演です。若い学友達が世界中で活躍している報告を聞くと、奨学生
支援の効果が着実に進んでいると実感できます。 
日本のガバナーエレクト(GE)は34名います。小学校1クラスと同じ位の人数です。そのうち女
性GEは今年は10番目で3人います。過去最多です。 
ガバナーノミニー研修会からの付き合いですが、まだ半分は顔と名前と地区が一致しません。
GETSには、パートナーも参加しますので、なおさら覚えきれません。 
方針を固めたい所です。 
 2日目からは、高野孫左エ門研修リーダー(甲
府RC)の企画に因る、緻密で効果的な体育会系
のセミナーが始まります。国際ロータリーの現
況から、戦略計画、会員基盤の強化、公共イ
メージなどです。品川プリンスホテルの中庭の
池を回って坂の上のタワーに会場を変え10分
以内で移動する事は、サンディエゴの国際協議
会場を走り回る予行演習なのかもしれません。
研修リーダーの多くは、3～5年目のパストガ
バナーです。運動部の先輩の様に、体験に添っ
た力強いセミナーは、後輩を育てる親身な愛情
がこもっていました。セミナーはRLI形式が多
く、2840地区で養った技が効果的で、時間が
早く過ぎます。 
 3日目は、ロータリー財団や、文庫、リソー
スのセミナー。そしていよいよ国際協議会の説
明が始まります。先輩のビデオを見ていると、
心はもう国際祭り晩餐会です。 
それにしても、セミナーの後は毎日、懇親会、
晩餐会とよく飲み食べます。必ず自己紹介があ
ります。3分とか2分ですが、参加メンバーが
ダブっていますから、毎回同じ事は言えません。
いくつも用意しておく必要があります。 
11月には3回目のGETSが、神戸であります。
そろそろ来年の方針を固めたい所です。 
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RLIセミナーPartⅠ 

開催日：2019年9月22日（日）9：30～17：00 
場 所：前橋問屋センター会館2F 
報告者：地区副幹事 久保木雅彦 

司会 RLI推進員会 副委員長 田部井丑松 
 
ディスカッションリーダー28名、RLI受講者65名で行われました。 
開講式では森田ガバナー挨拶で始まり、竹内地区研修リーダーによる挨拶・趣旨説明が行われ、
RLI日本支部ファシリテーション委員会副委員長であり、RLI日本支部カリキュラム委員会副委
員長の本田パストガバナーにガイダンスをしていただきました。 
その後、各セッションに分かれて6時限のセミナーが行われました。 
第1セッションでは、「ロータリーにおけるリーダーシップ」、第2セッションでは、「私の
ロータリー世界」、第3セッションでは、「会員の参加を促す」、第4セッションでは、「ロー
タリー財団I私たちの財団」、第5セッションでは、「奉仕プロジェクトを創造する」、第6
セッションでは、「倫理と職業奉仕」が開かれました。全参加者がローテーションで6セッ
ション6時限のディスカッションを行いました。最後に閉会式が行われ、Part1終了証授与式が
行われ、代表で2560地区新潟西RCの大澤力さんが授与されました。そして、今回で終了と
なった5名に終了バッチが授与されました。受講者は、アンケートに記入し、参加評価書を提
出後解散しました。 

竹内地区研修リーダーによる挨拶・趣旨説明         第1セッション会場 

第2セッション会場             第3セッション会場 
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     第6セッション会場           2560地区新潟西RC大澤力さん 

第4セッション会場            第6セッション会場 
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群馬県ロータリークラブ野球大会 結果報告 

今年度幹事クラブ：前橋北ロータリークラブ 
野球部 監督 岡崎政夫 

 
 9月28日(土)晴天のもと、準決勝・決勝が行われました。 
準決勝第一試合は富岡RCと高崎RCの試合では5:1で富岡RCが勝利して、第二試合の伊勢崎中
央RCと伊勢崎南RCは9:2で伊勢崎中央RCが勝利しました。 
また、決勝は富岡RCと伊勢崎中央RCとの戦いになり3:12で今年度は伊勢崎中央RCが優勝を奪
還いたしました。 
 そして、事前の打合せで3位決定戦は行われず、高崎ロータリークラブと伊勢崎南ロータ
リークラブは同一3位になりました。 
 閉会式は森田ガバナー代理の新井良和地区幹事にお越し頂き閉会のご挨拶を頂きました。 
 次年度は伊勢崎南ロータリークラブが幹事となりますので宜しくお願い致します。 
ご協力頂きました全ての皆様に感謝を申しあげますとともに、次年度も群馬県ロータリークラ
ブ野球大会が怪我がなく無事に盛り上がることを祈念申し上げご報告といたします。 
 
《最終結果》 
優勝   伊勢崎中央ロータリークラブ 
準優勝  富岡ロータリークラブ 
3位   高崎ロータリークラブ：伊勢崎南ロータリークラブ 
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日 時：2019年9月29日(日) 10時30分～11時50分 
会 場：前橋問屋町センター会館 春夏の間 
参加者：各クラブの米山カウンセラー 17名 
地 区：山田邦子ガバナーエレクト、新井良和地区幹事、岡部幹雄地区幹事、 
    多部田敬三地区副幹事、久保木雅彦地区副幹事、板橋和博米山記念奨学委員長 
    ほか米山記念奨学委員10名(うちカウンセラー兼任4名) 
報告者：米山記念奨学委員 大友一之(桐生RC) 
 
 米山カウンセラーが一同に会して米山記念奨学事業の特長、目的、使命、カウンセラーの役
割、過去の奨学生のアンケート結果、奨学生選考の流れなどを、改めて研修し、確認しました。 
 森田ガバナー年度がスタートして3か月の段階ですが、世話クラブ、米山カウンセラーと米
山奨学生の交流がこれから本格化すると思いますので、今後のカウンセラーの活動の参考にし
ていただけたかと思います。 
 

研修会次第 

米山記念奨学生カウンセラー研修会 

10：30～10：45 
 
 
10：45～11：05 
 
 
11：05～11：50 
 
 
11：50 

開会 
挨拶 
米山カウンセラー、地区役員等の自己紹介 
カウンセラー体験発表 
 
 
カウンセラーの重要性について 
 
意見交換 
閉会 (閉会後昼食) 

司会 
ガバナーエレクト 山田 邦子 

 
 

カウンセラー    大友 一之(桐生RC) 
カウンセラー 高沢 克治(伊勢崎中央RC) 

 
米山記念奨学委員長 板橋 一博 

 
司会 
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米山カウンセラー研修会・米山研修セミナー 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.5 

【日 時】2019年9月29日(日) 12：45～15：15 
【場 所】前橋問屋センター会館 
【参加者】131名 
【報告者】米山奨学委員 宮田 美行(沼田中央RC) 

米山記念奨学セミナー報告 

 米山記念奨学セミナーが各クラブ出席者、地区
役員総勢131名出席のもと盛大に行われました。
山田邦子ガバナーエレクト挨拶の後、よねやま親
善大使キム・ボクハンさんに「変化は世界をつな
ぐチャンス」という演題で講演をしていただきま
した。 
続いて「米山奨学生になって」では奨学生のオベ
ン・メイビスさん(伊勢崎RC)とガンスフ・オリギ
ルさん(桐生南RC)にスピーチをしていただきまし
たが、キムさんを含めて3人に共通していたのは
米山記念奨学会とロータリアンに対する御礼と感
謝の言葉でした。 
その後「カウンセラーとして」のお話を湯井知昭
さん(富岡RC)に、米山学友会の説明を地区学友会
会長のイー・カーリー・カレンさんにしていただ
きました。コーヒーブレイクをはさんで、DVD
「世界へ届け米山の架け橋」観賞の後、板橋一博
米山記念奨学委員長に「ロータリー米山記念奨学
事業について」パワーポイントを使って丁寧に説
明していただきました。 
最後に宮内敦夫直前ガバナーに講評をいただいて
閉会となりましたが、あらためて米山記念奨学会
事業のすばらしさを実感した一日でした。 
ご参加の皆さんお疲れ様でした。 
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2020-2021年度青少年交換派遣学生選考会 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.5 

【日 時】 2019年10月6日(日) 13：00～16：00 
【会 場】 前橋問屋センター 
【参加者】 山田ガバナーエレクト・岡部次年度幹事、青少年交換委員、志願者、 
      ROTEXを含め総勢24名 
【報告者】 青少年交換委員長 吉井宏文 
 
 
来事業年度に派遣される交換学生の選考会が実施されました。 
来年度の志願者は、長期が伊勢崎RCがホストする細野真由さん。短期が伊勢崎東RCがホスト
する吉田椛さんと伊勢崎中央RCがホストする澤浦真彩さんの合計3名です。 
緊張の中、英語の筆記試験、親子面接、英語面接の各試験が実施され、山田ガバナーエレクト
と岡部次年度幹事をはじめとして、青少年交換委員の厳正な考査により、全員が派遣内定者と
なりました。 
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第3分区会長・幹事会活動報告 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.5 

第3分区 第2回会長・幹事会 
報告者：第3分区ガバナー補佐 梅山 哲(高崎北RC) 
 
去る9月18日、高崎市内6クラブの第2回会長幹事会が開催されました。(第3分区は慣例により、
2か月に1回開催しています。) 
今回は幹事クラブである高崎東RC清水会長の粋な計らいにより、会場は向島「料亭きよし」で
した。 
ガバナー公式訪問、地区大会、次年度ガバナー補佐選出等の議事もスムーズに進行し、会議は
閉会。直ちに懇親会に移りました。 
そのときの勇姿を披露します。 
「これで公式訪問、地区大会を乗り切ろう！」と大いに盛り上がり、第3分区の更に強い絆が
深まった夜でした。 



15 

国際大会のご案内 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.5 

2020ロータリー国際大会（ハワイ・ホノルル）ツアーのご案内 
 

国際ロータリー2840地区 
ガバナー          森田 高史 
国際大会推進委員会 委員長 槻岡 行支 

 
 2019-2020年度の国際大会は、2020年6月6日から10日の日程で、ハワイ・ホノルルで開催
されます。ロータリー国際大会は、新会員もベテラン会員も楽しめる行事であり、世界に変化
をもたらすためにロータリアンが集い、行動を起こす場です。 
（詳細は、＜http://www.riconvention.org/ja/＞をご覧ください。） 
 国際大会への参加には多くのメリットがあります： 
 著名な講演者や分科会を通じて、新しいアイデアや違った視点を学び、新しいスキルを身

につける。 
 友愛の家で、ロータリーが世界中で行っている活動を学びながら、旧友と再会し、新しい

友人をつくる。 
 ロータリーの最新情報、新しいアイデア、活動方法について学ぶ。 
 世界中から集うロータリアンと一生の思い出をつくる。 

 本年度、地区国際大会推進委員会といたしましては、クラブ単独で国際大会参加の企画が困
難なクラブの受け皿として、地区主催の国際大会参加ツアーを企画いたしました。そこで、是
非とも多くの皆様にご参加いただきたく、国際大会参加ツアーをご案内させていただきます。 
 詳細は以下の通りです。 
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旅行会社：日洋航空 株式会社 
 
※１ 国際大会への参加は、地区企画のツアーでなくても結構ですが、国際大会への登録、地  
   区ナイトへのご参加をもって、地区としての参加とさせていただきます。 
※２ 地区ナイトは、6月7日(日)の国際大会開会本会議の夜に設営いたします。参加費は、旅 
   行代金とは別に10,000円の予定です。 
※３ 本企画でご参加いただいた方の国際大会への登録は、旅行会社(日洋航空)が、無料で代 
   行いたします。国際大会の登録料には、早期申し込みの割引の特典が以下の通り設定さ 
   れていますので、お早目のお申込みをお勧めいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
※４ 上記行程の終日自由行動6月8日、9日におけるゴルフ、観光等のオプションにつきまし 
   ては、ご要望がございましたら、旅行会社(日洋航空)でのご手配も承ります。ご要望に 
   対しましては、可能な限り旅行会社が対応させていただきますので、何なりとお申し出 
   ください。 

◆基本料金に含まれるもの 

 ①往復航空運賃(エコノミークラス) 

 ②ホテル宿泊代(2名で1室利用) 

 ③ホテルでの朝食 

 ④空港／ホテル間の交通費 

  

◆基本料金に含まれないもの 

 ①国際ロータリー登録料 

 ②燃油サーチャージ、空港税 ③各ホテルリゾートフィー 

 ④渡航手続き手数料 ¥2,200円(海外との通信費を含む) 

 ⑤その他、一人部屋追加料金、任意海外旅行傷害保険料、

電話代等、個人費用とみなされるもの 

登録期間 登録料 

2019年6月6日～12月15日 ＄450 

2019年12月16日～2020年3月31日 ＄550 

2020年4月1日～6月10日 ＄650 

１ 2020/6/6(土) 成田発18:55 UA-902(ユナイテッド航空) → ホノルル着07:20 

専用バスまたはタクシーでホテルへ 

シェラトンワイキキ(泊) 

  

機 

機 

２ 2020/6/7(日) ＲＩ開会式 

第１シーティング 10:30-12:30／第２シーティング 15:30-17:30 

＜地区ナイト（参加費別途）＞                  同上(泊) 

朝 

― 

― 

３ 2020/6/8(月) 大会出席 or 終日自由行動 

  

同上(泊) 

朝 

― 

― 

４ 2020/6/9(火) 大会出席 or 終日自由行動 

  

同上(泊) 

朝 

― 

― 

５ 2020/6/10(水) 早朝より帰国準備 

専用バスまたはタクシーで空港へ 

ホノルル発10:20 UA-903(ユナイテッド航空) 

朝 

機 

― 

６ 2020/6/11(木) 成田着13:23 

入国手続きを済ませ自由解散 

機 

 

旅行費用：316,000円(基本料金) 
行程： 
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 各クラブに本原稿をお送りさせていただきますので、ご参加のご希望の方は、以下の項目に
ご記入の上、地区ガバナー事務局まで、メールまたはファックスでお申し込みください。複数
ご参加いただける場合は、お手数ですか、それぞれ申込書のご提出をお願いいたします。皆様
のご参加を心よりお待ち申し上げます。 
 
【返送先】森田ガバナー事務所 E-mail：morita@rid2840.jp FAX：027-212-2841 

【締切日】２０１９年１１月３０日(土) 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

お申込書 
 

地区主催の国際大会参加ツアーに参加いたします。 
 
クラブ名                  会員名                 / 
 
                      ご同伴者                . 
 

ご連絡先 E-mail                              . 
 

     TEL：               FAX：             . 
 
 ご希望がございましたら、以下の事項に〇をお願いします。日程、内容等につきましては、
旅行会社が個別に対応させていただきます。 
 

・ゴルフの手配を希望します 
 
・オプショナルツアーの資料を希望します 
 
・その他のご要望（具体的にご記入ください） 

 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.5 
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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 

小田 澄江 
伊勢崎中央 
2019年08月22日 
舞踏家 
小田澄江ﾌﾗﾒﾝｺ 
    舞踏教室 
代表 

松原 香 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

長岡克育 
伊勢崎中央 
2019年08月22日 
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱｰ 
(株)セカンド 
    ドリーム 
代表取締役 

松原 香 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

荻原 潔 
伊勢崎中央 
2019年09月19日 
自動車電装 
(有)オギ電装 
    サービス 
取締役専務 

新井 洋介 
松永 文彦 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

鈴木 実 
渋川 
2019年10月03日 
ｶﾞｽ製造･販売･保守 
カンサン(株) 
代表取締役社長 
薄井 正幸 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

田中 一雄 
渋川 
2019年10月03日 
ホテル・旅館業 
(株)天坊 
支配人 
福田 朋英 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

土田 猛 
渋川みどり 
2019年09月03日 
建築 
株式会社 
   土田工務店 
代表取締役 
平形 寿善 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

中井 啓之 
富岡かぶら 
2019年10月01日 
観光業 
なかい観光バス 
代表取締役 
富田 昭仁 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
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氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

都 行志 
渋川 
2019年10月03日 
弁護士 
弁護士法人 
ＭＩＡ法律事務所 
代表 
浦野 忠夫 



訃報 謹んでお悔やみ申し上げます 

栢野三喜造会員の訃報に接し、前橋南ロータリークラブ会員一同、惜別の念を禁じ得ません。 
車をこよなく愛し、車について楽しく話す姿が偲ばれます。創立30周年時の会長を務められ、前橋南ロータ
リークラブの運営にご尽力されました。 
生前賜りましたご指導に御礼申し上げ、ご冥福をお祈り申し上げます。 

前橋南ロータリークラブ会長 山岸 直樹 
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氏名 
クラブ 

入会日 
退会日 
享年 

勤務先 
役職 

栢野 三喜造 
前橋南ロータリークラブ 
2000年12月31日 
2019年9月13日 
65歳 
(株)栢野 
代表取締役 

  2014-2015年度会長 
ポール・ハリス・フェロー 
米山功労者 

今井誠伍さんは1970年伊勢崎ＲＣに入会、その後1975年伊勢崎中央ＲＣが創設されてよりチャーター
メンバーとして持ち前の明るい性格で４５年間クラブ運営に大変ご尽力されました。クラブ内はもとより地域の
名医としてもご活躍され、生涯現役の名医を全うし、前夜普段通りに床に入り、朝風呂に入りそのまま眠るよ
うに旅立ち、まさに皆様が望む「ピンピンコロリ」の模範を示して下さいました。 
先生が会長の時の幹事さんからの印象は「大変忙しい会長さんでした。」現役を終えゆっくりとお休み戴きたい
と思います。 
長い間のご指導に会員一同感謝し、謹んで御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 

氏名 
クラブ 

入会日 
退会日 
享年 

勤務先 
役職 

今井 誠伍 
伊勢崎中央ロータリークラブ 
1970年5月13日 
2019年9月3日 
89歳 
今井外科医院 
院長 

  1993～94年度 第19代会長 
2018年7月～ 名誉会員 
マルチプル・ポール・ハリスフェロー２ 
第２回米山功労者マルチプル 



訃報 謹んでお悔やみ申し上げます 

片柳稔会員の突然の訃報に接し、深い悲しみと共に、大いなる尊敬の念を禁じえません。 
彼は本クラブ創立2年目に入会され、その数年後の会社設立で多忙を極め、体調を崩して長期に亘り例会
に出席できませんでした。しかし退会されることなく、会員の義務である会費が滞る事もありませんでした。告別
式での夫人の言葉通り、一本気で自分で決めた事は最後までやり通す強さが偲ばれます。また、創立メン
バーではないにも拘らずの責任感にも感銘を受けました。 
私共は故人の生き様を心に刻み、心からご冥福をお祈り申し上げます。 合掌 

伊勢崎東ロータリークラブ会長 雨宮 靖男 
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氏名 
クラブ 

入会日 
退会日 
享年 

勤務先 
 

片柳 稔 
伊勢崎東ロータリークラブ 
1995年6月5日 
2019年10月2日 
74歳 
いせさきメモリアル(株) 
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文庫通信 
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記念講演 

（379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〕 

“Back to Basics”ロータリーの基本に返ろう 
ビチャイ・ラタクル  D.2830西第1グループ I.M. 

2015 45P 

他人の金で奉仕をするという虚構 
佐藤千壽PG遺稿  （D.2790土屋亮平PG代読） D.2760地区大会 

2008 9P 

ロータリアンの矜持 
藤川享胤   D.2590地区大会 

2017 8P 

Rotary－かえりみて、あすを考える 
久野薫   D.2630地区大会 

2017 16P 

奉仕の心 
阿部志郎   D.2780地区大会 

2001 7P 

日本人とロータリー 
前原勝樹   D.261地区大会 

1979 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 『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 

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 
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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 2月 22日(土) 第3分区 グランビュー高崎 

3月 8日(日) 第5分区 ホテルベラヴィータ 

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 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) 

4月 5日(日) 第6分区 

4月 12日(日) 第2分区B ニューいずみ 
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出席報告 (9月末現在) 
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出席報告 (9月末現在) 
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新会員入会実績報告 (9月末現在) 
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望 
今月のガバナーの一字は「望」とさせて頂きました。 
 
 申し上げるまでもありませんが、そうしたい、そうでありたいという願いや期待、また、遠
くからながめる、ことも意味しています。 
 
 本年度の公式訪問は可能な限り小規模なクラブから訪問させていただき、本日までに35クラ
ブの訪問を終了いたしました。 
 それは、できるだけ早い時期に、戦略計画を作成してクラブの将来像を明確にし、そのため
の会員基盤の向上に早く着手して成果を挙げて頂きたいという思いからであります。 
また、小規模クラブなりの難しい課題もあるのではないかと考えておりましたが、そうした私
の不安は、公式訪問を通じて殆ど解消されていきました。 
 財政基盤やマンパワーに事欠かない大規模なクラブとは違うものの、小規模ならではの長所
もあるように感じました。 
 会員相互の風通しが良く、場合によってはRI会長が強調する家族との連携も十分に図られ、
何よりも役職を早く経験することが出来ます。 
 入会2年目3年目で幹事を務め、4年目5年目で会長に就任できます。 
 在籍年数が短いため、ご苦労はあるかとは思いますが、経験した方は確実に真のロータリア
ンに成長していくものと思います。 
 私事で恐縮ですが、私のクラブは83名おりますが、私は幹事を務めるまでに25年かかって
おります。 
 
 公式訪問の目的は、地区とクラブが、クラブの課題を共有し、その課題の解決のために地区
がお手伝いすること、とも考えておりますが、当地区内のクラブは、いづれのクラブも、楽し 
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く活動されており、明日への希望に満ちているものと感じました。 
 
 1985年以来、ロータリーはポリオの根絶活動を最優先の事業として、かつて年間35万人の
子どもが苦しめられていた状況から、今日ではわずか3ヶ国30数症例(0.01%)にまで減少させ
ました。 
 
 10年近く前から「Final Inch 最後の1インチ」、今日では「This Close あと少し」として、
人類史上とてつもない偉業を成し遂げようとしております。 
「望」を捨てない世界的な成功の典型例になるのではないでしょうか。 
 
今日、世界のロータリーにおける会員基盤の減少、とりわけ、米国や日本における会員減少が
懸念されております。 
 日本はもはや先進国ではない、という会員の声もお聞きいたしましたが、私が公式訪問を通
じて一番感じたのは、日本のロータリアンは、ベースとして「心豊かな人間性があり、基本的
に真面目である」ということであります。 
 将来を悲観することは全くないと思います。 
 マローニーRI会長の方針からも、家族とロータリーを共有すること、若い世代の参加を促し
ロータリーの梯子を容易く登ってもらうことなど、ロータリー思想やロータリー活動を社会に
広げていくことで、ロータリーの将来も、地域社会・国際社会の未来も、希望「望」に満ちた
ものになるのではないかと感じております。 
 12月に入るとロータリーは次年度の準備が始まります。次年度体制にも「望」を託しつつ、
相互に協調して繋がってまいりましょう。 
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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。 
 
       9月17日(火)中之条RC         9月18日(水)桐生南RC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    9月19日(木)館林ミレニアムRC       9月20日(金)太田中央RC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     9月24日(火)渋川みどりRC          9月25日(水)新田RC 
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      9月26日(木)群馬境RC       9月27日(金)高崎シンフォニーRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         9月30日(月)桐生RC         10月1日(火)伊勢崎南RC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     10月2日(水)富岡RC                          10月3日(木)前橋東RC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    10月7日(月)前橋北RC        10月8日(火)富岡かぶらRC 
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       10月9日(水)大泉RC          10月10日(木)藤岡RC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        10月11日(金)前橋西RC         10月15日(火)高崎南RC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             10月15日(火)高崎セントラル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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