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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 

地区大会ポリオフレームに。 
基調講演者のジュディー・オング氏、RI会長代理の刀根ご夫妻、森田ガバナー夫妻による、
『Ｔｈｉｓ Ｃｌｏｓｅ～あと少し～』の写真です。 
皆様のご協力により、地区大会が盛大に挙行できたことを感謝いたします。 
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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.6 

ROTARY  
CONNECTS THE WORLD 

 ロータリアンの皆様こんにちは。 
去る10月26日、27日の両日に行なわれました地区大会におきましては地区内外のロータリア
ンの皆様の心暖まるご協力により、盛会裡のうちに開催することができました。 
 会員の皆様に心から感謝申し上げる次第であります。 
 
 第1日目の指導者育成セミナーにおきましては、ロータリーの今日的テーマであります「変
化」に焦点をあてて、刀根荘兵衛RI会長代理様に基調講演をいただき、また、「求められる
ロータリーの変化」というテーマで、オープンフォーラムを行なわせていただきました。 
 パネラーには、RI会長代理様をはじめ、RI元理事、パストガバナーとともに、「双方向」を
実現したいという思いから、クラブ会長さんにも参加していただきました。 
 また、2日目は「全世界におけるポリオ根絶に向けて」との大会テーマのもと、ポリオ根絶
大使でありますジュディオング氏に「輝いて生きる」との基調講演をいただき、会場の移動を
伴う懇親会におきましても、多くの会員の皆様にご出席いただき誠にありがとうございました。 
 また、各アトラクションにつきましても、予算の制約もありますが、可能な限り地元に焦点
をあて、地域社会の将来を担う地元のジュニアオーケストラ、地元中学生の合唱チーム、和太
鼓愛好会などとさせていただきました。 
 
 地区大会の目的は、申し上げるまでもありませんが、クラブ会員がロータリーの最新情報や
活動状況について学び、クラブレベルを超えてロータリアンと交流することにより、啓発を受
けたり、新たな発見をすることにあるものと思います。 
 地区大会の成否は参加された皆様自身の心の中にあるものと思います。皆様方が感じたこと
が成果であります。 
 私自身、本日までに開催された日本国内における地区大会に何か所か出席させていただきま
したが、少なくとも、実行委員会の皆様の準備や当日の運営や進行、熱意や責任感におきまし
ては、当地区の地区大会は出色のものであったと感じております。 
 
 ロータリーには限りませんが、一つの仕事(活動)を一緒にやり遂げた時、人と人との本当の
信頼が醸成されるものであると感じました。 
 私自身も同様ですが、心を砕き、汗を掻いていただきました皆様には、将来に向けて大きな
財産を享受できたのではないかと考えております。 
 地区大会にご参加、ご協力頂きました全てのロータリアンの皆様に心から感謝申し上げます。 
 本当にありがとうございました。  

地区大会の御礼 



 12月は疾病予防と治療月間です。 
 地区大会のテーマとさせて頂きましたが、ロータリーはポリオのない世界をめざす世界的イ
ニシアチブにおいて中心的な役割りを担っており、世界中のロータリー会員が予防接種活動へ
の参加や、各国政府への呼びかけ、募金活動、寄付などを通じてサポートを行なっております。 
 そのほかにもロータリー会員は、マラリア、エイズ、HIV、アルツハイマー型認知症、多発
性硬化症、糖尿病など、さまざまな疾病の予防と治療に携わっています。 
 また、貧困地域の人たちを対象とした聴覚、眼科、歯科検診も実施しています。 
 疾病との闘いでは、患者への直接的なサポートだけでなく、地域社会全体のキャパシティー
を高めることも重要となってきております。 
 当地区には潤沢なDDF(地区財団活動資金)があります。 
 DDFを財源として、国際社会に多大な影響をもたらすグローバル補助金を活用したプロジェ
クトにチャレンジしてください。 
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RI特別月間テーマ： 疾病予防と治療月間 

疾病予防 

毎年世界で 10億人 がデング熱やハンセン病に苦しみ、先進国での症例が少ないため製薬

会社の開発が遅れています 

伝染病の 
予防方法を教える 

保健教育プログラムを支援し 
予防接種を推進しましょう  

伝染病の 
予防接種 

キャンペーンを 
実施しましょう 



世界人口の 

6人に1人が 

医療費を払うことが 

できません 
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医療の充実 

世界には保健従事者の数が人口1万人あたり23人に満たない国が 57 あり、毎年世界で 

240万人の医師 、看護師、助産師、熟練介護者が不足しています 

奨学金、助成金、 
啓蒙活動を通じて、 

保健従事者の継続的な 
教育と研修を 

支援しましょう 

医療費の負担によって、 

毎年 1億人 が 

貧困生活に追い込まれています 

医療が行き届いて 
いない地域で 

低費用または無料で 
医療を提供しましょう 

(出典：ロータリーボイス) 
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国際ロータリー第2840地区 
ロータリークラブ 
会員の皆様 

ガバナー  森田 高史 
記念ゴルフ大会実行委員会委員長  須藤 哲男 
ホストクラブ  伊勢崎南RC会長  福島 敬仁 
コ・ホストクラブ 伊勢崎RC会長  星野 文彦 

 
国際ロータリー第2840地区 2019-2020年度 

地区大会記念ゴルフ大会＆ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ 
開催日決定のお知らせ 

 
 拝啓 暮秋の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になって
おります。 
 さて、去る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」は、関東・
甲信越東北地方に甚大な被害をもたらした台風19号の集中豪雨の影響により、急遽中止とさせ
て頂き、皆様には大変ご迷惑をお掛け致しました。 
 この度、下記の通り新たに日程を決定し「地区大会記念ゴルフ大会」を開催させて頂く運び
となりましたのでご連絡申し上げます。 
 ゴルフ場の関係で、皆様に詳細をお知らせできるは、2020年1月に入ってからとなりますが、 
準備が整い次第詳細をお知らせさせて頂きますのでよろしくお願い致します。 

敬具 
 

記 
 

開催日 ： ２０２０年４月２５日(土) 
開催地 ： 軽井沢７２ゴルフ 

 
キャディ付の組数を増やすため「NEC軽井沢女子トーナメントで使用している北コース」が4
月25日までに開場する場合はプランに入れて使用し、またJAZZ LIVEも行う予定です。 
会員の皆様におかれましては上記日程を確認して頂き、前回と同様に多くのロータリアン 
ロータリーファミリーのご参加をお待ちしております。 
なお、当日4月25日に予定されておりました地区補助金最終審査会、地区新会員セミナーの日
程は変更になります。 
以上、よろしくお願い申し上げます。 
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【開催日】2019年10月20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推進委員会委員 橋本 徹 
 

 ディスカッションリーダーとスタッフ23名、RLI受講者61名、合計84名で行われました。 
 開講式では宮内直前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、「効果的なリーダーシップ戦略」、第2セッションでは、「チーム作り
とクラブコミュニケーション」、第3セッションでは、「会員を勧誘する」、第4セッションで
は、「ロータリー財団Ⅱ 目標とする奉仕」、第5セッションでは、「ロータリー米山記念奨
学事業」、第6セッションでは、「ロータリーの機会」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PartⅡ終了証授与式が行
われ、松島宏明研修委員会副委員長の挨拶で閉会となりました。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。 
 次回のPartⅢは、11月24日(日) 

本田パストガバナーによるガイダンス 第1セッション会場 
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第2セッション会場 第3セッション会場 

第4セッション会場 第5セッション会場 

第6セッション会場 終了証授与式 
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第3回補助金委員会 
(資金管理・フェローシップ委員会、グローバル補助金委員会合同) 

【日 時】2019年10月19日 10：00～12：00 
【会 場】伊勢崎プリオパレス 
【出席者】ロータリー財団委員会 板垣委員長 
     補助金委員会 山田委員長 
     地区補助金委員会 9名 
     資金管理・平和フェローシップ委員会 3名 
     グローバル委員会 5名 
     副幹事 4名 
【報告者】地区補助金委員会 委員長 石川 好男(太田RC) 

 至る11月9日(土曜日)開催予定の「ロータリー財団補助金管理セミナー」に向けて、関係す
る地区補助金委員会、資金管理・平和フェローシップ委員会、グローバル補助金委員会の3委
員会合同での委員会を開催致しました。 
 議事では昨年のロータリー財団補助金管理セミナー時のアンケートを元に、セミナーへ参加
しやすく、地区補助金やグローバル補助金へ多くのクラブから申請して頂ける様にセミナーへ
向けての準備と、当日の役割分担の確認を致しました。そして各分区毎に分かれて開催される
分区協議会においてのメンバーの割り当てや地区補助金委員会やグローバル補助金からクラブ
への要望事項を細部にわたって検討致しました。また、事前に各クラブへお願いをする「ロー
タリー財団補助金管理セミナーにむけてのお願い」もクラブ担当者が申請する事業内容の表現
をしやすく、分区担当者が連絡を取りやすくする様式へと変更しました。 
 11月9日(土曜日)開催予定の「ロータリー財団補助金管理セミナー」が有意義なセミナーと
なるように努力致します。 
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【日 時】2019年10月18日(金) 
【会 場】前橋問屋センター会館 
【参加者】松島光雄担当副幹事、委員会4名 
【報告者】公共イメージ委員会 委員長 関口 啓子(高崎南RC) 
 
  
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。 

  
⑴2020年2月23日(日)上毛新聞に2019-2020年度におけるロータリーの記事を掲載 
  
国際ロータリー会長のテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」をキャッチフレーズに、森田高
史ガバナー提言、世界中からのポリオ撲滅を推進しているロータリーの紹介、クラブの紹介
による新会員の募集等、地域社会にロータリーの存在を広く認知を図ることを目的として、
紙上に宣伝致します。 
なお、QRコードによりガバナー事務所のホームページをご覧頂けます。 
ご一読くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 
 
⑵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、まだ依頼のお願いをしていない会員の方には、月ごとに依頼文をクラブ事務局にご用
意させて頂きましたので、お問い合わせの上、ご活用ください。 

第２回公共イメージ委員会 
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地区指導者育成セミナー 

【日 時】2019年10月26日(土) 14:30~17:30  
【会 場】伊勢崎プリオパレス 
【参加者】地区役員、各クラブ(会長、幹事、クラブ研修リーダー、他) 
【来賓参加者】刀根 荘兵衛 様(RI会長代理)、松宮 剛 様(RI元理事) 
【参加者数】165名 
【報告者】地区副幹事 田中 泰亨 
 
森田年度の地区指導者育成セミナーは、第2650地区、刀根荘兵衛RI会長代理をお招きしてセ
ミナーを開催致しました。議題は以下のとおりでした。 
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 この度は、RI会長代理 刀根荘兵衛様、並びに、RI元理事 松宮 剛様と同じ壇上でご意見を拝
聴させて戴く機会を得て、誠に光栄の至りでありました。また、素晴らしいコーディネーター役
をおつとめ戴きました田中久夫ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰと同期の三好建正会長に感謝申し上げます。 
 30年来の先輩である森田高史ガバナーより思いもよらぬパネラーのお話を頂き、事の重大さに
気づかぬまま当日を迎えましたが、貴重な経験をさせて戴き心より感謝申し上げます。 
 
 オープンフォーラムは、刀根RI会長代理のスライド160枚を使った迫力と説得力ある基調講演
を踏まえてのぶっつけ本番でした。しかし、討論には遠く及ばぬ私見をお話しするだけで、甚だ
お恥ずかしい限りでありました。 
 さて、桐生ロータリークラブは、1953年3月に県内初のロータリークラブとして発足し、創立
以来47年間の平均出席率は97.4％の驚くべき足跡を残していますが、現在は80％を超えるのが
やっとです。 
昔を知るシニア会員やOBに話を聞くと皆、当時は面白かったと言います。そうそうたる企業や社
会的立場の会員が年齢や立場を超え、同じ会員として平等にロータリーのために尽力している姿
やロータリーを通して様々な経験ある会員と交流が出来、刺激を受け、自分も頑張らなくてはと
思っていたと話していました。 
 今年度会長としての私の使命は、67年間の歴史と伝統を少しでも現会員と共有し、時代の変化
とともに変えるべきものはしっかり変えてゆくといった伝統を復活させ次代に引き継ぐことにあ
ります。その意味において、このフォーラムでロータリークラブの本質に身近に触れ、最新の情
報を拝聴させて戴きました事は、大変ありがたく、沢山のヒントを頂くことができました。 
 また、田中パストガバナーからとても素晴らしい言葉を教えていただきました。 
 それは、「不易流行」という言葉です。松尾芭蕉の俳諧の理念の一つで、新しさを求めてたえ
ず変化する流行性にこそ、永遠に変わることのない不易の本質があり、不易(変わらないもの)と
流行(変わるのも)とは根元において一つであると言う意味だそうです。 
 さて、ロータリークラブはどうでしょうか？数百年の歴史の多民族国家であるアメリカで生ま
れたロータリーと二千年を超える歴史を持つ単一民族国家の日本で100年間育ってきたロータ
リークラブが、変化し続けるRIの価値観を理解し共有し続けられるのでしょうか？近い将来、日
本流のロータリークラブが生まれて来るような予感がします。 
 今回は、ロータリークラブの奥深さをさらに学ばせて戴くと共に、ぶれない心で、変化を受け
入れることが必要だと改めて経験させていただいたオープンフォーラムでした。 
 

「オープンフォーラムに参加して」 
桐生ロータリークラブ 

会長 須永 博之 
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 「求められるロータリーの変化」というテーマのパネラーに選ばれ緊張して登壇した。 
前もって内容などの事前の打合せ無しのやり方が、コーディネーターの田中パストガバナー戦
略なのか、ディスカッションの面白さを感じ、緊張もなく楽しく進めて頂きました。 
変化をどう捉え感じ、そして対応し実行するか、色々な意見を、若き会長とし非常に云いやす
い雰囲気でクラブの現状を意見できたと思う。ゲストパネラーの刀根ＲＩ会長代理や本田パス
トガバナーと「変化」についてディスカッション出来た事は貴重な経験であり会長として今後
のクラブ運営やロータリアンとしての考え方を教えて頂き感謝しております。 
また名門桐生ＲＣ須永会長と私の対比が良かったと思った。今回のディスカッションは大変素
晴らしい事なので、今後も是非取り入れてください。最後になりますが、貴重な経験に感謝し、
またロータリーを楽します。 

パネラーをして・・・・感じたこと 
 

安中ロータリークラブ 会長 三好建正 
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ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 
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【日 時】令和1年10月26日(土)18時10分～20時 
【会 場】伊勢崎プリオパレス3Fヴァンブラン 
【参加者】176名 
【報告者】地区副幹事 山崎裕紀雄 
 
地区大会前日、地区指導者育成セミナー終了後、刀根ご夫妻の歓迎晩餐会が開催されました。 
開会前、地元中学生達の心温まる合唱ミニコンサートを鑑賞し、会場移動後、エイド役の本田
パストガバナーに先導され、華々しく刀根ご夫妻が登場されました。 
出席者全ての方から囲むように来賓テーブルは中央に配置され、ジャズの生バンド演奏の下、
短時間ではありましたがゆっくりと時は進み、和みのあるおもてなしができたと思われます。 
 
〈歓迎晩餐会プログラム〉 
司会 地区副幹事 高橋 しげみ 
18:10 RI会長代理 刀根ご夫妻入場 
18:15 開会挨拶                    ホストクラブ会長   星野 文彦 
18:18 ガバナー挨拶                  第2840地区ガバナー 森田 高史 
18:23 RI会長代理挨拶                         刀根 荘兵衛 様 
18:28 ご来賓者紹介                  第2840地区ガバナー 森田 高史 
18:30 乾 杯                     パストガバナー   牛久保 哲男 
    ご歓談 
19:50 ロータリーソング   
    「手に手つないで」 
    閉会挨拶                  第4分区Ｂガバナー補佐 北原 康男 
20:00 RI会長代理 刀根ご夫妻退場 
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〈晩餐会メニュー〉 
パテ・ド・カンパーニュ ピクルス&オリーブ 
アランチーニ 二色のソース ほろ苦いサラダメランジェと一緒に 
真鯛のポワレ バルサミコソース 
国産牛肉のローストビーフ レモールを添えて 
彩りフルーツのマチェドニア 
パン&バター 
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【日 時】令和元年10月27日（日）9：30～ 
【会 場】本大会：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 
     ホストクラブ  ：伊勢崎ロータリークラブ 
     コ・ホストクラブ：群馬境ロータリークラブ 
     司会：原 敬・高橋 しげみ(伊勢崎RC) 
【報告者】伊勢崎RC 幹事 原 敬 
 
＜プログラム＞ 
08：30 受付・登録 
09：20 オープニングアトラクション(DVD上映) 
09：30 RI会長代理ご夫妻入場 
     開会宣言                      
     点鐘                        
     国家・ロータリーソング斉唱          
     物故会員追悼 
     歓迎挨拶                 
 
09：55 RI会長代理紹介及び 
     来賓・他地区来訪者・地区役員紹介          
 
10：10 森田ガバナー挨拶                  
 
10：15 来賓祝辞 
           
 
 
 
10：30 RI会長代理挨拶・RI現況報告         
    （休憩） 
11：15 ガバナー報告                    
      大会委員会報告 
      資格審査委員会報告                 
      登録委員会報告                   
      ガバナー指名委員会報告               
      審議案立法案検討委員会報告             
      宮内年度決算報告             
      監査報告               
      承認                     
      大会決議案発表               
      大会決議案審議・採択               
      諸事お知らせ 
12：10 (昼食) 

 
地区幹事 新井 良和 
ガバナー 森田 高史 

ソングリーダー 松島 郁夫 
 

地区大会実行委員長 辻 健夫 
 
 

ガバナー 森田 高史 
 

ガバナー 森田 高史 
 
 

群馬県知事 山本 一太 様 代理 群馬県副知事  宇留賀 敬一 様 
伊勢崎市長 五十嵐 清隆 様 代理 伊勢崎市副市長 吉田 文雄 様 
伊勢崎商工会議所会頭              古賀 友二 様 

 
RI会長代理 刀根 荘兵衛 様 

 
ガバナー 森田 高史 

 
委員長 本田 博己 
委員長 宮内 敦夫 
委員長 竹内 正幸 
委員長 曽我 隆一 

宮内年度地区会計長 齊藤 要 
宮内年度地区会計監査人 長島 章博 

直前ガバナー 宮内 敦夫 
大会決議委員長 田中 久夫 

ガバナー 森田 高史 
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12：50 伊勢崎ジュニアオーケストラ演奏 
13：20 記念事業発表 
                   
13：25 各種表彰・感謝状・記念品贈呈 
      2018-2019年度ガバナー表彰         
      宮内年度感謝状・記念品贈呈           
 
13：50 ロータリー家族活動報告 
      青少年交換委員会                 
      インターアクト委員会               
      ローターアクト委員会               
      (休憩) 
      RYLA委員会                  
      米山記念奨学委員会                
 
14：55 ガバナーエレクト紹介               
      ガバナーエレクト挨拶           
 
15：00 参加45クラブ紹介 
 
15：30 次年度地区大会ホストクラブ挨拶        
     (休憩・ポリオ根絶活動DVD上映) 
15：50 基調講演 テーマ「輝いて生きる」   
      謝辞・花束贈呈                  
      記念写真撮影 
 
16：50 講評                     
 
17：00 謝辞・記念品贈呈                 
     閉会の辞               
     点鐘                       

 
ガバナー 森田 高史 

 
 

直前ガバナー 宮内 敦夫 
ガバナー 森田 高史 

 
 

委員長 吉井 宏文 
委員長 竹部 弘昭 
委員長  堤 謙治 

 
委員長 古市 和男 
委員長 板橋 一博 

 
ガバナー 森田 高史 

ガバナーエレクト 山田 邦子 
 

各分区ガバナー補佐 
 

前橋RC会長 菊川 喜明 
 

ポリオ根絶大使 ジュディ・オング 先生 
ガバナー 森田 高史 

 
RI会長代理 刀根 荘兵衛 様 

 
ガバナー 森田 高史 

地区大会副実行委員長 柏井 喜市 
ガバナー 森田 高史 
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 大会テーマに「全世界におけるポリオ根絶に向けて」と掲げ、地区内外から多くのロータリア
ンにご参加いただき、森田ガバナー年度の地区大会が盛会に開催されました。 
 刀根荘兵衛RI会長代理からは、RI現況報告と講話をいただき、ガバナー報告では、森田ガバ
ナーから公式訪問や地区目標の進捗状況等について報告がありました。 
 昼食休憩の後、伊勢崎ジュニアオーケストラの演奏に心洗われ、記念事業としてポリオ根絶と
世界平和・紛争予防の担い手育成のために、当地区DDFから計5万ドルを寄贈することが発表さ
れました。 
 ロータリー家族活動報告では、青少年奉仕プログラムの4委員会と米山記念奨学委員会から、青
少年交換学生、インターアクター、ローターアクター、米山記念奨学生も登壇し、活動の様子に
ついての報告がありました。 
 一方のエクスカーションでは、いせさき明治館にて伊勢崎銘仙を観賞し さらに群馬のお土産
の代名詞ともなっているガトーフェスタハラダの本社工場を見学していただきました。 
 基調講演では、ポリオ根絶大使であるジュディ・オング先生から「輝いて生きる」というテー
マで、先生の生活信条を交えた元気が湧き出る素晴らしい講演をいただきました。参加者全員で
撮影して記念写真は、当地区のポリオ根絶活動の象徴になるものと思います。 
 地区大会当日、実行委員会では「おもてなしの心」をもって設営にあたることを申し合わせて
いました。7つの部会が真剣にそれぞれの責任を全うし、大会に来ていただいた皆様に満足いただ
けるよう努めた結果、心ひとつになれたことは、これまでのロータリー活動の中でも最も記憶に
残る事業であったと思います。 
 本大会の後、会場を伊勢崎プリオパレスに移して大懇親会が行われました。大胡風神太鼓の勢
いあるお出迎えや屋台風の食事等を楽しんでいただき、多くのロータリアンとの交流と親睦を深
め、最後の「手に手つないで」まで会場いっぱいに輪が広がり、盛会のうちに終了することがで
きました。ご参加いただきました皆様のご協力に感謝申し上げ、報告に代えさせていただきます。
今後発行されます地区大会報告書もご高覧いただければ幸いです。 
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第１回地区戦略計画委員会会議・ 
第３回新クラブ結成プロジェクト会議 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.6 

日時：令和１年11月１日  
15：00～17：00  

場所：伊勢崎プリオパレス 
 

次    第 
 
1. 開会                                新井地区幹事 
2. ガバナー挨拶                          森田高史ガバナー 
3. 地区戦略計画委員会委員長挨拶                 田中パストガバナー 
4. 議事 

① 2017‐2020年「地区戦略計画」の検証 
② 2020‐2023年「地区戦略計画」の原案の方向性について 
③ 地区運営の状況と今後の運営について 
④ その他 

5. 情報交換 
6. 次回会議日程 
7. 閉会 

第１回 地区戦略計画委員会会議 

第３回 新クラブ結成プロジェクト会議 

日時：令和１年11月9日  
10：00～12：00  

場所：伊勢崎プリオパレス 
 

次    第 
 
1. 開会                                新井地区幹事 
2. ガバナー挨拶                          森田高史ガバナー 
3. 米山記念奨学委員会委員長挨拶                     板橋委員長 
4. 議事 

① 新クラブ結成についての説明 
② 今後の進め方ついて 
③ その他 

5. 情報交換 
6. 次回会議日程 
7. 閉会 
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青少年交換委員会  
派遣候補生第１回オリエンテーション 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
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【日 時】平成元年11月9日(土) 14：00～16：30 
【会 場】問屋町センター会館 2階「幸の間」 
【参加者】委員会等：吉井委員長、樋口副委員長、小此木委員、山中委員、岸副幹事 5名 
     ROTEX：罍会長、熊木さん、岸さん 3名 
     候補生とその保護者 6名 
【報告者】青少年交換委員長 吉井宏文 
 
 10月6日の選考会にて次年度派遣候補生に内定した3人に対して、第1回オリエンテーション
を開催しました。 
 初めに、YESSシステムの説明をした後、青少年交換の意義について確認。メールアドレスの
取得の依頼を行いました。派遣候補生への今後の申請書の作成状況はメールにて個別に行うこ
とを確認しました。 
 続いて、各候補生にROTEXが付いて、青少年交換申請書の作成方法について、個別に解説を
行いました。特に、長期交換候補生へは予防接種の準備について、保護者と個別に確認を行い
ました。翌日には係り付け医に相談され、疑問点をメールにて照会されましたので、RYJEMに
照会し回答しております。 
 最後に、ROTEXが派遣候補生に伝えたいことのレジュメから派遣申請時と派遣前の準備、派
遣されてからの注意点などを具体的に説明しました。 
 
 派遣候補生の今後の日程は次の通りとなります。 
  11月24日 日帰りバスツアーへ全員が参加し、受入学生やROTEXと懇親。 
  12月中のROTEX行事にて受入学生やROTEXと懇親。 
   ※1月中旬までに受入交換先との交渉と決定 
  1月19日 第2回オリエンテーションにて申請書の完成、その後は交換先と申請書の交換 
  2月15日～16日 第3回オリエンテーションにて受入学生やROTEXと懇親と英語スピーチ
の作成検討 
  3月19日～22日 関西旅行にて受入学生やROTEXと懇親 
  5月16日～17日 山形研究集会にて受入学生やROTEXと懇親 
 
以上、どうぞよろしくお願いいたします。 
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ロータリー財団補助金管理セミナー 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
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【日 時】2019年11月9日(土) 13：00～16：30   
【会 場】伊勢崎プリオパレス 
【出席者】地区役員  41名 
     各クラブ   128名 
【報告者】地区補助金委員会 委員長 石川 好男(太田RC) 
 
11月9日(土曜日)伊勢崎プリオパレスにてロータリー財団
補助金管理セミナーが多くの会員の参加を頂きまして開催
されました。 
 このセミナーではロータリー財団から分配される。クラ
ブ会員から3年前に年次寄付として寄付された2分の1の
DDF(地区財団活動資金)を、各クラブにおいて適正また有
意義に使用して頂くための説明をさせて頂きました。 
 DDFの2分の1は地区補助金の財源として使用され、同じ
く2分の1をグローバル補助金として分配されます。またグ
ローバル補助金についてはロータリー財団が分配した残り
の2分の1のWF(国際財団活動資金)からグローバル補助金
に同額が上乗せ補助として補助されて大きな資金となりま
す。 
 森田高史ガバナーの挨拶と板垣忍ロータリー財団委員長
からセミナーの趣旨説明を行い、その後石川地区補助金委
員長から地区補助金の申請と報告の方法として昨年同様に
Webでの操作方法の説明等がされました。続いて川口資金
管理・平和フェローシップ委員長から地区補助金の申請時
と報告時の資金の管理方法や表記方法の説明がありました。
最後に津久井グローバル補助金委員長からグローバル補助
金の実績と現在進んでいる案件の説明そして今後の各クラ
ブの取り組みに向けての展望が説明されました。 
 その後、第2部として分区協議会が各分区ごとに分かれ
て行われ、地区補助金委員会からの要望事項とグローバル
補助金委員会からの要望事項の説明がありました。その後
は昨年申請して本年度実施の事業の進捗状況の聞き取りと
事前アンケートを元に本年度申請の事業内容の説明をお聞
きいたしました。最後に次年度のセミナー開催の参考とさ
せて頂く為に補助金管理セミナーに対するアンケートの記
入を頂き分区協議会が終了となりました。 
 分区協議会の終了後はメイン会場に参加者全員が集まり、
牛久保哲男ロータリー財団アドバイザーから本日のセミ
ナーの講評を頂きました。 
 多くの皆様の参加を頂き終了することが出来ました。あ
りがとうございました。 



沼田ＲＡＣ 台風１５号被害 義援金支援 
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【日 時】2019年11月12日(火) 12：30～13：30 
【会 場】ホテルベラヴィータ 
【報告者】地区副幹事 岸 慈音 
 
 11月12日(火)に沼田ロータリークラブ公式訪問がおこなわれました。公式訪問例会の際に、
沼田ローターアクトクラブより、台風15号被害の義援金を2840地区へ託すために、今井朱
里(沼田RAC会長)さんより森田ガバナーへ手渡されました。 
 義援金の詳細につきましては、下記に記載いたします。 
 
【沼田RAC活動内容】 
 開催日 2019年11月9日・10日 
 場 所 沼田ゑびす講 出展ブース 
 内 容 沼田ロータリークラブ会員より物品を提供していただき、バザーで販売をしまし 
     た。売上金の一部は毎年、各団体に寄付したりしております。 
     今回は、台風15号の募金も呼びかけ、たくさんの来場者に支援をしていただき 
     ました。 
 義援金 15,756円（第2840地区へ） 
 
例年の行事の際に、災害募金を募り沢山の人々から支援をいただき、とても素晴らしい活動
だと思います。沼田RACは地区のリーディングクラブとして立派に活動しております。預
かった義援金は、地区が責任をもって関係先へお届けします。ありがとうございました。 
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現場主義と人間の安全保障------------緒方貞子さんの思い出------------ 
前橋RC 吉永 國光 

 
 日本女性としてロータリー国際親善奨学生第一号でもある緒方貞子さんが10月22日に逝去さ
れた。菊川前橋クラブ会長から寄稿を依頼され、JICA(国際協力機構)理事として緒方理事長に
お仕えした時のことを書くことにする。私は50年以上サラリーマンをやってきたが、緒方さん
を超える上司はいないと思っている。 
 JICAは2003年緒方さんをそのトップとしてお迎えした。外務省が決める理事長のポストは長
い間次官経験者の指定席になっていた。国連難民高等弁務官が任期となった緒方さんをJICAの
理事長に迎えたいという雰囲気がJICA中に充満していた。組合が行動を起こした。次のトップ
は誰がいいかの職員アンケートを組合が行い、緒方さんが100％近い率でトップになった。朝
日新聞が大きく報じた。組合代表はJICA職員の緒方さんへ手紙の束を携えて、ジュネーブに飛
び思いを伝えた。緒方さんは手紙を全部読んだという。最終的に外務省は緒方さんを理事長に
決定した。緒方理事長実現にJICA中が沸いた。就任式の日、講堂や廊下は職員であふれかえっ
た。そこに現れた緒方さんは本当に輝いていた。万雷の拍手で迎えた感激は今も忘れられない。 
 緒方さんは我々の期待に背かなかった。緒方さんの身上は「現場主義」。UNHCR(国連難民
高等弁務官)のとき、ヘルメットに防弾チョッキ姿で紛争の現場に行き難民に寄り添い重要な判
断はすべて現場でおこなった。JICAに来られた時御年75歳をこえておられたが、アフリカや中
南米、紛争が終わってないアフガンや中東にも、在任中40か国以上出張された。現場を見ない
で判断することはできないといつも言われていた。緒方さんの「現場主義」はこれにとどまら
ない。目は常に、世界の現場、世界で生命の危険のなか救いを待っている人に向いていた。緒
方さんが口癖のようにいっていたことは、「一番重要なことは命を助けるということ」。当た
り前のような言葉だが、「命さえあれば、生きてさえいれば、今どんなに苦しんでいる人でも
チャンスが与えられる。大事なものは命」。緒方さんは国際協力・援助の理念を、命を守るシ
ステムとしての「人間の安全保障」という考えで示された。それはJICAの理念になり、やがて
日本の援助の基本方針になっていった。 
 「人間の安全保障」には実は一段深い意味がある。国民を守るべき国家が自国民を虐殺して
いるような場合は、「国の安全保障」では対処できず「人間の安全保障」によらねばならない。
虫けらのように殺され続ける人々を現場として見ていた緒方さんには、それをやめさせる具体
的行動の必要性がわかっていた。平和・平和と叫んでいても戦争も虐殺もとまらない。「人間
の安全保障」の概念は内政不干渉を理由に外部の関与を拒絶する「国」に対して「人間」を救
うための国際的な行動(軍事行動)に根拠を与えることになる。 
 JICAでは週1回理事以上でビールにピーナッツで情報交換する懇親会があった。その折、緒
方さんと私が意気投合したというか、私が言い続けていたことをわかっていただける人がこの
世に現れたと感激したことがある。私が1970年代ニューヨークにいたとき、旧ユーゴのボスニ
アヘルツェゴビナでセルビア軍がモスレムの市民を「民族浄化」と称して虐殺していた。米国
のテレビも新聞もこの報道一色、米国人との会話もこの話が多かった。虐殺をやめさせること
ができたのはNATO が空爆を始めてからであった。その間多くの命が奪われた。不思議なこと
に日本のマスコミは虐殺を報道しなかった。そのくせ空爆が始まると、NATOの軍事行使反対
との論調を示した。私は帰国後、講演などでこれはおかしいと主張したが、興味を示してくれ
るひとは少なかった。緒方さんから、「吉永さんはよくわかってますね」と言われた夜は眠れ
ないほどうれしかった。緒方さんの考えは、朝日新聞(2006年4月26日)にも述べてある。 
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記者に「平和や人道主義のために武力介入が必要な場合がありますか」と問われて、緒方さん
は「国連難民高等弁務官のとき、ボスニアヘルツエゴビナの戦争では、民族の虐殺を防ぐため
にNATOが空爆し、戦争終結に導いた。軍事力の行使も必要な場合もある。平和な交渉ですべ
てが解決するほど世界は甘くないのです。」と答えている。日本の国際貢献について問われる
と、「紛争後の平和構築でも、日本がやれることは多い。自衛隊が最適なら自衛隊でいい。憲
法の解釈は杓子定規ではなく、役立つ枠組みを決める方向で扱ってはどうでしょうか。」と明
快に答えている。難民が殺され続けている現場、砲弾銃弾がふりそそぐなかで、防弾チョッキ
を着て、どうしたらこの人たちを救えるかを真剣に考え続けた緒方さんならではの言葉である。 
 緒方貞子さんが逝去されたいま、ご冥福を心からお祈りするとともに、緒方貞子さんに直接
教えを受けた一人として、緒方さんの理想とされた方向に少しでも役に立っていきたいと思う
この頃である。 
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FMラジオ放送で会員出演による公共イメージアップ 
 

太田南RC 
 
太田南ロータリークラブでは、地元のコミュニティ放送「エフエム太郎」を利用して、会員自
ら出演による放送を開始した。 
これは、ロータリークラブの公共イメージアップと会員募集、更には会員の自己研鑽に繋がる
ものである。 
2019年10月のラジオ番組改編に伴い、太田南ロータリークラブ放送枠を確保した。 
放送の内容は、各委員会の活動状況を含めて、新たな会員の入会を呼びかける。事前収録を割
り振られた2つ委員会から委員長をはじめとする会員2人とラジオ局パーソナリティーが質問を
行いながら、番組構成する。 
初回は、10月9日に天笠秀昭会長と大谷恒雄幹事が、エフエム太郎のスタジオで収録した。 
放送は、10月23日(水)午前7時45分から、約10分間行われた。 
今後は、毎月前半の収録と第4水曜日の午前7時45分から放送する。 
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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 

小口 有高 
前橋 
2019年10月15日 
印刷 
上毎印刷工業(株) 
代表取締役 

平方 宏 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
 

推薦者 

武井 勉 
前橋 
2019年11月12日 
銀行 
(株)群馬銀行 
常務執行役員 
  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 

伊草 朋子 
前橋西 
2019年09月13日 
化粧品販売 
ラウレアマハロ 
    合同会社 
代表社員 
白石 仁 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

土屋 朋子 
前橋東 
2019年10月31日 
結婚相談業 
ティースリーブラ
イダルオフィス 
代表 
石原 保幸 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

秋山 義則 
桐生赤城 
2019年11月05日 
給排水設備 
桐生水道(株) 
代表取締役 
杉浦正明 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

束田 大元 
伊勢崎中央 
2019年10月03日 
接骨院 
(株)トリニティ 
代表取締役 
髙橋 大之 
櫻井 保志 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

六本木 裕 
伊勢崎中央 
2019年10月03日 
運送業 
(株)北関東商事 
代表取締役 
橋本 力 
上柿 敬一 
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氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

小西 孝史 
群馬境 
2019年10月10日 
商業銀行 
群馬銀行境支店 
支店長 
沼田 哲博 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

松島 秀典 
伊勢崎南 
2019年10月08日 
不動産業 
株式会社住地開発 
取締役 
山川 幸洋 
福島 敬仁 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

小須田 浩 
伊勢崎東 
2019年10月01日 
青果卸売 
近代青果(株) 
代表取締役社長 
大木 孝之 
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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 

岸 義將 
高崎 
2019年05月21日 
建築請負業 
株式会社岸土木 
代表取締役 
三村 治 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

小澤 健一 
高崎 
2019年06月11日 
室内装飾 
(株)小澤忠商店 
代表取締役社長 
金井 克智 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

徳永 健太郎 
高崎 
2019年07月16日 
通信事業 
東日本電信電話 
株式会社群馬支店 
支店長 
田中 久夫 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
 

推薦者 

安藤 義之 
高崎 
2019年08月13日 
葬祭業 
(株)メモリード 
執行役員 
  本社統括部長 
関口 俊介 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

鈴木 義昭 
高崎南 
2019年10月01日 
税理士業 
ラ・ポール 
   税理士法人 
税理士 
竹内 一普 

氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

寺島 崇雅 
渋川 
2019年10月10日 
木材販売 
(株)寺島製材所 
専務取締役 
佐藤 和夫 
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氏名 
クラブ 
入会日 

職業分類 
勤務先 

役職 
推薦者 

髙橋 寿美江 
高崎シンフォニー 
2019年09月27日 
電気工事 
(株)セイモー 
代表取締役 
木村 めぐみ 
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行事予定表 

開催日 項目 場所 

2019年 
『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 

8日(日) 第38回茶の湯倶楽部研修会 茶寮「いま泉」 

14日(土) 
(山田年度)第1回ガバナー補佐・ 
             委員長予定者合同会議 

前橋問屋センター会館 

2020年 
『職業奉仕月間』 

1月 

11日(土) 第3回ガバナー諮問委員会・GE壮行会 伊勢崎プリオパレス 

18日(土) 

第1回地区補助金予備審査会 前橋問屋センター会館 

米山記念奨学生選考会 伊勢崎プリオパレス 

19～25 国際協議会(GE出席) アメリカ・サンディエゴ 

『平和と紛争予防・紛争解決月間』 

2月 

15日(土) 

第4回ガバナー諮問委員会・GE報告 前橋商工会議所 

(山田年度)地区チーム研修セミナー 前橋商工会議所 

23日(日) 第2840地区 創立20周年記念式典 伊勢崎プリオパレス 

29日(土) 米山記念奨学生修了式・歓送会 ホテルメトロポリタン高崎 

『水と衛生月間』 

3月 

14～15 
(山田年度)会長エレクト・ 
    幹事エレクト研修セミナー(PETS・SETS) 

伊香保 福一 

26～29 IA海外研修 台湾 

28日(土) 第2回地区補助金予備審査会 前橋問屋センター会館 
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行事予定表 

開催日 項目 場所 

2020年 『母子の健康月間』 

4月 

青少年交換ホストクラブ第1回オリエンテーション 

17～18 IA台湾受入 

18日(土) 

新規米山記念奨学生カウンセラーセミナー・ 
              オリエンテーション 

前橋問屋センター会館 

新規米山記念奨学生オリエンテーション 前橋問屋センター会館 

新規米山記念奨学生 資格審査面談 前橋問屋センター会館 

25日(土) 地区大会記念ゴルフ大会 軽井沢72ゴルフ 

26日(日) 地区補助金最終審査会 前橋問屋センター会館 

(山田年度)第2回ガバナー補佐会議 前橋問屋センター会館 

(山田年度)第2回ガバナー補佐・委員長合同会議 前橋問屋センター会館 

『職業奉仕月間』 

5月 

2日(土) ローターアクト年次大会 高崎 

17日(日) (山田年度)地区研修・協議会 前橋商工会議所 

『ロータリー親睦活動月間』 

6月 

6～10 国際大会 ホノルル(米国ハワイ州) 

13日(土) 

米山学友会総会 ホテルメトロポリタン高崎 

米山記念奨学生指定校選定会議 ホテルメトロポリタン高崎 

20日(土) 

第5回ガバナー諮問委員会 伊勢崎プリオパレス 

現・新地区役員合同連絡会議 伊勢崎プリオパレス 

27日(土) 

(山田年度)第3回ガバナー補佐会議 前橋問屋センター会館 

(山田年度)ガバナー補佐・委員長合同会議 前橋問屋センター会館 

青少年交換受入学生歓迎会・夏期交換学生歓迎会 
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2020-2021(山田)年度 行事予定表 

開催日 項目 場所 

2019年 
12月 14日(土) 

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

前橋問屋センター会館 

2020年 1月 19～25 国際協議会(GE出席) アメリカ・サンディエゴ 

2月 15日(土) (山田年度)地区チーム研修セミナー 前橋商工会議所 

3月 14～15 
(山田年度)会長エレクト・ 
    幹事エレクト研修セミナー(PETS・SETS) 

伊香保 福一 

4月 

(山田年度)第2回ガバナー補佐会議 前橋問屋センター会館 

(山田年度)第2回ガバナー補佐・委員長合同会議 前橋問屋センター会館 

5月 17日(日) (山田年度)地区研修・協議会 前橋商工会議所 

6月 27日(土) 

(山田年度)第3回ガバナー補佐会議 前橋問屋センター会館 

(山田年度)第3回ガバナー補佐・委員長合同会議 前橋問屋センター会館 
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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 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 
2019-2020 Vol.6 



31 

出席報告 (10月末現在) 
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出席報告 (10月末現在) 
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新会員入会実績報告 (10月末現在) 
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歌 
今月のガバナーの一字は「歌」とさせて頂きました。 
 
 今から50年近く前になりますが、私が高校に入学した1年生の英語の教本(リーダー)に載っ
ていた、今でも諳(そらん)じられるくらい印象的であった詩をご紹介いたします。 

34 

今月のガバナーの一字 
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〔The Arrow And The Song〕 
 

I shot an arrow into the air 
It fell to earth, I knew not where 
For, so swiftly it flew, the sight 
Could not follow it in its flight. 

 
I breathed a song into the air, 

It fell to earth , I knew not where 
For who has sight so keen and strong, 
That it can follow the flight of song? 

 
Long, long afterward, in an oak 
I found the arrow, still unbroke; 

And the song, from beginning to end, 
I found again in the heart of a friend. 

 
Henry Wadsworth Longfellow 

〔矢 と 歌〕 
 

私は空に向かって矢を放ったが 
落ちた場所は分からなかった。 
矢はあまりに速く飛んだので 

私の目は方向を追えなかった。 
 

私は空に向かって歌をうたったが 
落ちた場所は分からなかった。 
歌の方向を追える鋭い視力の 

持ち主がどこにいよう？ 
 

後で知ったが、矢は折れずに 
一本の樫に刺さっていた。 

そして歌は最初から最後まで 
ある友人の心の中に残っていた。 

 
ヘンリー・ワーズワース・ロングフェロー 



 第3詩節の1行目の「oak」と2行目の「unbroke」が韻を踏んでいて、英文として極めて美
しい詩であります。 
 皆様はこの詩をどう解釈されますでしょうか。 
 
 私は、「空」を「人」や「社会」と読み替えて解釈したいと思います。 
 人や社会に対して矢を放つ(弓を射る)行為は、長い歳月のうちに自分では忘れてしまうかも
知れません。反対に、人や社会に対して歌を唄った(善行)ことも、同様に長い歳月のうちに自
分では記憶に留めておくのは難しいかも知れません。 
 しかし、自分では忘れるくらい長い年月が経過していても、放った矢が、西洋人が格別に神
聖視する樫の樹に命中して折れずに残っていたという、極めて比喩的な表現となっております。 
 また同様に、歌を唄ったことを忘れるくらい長い時間が経っても、その歌の最初から最後ま
で、人の心に残っているものであるという、人や社会に対する自らの行為についての極めて教
訓的な内容となっております。 
 
 少し飛躍するかしれませんが、「今いる自分、今ある現実は全て、自らを発信者とした結果
である」ことを喝破されているようにも感じます。 
 そう考えますと、人を批判したり、人をうらやんだり、人を恨んだり、今起きている現実を
他人のせいにすることはできなくなるのではないでしょうか。過去と現在は常に相当因果関係
にあると諭されているようにも思います。 
 
 今、仮りに困難な状況にあるとすれば、その原因は自分自身にあると考えて、その困難は乗
り越えるべきハードルとして与えられたものであると考えれば、前に進めるのではないでしょ
うか。 
人や社会に対して矢を射るのではなく歌を唄っていく、常に、心豊かに、穏やかに、ロータ
リーの慈愛の心にも通じる善意を発信していこうという教訓であるように解釈しております。 
 ロータリーソング「それでこそロータリー」にも、通じているものと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 公式訪問の際、ロータリーを一言でどう説明したらよいかとよく問われました。 
 私はこう答えたいと思います。 
 

 「ロータリーはより良くしたい人の集まりです」と、 

 
 また入会を躊躇している人にはこう言いたいと思います。 
 

 「ロータリーはあなた自身のためになります」と 

 
 12月に入り、いよいよクラブにおいても、地区においても、次年度への準備が加速してまい
ります。 
 ロータリアンとして歌を唄っていくことを心がけて、繋がってまいりたいと思います。 
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 どこで会っても やあと言おうよ 
 見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ 
 遠いときには  手を振り合おうよ 
 それでこそ   ローローロータリー 



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。 
 
       10月16日(水)前橋南RC         10月17日(木)高崎東RC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      10月18日(金)桐生西RC        10月24日(木)伊勢崎中央RC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     10月29日(火)桐生赤城RC          10月30日(水)高崎北RC 
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      10月31日(木)沼田中央RC        11月5日(火)太田南RC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         11月8日(金)館林RC         11月12日(火)沼田RC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     11月13日(水)太田西RC                      11月14日(木)渋川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。 
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ガバナー事務所に関して 

 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。 


