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国際ロータリー 第2840地区 
2017‐2018年度 ガバナー 
田中 久夫 

 私の年度も残すところ3ヶ月になりました。第4四半期を迎えて、いよいよ会員増強の最

後の総仕上げです。これまで会員増強が上手くいったクラブは、これからは楽しい例会で

あることに努め、会員の満足を増進するような親睦重視の夜間例会や小旅行などを企画し

て退会防止に努めてください。増強が上手くいってないクラブは、もう一度候補者を洗い

出して再チャレンジです。中には、「もう少し待って・・」と言っていた候補者がいるは

ずです。そういう方から再度説得をしてみてください。「貴方の人生にとってロータリー

は絶対必要だから・・」と、その人の立場に立ってロータリーの素晴らしさを真摯に説明

すればきっと気持ちが届くでしょう。先ずは諦めないことです。 

  

 各分区（グループ）において、Rotary DayやIM、周年行事・式典の開催が続いています。

その多くがマスコミに取り上げられて、最近では新聞紙上にロータリーの記事が毎日のよ

うに掲載されています。嬉しい限りです。皆さんの努力がようやく一般の方々の認知を得

てきたように感じられます。私の周辺からは「新聞を見たよ・・」、「ロータリーはいろ

いろなことをやってるね・・」などの話が耳に届くようになってきました。公共イメージ

の向上には長い時間がかかります。今年度のみならず、次年度以降のクラブ指導者の皆さ

んもマスコミの活用の重要性を知り、継続していってください。 

  

 ２／２３のロータリー創立記念日を記念した上毛新聞の一面広告はご覧いただいたで

しょうか。今回は各クラブの会長・幹事名、クラブが実施した最近の社会奉仕事業、クラ

ブの連絡先（電話番号・メールアドレス）を紙面の60％相当分を使って掲載しました。当

日、早速、富岡市在住の方から、市内のロータリークラブを紹介して欲しい、との連絡が

ありご紹介をしました。その結果は聞いておりませんが、今後も各クラブにそのような連

絡が届くことを期待しています。 

  

 本題です。4月は、「母子の健康月間」です。5歳未満の幼児の死亡率と罹患率の削減、

妊婦の死亡率と罹患率の削減、より多くの母子に対する基本的な医療サービスの提供、保

健従事者を対象に関連した仕事に従事することを目指す専門職業人のための奨学金の支援

を強調する月間です。 

  特別月間テーマ：母子の健康月間 



 わが国では、医療・保健制度が確立し、表だって母子の健康ということに配意することが
ありません。しかし世界中には、母子の健康状態に目を配れるような裕福な国だけではなく、
本当の貧困に困窮している国や地域がたくさんあるようです。 
  
 本当の貧困とは、「今夜食べるものがない」ことを言う、と定義した作家（曽野綾子氏）
がいましたが、その条件に当てはまる人は間違いなく「貧しい人」です。しかし、それ以外
の、家のローンが払えない、子供を大学にやる費用の捻出がむずかしい、新車を買えない、
などという理由は世界的にみてまったく貧困の条件にはなりません。貧困の苦悩はもっと
「積極的」なものです。何々ができない、ということではなく、一度、腹一杯食べてみたい、
医者にかかる金があれば死ななくて済んだ家族がいる、というような積極的なものです。も
う一度、私たちの環境が如何に恵まれているのかを認識しましょう。 
  
 ロータリーでは、財団への寄付を募っています。米山奨学金も同様です。クラブ指導者の
皆さんは、いま自クラブの寄付状況がどうなっているのかをもう一度確認してください。地
区目標は、1人当たりロータリー財団寄付150ドル以上、ポリオ寄付30ドル以上、米山記念
奨学会寄付16,000円以上です。ご確認をお願いします。 
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開催日 ： 2018年02月03日(土) 
場 所 ： 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 

 国際ロータリー第2840地区ローターアクト第18回地区年次大会が、2月3日（土）に伊勢崎

プリオパレスにて開催されました。「喜笑恬結」を大会テーマに地区内外からロータリアン、

ローターアクター、インターアクター、青少年交換学生など180名に及ぶ参加者が集いました。

記念プログラムとして、従来は一方通行の発信だった地区活動・クラブ活動発表を短縮し、参

加者がともに作り上げるグループワーク形式としました。2840地区＝群馬県の魅力度ランキ

ングは下位をキープしております。しかし、群馬にはこんなに素晴らしいものがあります！と

各クラブが胸を張って誇れる品を持ち寄り、グループワークの題材とすることで魅力の再発見

に繋がればと思い企画しました。35分という短いシンキングタイム、そしてこれまた短い1分

という発表時間のなかで大変すばらしいPRをしていただきました。田中ガバナーには審査委員

長として厳正なる審査をしていただき、最優秀グループを決定していただきました。最優秀グ

ループの発表は「コンニャク」を題材にコンニャクの低カロリーな点に着目してダイエット

CM風に発表するというものでありました。参加者の皆様とともに、作り上げることができた

年次大会だったと思っております。今回の年次大会開催にあたり、ご協力いただいた実行委員

会のみなさま、ご支援・ご協力いただいたすべてのみなさまに感謝申し上げます。当日は至ら

ない点が多々あったかと思いますが、この反省を成長の糧とし、ロータリーの理念のもと前進

していく所存でございます。 
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開催日 ： 2018年02月03日(土) 
場 所 ： 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 

大会次第 
12:30～13:30 登録開始 

13:30～14:30 開会式 

 開会宣言 地区年次大会実行委員長 服部 匡祥 

 点 鐘 地区ローターアクト代表 松﨑 真祐 

 国家並びにローターアクトソング斉唱 

  ソングリーダー 加藤 栞奈 

 ローターアクト活動指標唱和 伊勢崎ローターアクトクラブ会長 

   佐野 和穂 

 来賓紹介 地区ローターアクト代表 松﨑 真祐 

 参加者紹介 地区ローターアクト代表 松﨑 真祐 

 式 辞 ガバナー 田中 久夫 様 

 来賓祝辞 伊勢崎市長 五十嵐 清隆 様 

 歓迎の辞 地区ローターアクト委員長 岸 慈音 様 

 地区ローターアクト代表挨拶 地区ローターアクト代表 松﨑 真祐 

 地区ローターアクト代表エレクト紹介 

  地区ローターアクト代表 松﨑 真祐 

 記念撮影 

15:00～17:00 記念プログラム 

 2840地区クラブ発表 

 2840地区活動発表 

 ワークショップ「群馬県の特産品をPRしよう！」 

17:10～17:30 閉会式 

 総 評 ガバナーエレクト 宮内 敦夫 様 

 謝 辞 地区年次大会実行委員長 服部 匡祥 

 閉会宣言 地区年次大会実行委員長 服部 匡祥 

 点 鐘 地区ローターアクト代表 松﨑 真祐 

18:00～20:00 懇親会 

 開会挨拶 地区ローターアクト代表 松﨑 真祐 

  地区ローターアクト委員長 岸 慈音 様 

 乾 杯 地区幹事 広瀬 雅美 様 

 記念プログラム結果発表 ガバナー 田中 久夫 様 

 友好地区PR 

 謝 辞 地区副幹事 富山 俊吾 様 

 閉会挨拶 地区年次大会実行委員長 服部 匡祥 
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開催日 ： 2018年02月10日(土)・11日(日) 
場 所 ： 『学習の森』ふるさと学習館 
報告者 ： 青少年交換委員会 担当副幹事 三村 治 

 第５回派遣候補生・受入れ学生オリエンテーション『安中ミーティング』を開催しました。 

日程は、平成３０年２月１０日（土）、１１日（日）の両日で宿泊を伴うものでした。 

会場は、安中市の『学習の森』ふるさと学習館を中心に行いました。 

 参加者は、派遣学生４名、受入学生４名、ローテックス７名、青少年交換委員会メンバー７

名にボランティアとして前委員長の奥様と前期の受入学生も参加して戴き延べ２２名と大所帯

になりました。 

 初日のオリエンテーション①は、群馬県立自然史博物館見学でした。群馬県民でもあまり行

く機会がなく熱心に学生はもとより大人も見入っていました。（大きなカブトムシの前で記念

撮影も） 

 その後研修会場の『学習の森』へ移動しました。ちなみにこの日は、移動練習？もかねて高

崎駅集合で磯部駅まで電車での移動という体験コーナからのスタートでした。受入学生（イン

バウンド学生）にとっては、小さな事ですが貴重な体験になったと思います。 

 昼食をはさみ午後から二日間の研修の開会式を行いオリエンテーション②が始まりました。 

派遣候補生の学生（アウトバウンド学生）は、つどいの間で以下のメニューによる研修でした。 

1. ロータリークラブについて 

2. 青少年交換プログラムとは 

3. 各種ルールについて 

4. 派遣までの準備 

5. 語学のレベル・学習について  

等々で相当？詰め込んだ形での体験や体感を交えたローテックス（派遣体験済のＯＧＯＢ）達

との生きた会話と学びの場面になったのではと思います。 
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開催日 ： 2018年02月10日(土)・11日(日) 
場 所 ： 『学習の森』ふるさと学習館 
報告者 ： 青少年交換委員会 担当副幹事 三村 治 

 その間、受入学生チームはオリエンテーション②は別プログラム

で施設周辺のハイキングという事で祟台山へ向かいました。この日

の天気は良かったのですが、数日前にふった雪が（写真の通り）道

に残っている部分もあり短いコースでしたがスリリングな？ハイキ

ングになったようです。祟台山山頂からの眺めは、格別でした。関

根前委員長の奥様（ホストファミリーでもあり）による誘導の元

しっかりとしたハイキング研修になりました。 

 夕食は、磯部温泉の『西洋亭』をお借りして、そのご入浴は磯辺

日帰り温泉『恵の湯』へ行きました。インバウンドの学生にとって

は、日本の公衆浴場自体も貴重な体験の場になったのでは？と思い

ました。  

 その後オリエンテーション③として相互の学生たちの交流会としてゲームや会話等々でロー

テックスメンバーの主導により相当盛り上がった夜になりました。宿泊は、チーム分けをして

４つのバンガローに分かれて行いました。トイレが外に一箇所しかなく皆さん大丈夫だったの

でしょうか？ 

 翌朝は、オリエンテーション④として派遣学生は英語スピーチ、インバウンド学生は日本語

スピーチでの６か月間の感想等も交えて発表の場面となりました。 

 英語のスピーチでの発音や語彙の遣いかた、あるいはパワーポイントの画像や手法にまでか

なり細かいアドバイスも体験を交えたものやインバウンドのネイティブとしてのアドバイスも

ありこの企画（この時間、この集い）は、かなり有意義なものになりました。 

 冒頭でのご挨拶の中に『じっくり、ゆっくり、話し合いをして、そして分かり合う！そんな

オリエンテーションにしてほしい！！』という言葉がありましたが、まさにその狙い、思い通

りの場面になったと思います。 

 最後に昼食は、高崎市の『そばっ喰ひ』さんへ移動して高崎の街の眺望を楽しみながら今後

の活動の英気を養いました。青少年交換プログラムの学生達が皆様の例会にお邪魔させて戴く 

 青少年交換プログラムの学生達が皆様の例会

にお邪魔させて戴く機会があろうかと思います。

派遣学生には英語で、インバウンド学生には、

是非日本語で話しかけて欲しいと思います。残

りあと数カ月ですがどうぞ、よろしくお願い致

します。 

追伸 安中ＲＣの松岡会長よりバースデーケー

キの差し入れを戴きました。ホスト中のＳｏｎ

ｙａのお誕生日という事で♪おすそ分けを戴き

ました。ご馳走様でした。 



第6分区ロータリーデー記念植樹式典 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 

2017-2018 Vol.10 

07    

開催日 ： 2018年02月23日（金） 
場 所 ： 富岡市もみじ平運動公園 北ゾーン 
報告者 ： 第6分区ガバナー補佐 岡田 稔 

 1905年シカゴの中に将来森となるようにと1本の苗木を植樹した先人に倣って2月23日は

ロータリー創立記念日、同日は田中ガバナーの誕生日にもかかわらずご多忙のところ富岡市も

みじ平運動公園北ゾーンまでおいでいただき、更に富岡市長岩井賢太郎様もお迎えして、第6

分区８ロータリークラブの総勢117名のロータリアンのご参集をいただいたことは主催者とし

て、その好意と友情に感謝、まさに「奉仕の理念を共有する仲間同士」fellowshipを実感した

次第です。RI会長のイアン・ライズリー氏は2018年4月22日の「アースデイ」（地球環境に

ついて考える日）までに少なくとも1人1本の植樹をしようと呼びかけております。それを実行

すべくわずかに6本のヤマモミジの苗木ではありますが会員の意識の高揚、その契機となって

くれればとの思いです。また苗木の前面に記念の石碑も設置させていただいたことは永く

RI2840地区第6分区ロータリーデー記念植樹の証となることと思います。後日地元上毛新聞紙

上にも鍬入れ式の写真記事を載せていただき少なからず「公共イメージ」アップの一助になっ

たものと思います。今後とも「心に喜びを持てるロータリー人生」を願っております。 
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上毛新聞 
2018年2月13日掲載 

上毛新聞 
2018年2月26日掲載 
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上毛新聞2018年2月23日掲載 
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各分区のRotary Day日程表（第３四半期・１月～３月を予定） 

分 区 ガバナー補佐 日 程 会 場 備 考 内 容 

第１分区 大島 秀夫 3/21(水) 広瀬川河畔 
清掃 

(全６クラブ) 
広瀬川周辺の清掃 

第２分区A 遠藤 二三夫 2/8(木) 桐生ﾌﾟﾘｵﾊﾟﾚｽ 
タオル贈呈 

(全５クラブ) 
桐育乳児園への 
タオル・おもちゃ贈呈 

第２分区B 森田 高史 4/13(金) 伊勢崎駅 
植樹 

(全５クラブ) 
JR伊勢崎駅北口公園 
ﾄﾞｲﾂﾄｳﾋ植樹 

第３分区 永井 乙彦 3/11(日) ケルナー広場 
植樹 

(全６クラブ) 
河津桜植樹 

第４分区A 中野 正美 2/22(木) 東毛学習ｾﾝﾀｰ 
タオル贈呈 

(全５クラブ) 
太田市社会福祉協議会への 
タオル贈呈 

第４分区B 槻岡 行支 3/31(土) 多々良沼公園 
清掃 

(全５クラブ) 
次年度地区補助金事業 
(桜の植樹)準備の下草刈り 

第５分区 山田 晃 4/24(火) 花の駅美野原 
植樹 

(全６クラブ) 
中之条クラブ50周年記念 
事業との共同事業 

第６分区 岡田 稔 2/23(金) 富岡北部運動公園 
植樹 

(全８クラブ) 
紅葉の木3本植樹 

分 区 ガバナー補佐 日 程 会 場 備 考 内 容 

第１分区 大島 秀夫 4/14(土) ﾗｼｰﾈ新前橋 
第３分区との 
合同開催 

１年間の締め括りとして、
各クラブが達成した①会員
増強の成果と②公共イメー
ジアップのために貢献した
優れた社会奉仕活動を披露
してください。 対象者は、
会長・幹事・会長エレク
ト・会員増強委員長・公共
イメージ委員長・親睦委員
長・各奉仕プロジェクト委
員長・入会３年未満の会員
とします。 日程は、午後の
適当な時間（2時ごろ）から
開始し、最後には懇親会
（立食型式でも構いませ
ん。）を設営してください。 

第２分区A 遠藤 二三夫 4/15(日) 桐生ﾌﾟﾘｵﾊﾟﾚｽ 

第２分区B 森田 高史 3/25(日 伊勢崎ﾌﾟﾘｵﾊﾟﾚｽ   

第３分区 永井 乙彦 4/14土) ﾗｼｰﾈ新前橋 
第１分区との 
合同開催 

第４分区A 中野 正美 3/10(土) ﾃｲｱﾗｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽ 
第４分区Bとの 
合同開催 

第４分区B 槻岡 行支 3/10(土) ﾃｲｱﾗｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽ 
第４分区Aとの 
合同開催 

第５分区 山田 晃 4/8(日) ﾎﾃﾙｳﾞｪﾗｳﾞｨｰﾀ   

第６分区 岡田 稔 4/28(土) ｱﾐｭｰｽﾞ富岡   

各分区のIM日程表（第４四半期・４月～６月を予定） 
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開催日 ： 2018年02月24日（土） 15：30～18：00  
場 所 ： メトロポリタン高崎 
報告者 ： 地区副幹事 神宮 嘉一 

 本年3月を持ち晴れて米山奨学生を終了する学生たちとそのカウンセラー、地区の米山関係

者が一堂に会し、メトロポリタン高崎にて終了証の交付と歓送会が厳かに行われた。 

 田中ガバナーから学生一人一人に終了証が手渡され、そして学生たちからは奨学金を頂けた

ことに対して心からの感謝の気持ちや、日本という異国の地で暮らすことの苦労話などが語ら

れた。そこには笑顔、涙、緊張、安堵、等々様々な表情があった。きっと我々の想像をはるか

に超える終了証の重みがあるのであろう。 

 面接を受けた時にはまだ初々しく幼ささえ感じさせる奨学生たちが、1年もしくは2年の奨学

期間を終え、この春からは新たな道へと旅立っていく。一回り逞しくなったその姿を見ている

と、国を超えロータリーを通じて築かれた絆がきっと花開くであろうことが確信できる。巣

立っていく我が子たちの無事を願い、終了式、歓送会は幕を閉じた。 
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開催日 ： 2018年03月03日（土）  
場 所 ： 並木苑（安中市古屋329番地） 
報告者 ： 地区副幹事 岡田 千代美 

3月3日‘桃の節句’に、碓氷安中ロータリークラ

ブの「創立20周年記念式典」が安中市の並木

苑で行われました。碓氷安中ロータリークラブ

は11名の会員ですが、第六分区から115名とい

う大勢の方々が参加され、盛大に記念式典が催

されました。安中市市長様をはじめ商工会・Ｎ

ＰＯ法人国際地雷処理・地域復興支援・カンボ

ジアフレンド協会会長様また、新島学園など、

縁の深い方方が祝福に訪れ、小さなクラブなが

ら一心に活動してきたのが良くわかる記念式典

でした。11名の会員さんは全員がチャーター

メンバーだそうです。記念式典の準備も11名

全員が行い、10倍の人数のお客様を気持ちよ

く接待され櫻井会長と靜実行委員長の牽引力の

素晴らしさを見せていただいたような気がしま

す。2840地区の中で会員数は最少ですが、行

動力と団結力は最大ですね＾０＾ 
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開催日 ： 2018年03月03日（土）  
場 所 ： 並木苑（安中市古屋329番地） 
報告者 ： 地区副幹事 岡田 千代美 

16:00 受 付 

 

  

 

 司 会 幹事  室橋 信好  

17:00 点 鐘 碓氷安中ＲＣ会長 櫻井 幹男 

 開会のことば 実行委員長  靜 朋人 

 国家斉唱 ソングリーダー 和田 雅之 

 ロータリーソング（奉仕の理想） ソングリーダー 和田 雅之 

 来賓紹介 碓氷安中ＲＣ会長 櫻井 幹男 

 来訪クラブ紹介 碓氷安中ＲＣ会長 櫻井 幹男 

 会長挨拶 碓氷安中ＲＣ会長 櫻井 幹男 

 記念事業発表 認定ＮＰＯ法人  

  国際地雷処理・地域復興支援の会 

 祝 辞 第2840地区   田中 久夫ガバナー 

  安中市長       茂木 英子 

  群馬県議会議員    岩井 均 

    伊藤 清 

 ロータリーソング（我等の生業） ソングリーダー 伊藤 美帆 

 閉会のことば 副実行委員長 菅田 秀樹 

 点 鐘 碓氷安中ＲＣ会長 櫻井 幹男 

17:45 諸事お知らせ 碓氷安中ＲＣ幹事 室橋 信好 

  

 

 

 司 会 副実行委員長 和田 雅之 

18:00 祝 宴 アトラクション 

  新島学園弦楽団・新島学園管楽アンサンブル部 

 開宴のことば 碓氷安中ＲＣ会長 櫻井 幹男 

 祝 辞 スポンサークラブ 

   安中ＲＣ会長 松岡 将之 

 乾 杯 第六分区ガバナー補佐 岡田 稔 

 ロータリーソング（手に手つないで） 

19:30 閉宴のことば 碓氷安中ＲＣ会長エレクト 菅田 秀樹 

式 典  

 祝 宴  
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開催日 ： 2018年03月10日（土）  
場 所 ： ティアラグリーンパレス（ティアライースト） 
報告者 ： 地区副幹事  第４分区Ａ 川嶋 正靖・三村 治   
 第４分区Ｂ 市川 誠二・大草 良広 

３月１０日太田市のティアラグリーンパレスにて２０１７-２０１８年度国際ロータリー２８

４０地区第４分区Ａ・Ｂ合同のＩＭが行われました。第４分区Ａ・Ｂ全１０クラブ総勢約=１

２０名と田中ガバナーそして来賓に竹内パストガバナー、宮内がバナーエレクト、幹事・副幹

事をまじえて行われました。ＩＭのメインテーマ「さらにお互いの理解を深めるために」に

のっとり、各クラブの代表の方が順番に持ち時間８分の中で、本年度の活動の報告をしてもら

いました。各クラブの個性といろいろな活動、会員増強の結果などとてもためになる１日でし

た。 

登 録 15：00～15：30  IM 15：30～17：45  IM懇親会 17：50～19：30         

開会の言葉  第４分区Ｂガバナー補佐 槻岡 行支(大泉) 

点 鐘  第４分区Ａガバナー補佐 中野 正美(太田) 

国家並びに奉仕の理想斉唱 ソングリーダー 大塩 孝(太田) 

ガバナー挨拶 ＲＩ２８４０地区ガバナー 田中 久夫(高崎) 

来賓紹介  ＲＩ２８４０地区パストガバナー 竹内 正幸(太田) 

来賓紹介  ＲＩ２８４０地区ガバナーエレクト 宮内 敦夫(館林) 

来賓挨拶  ＲＩ２８４０地区パストガバナー 竹内 正幸(太田) 

各クラブ会長紹介 

各クラブ発表各 クラブ持ち時間８分 

講 評  ＲＩ２８４０地区ガバナーエレクト 宮内 敦夫(館林) 

閉会の言葉及び点鐘 第４分区Ａガバナー補佐 中野 正美(太田) 

 

IM懇親会  同会場(ラムハウス) 

会長挨拶  太田ロータリークラブ会長 大塩 孝(太田) 

乾杯  ＲＩ２８４０地区ガバナーエレクト 宮内 敦夫(館林)                                                          

締め  大泉ロータリークラブ会長 藤浪 信弘(大泉) 
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開催日 ： 2018年03月11日（日）  
場 所 ： 桐生プリオパレス 
報告者 ： 地区副幹事  阿久澤  嘉一 

3/11(日)桐生プリオパレスにおいて桐生ロータリークラブ創立65周年記

念式典・祝賀会が盛大に開催されました。 

 桐生ロータリークラブは日本で97番目、群馬県で最初のロータリーク

ラブであり３名のガバナーを輩出しております。スポンサークラブは東

京ロータリークラブと足利ロータリークラブ。20名のチャーターメン

バーで発足致しました。記念式典には亀山豊文桐生市長様、石原条みど

り市長様、山口正夫桐生商工会議所会頭様、森壽作桐生倶楽部理事長様、

田中久夫ガバナー様をお迎えして総勢79名の盛大な式典でありました。 

  記念式典次第 午後4時00分～ 

司 会  幹事 園田 誠 

点 鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱 奉仕の理想 

会長挨拶  桐生ロータリークラブ会長 前原 勝 

来賓並びに出席ロータリークラブ紹介 桐生ロータリークラブ会長 前原 勝 

物故会員並びに東日本大震災で亡くなられた方達への追悼 

記念事業発表・贈呈桐生ロータリークラブより桐生倶楽部へ 

来賓祝辞  桐生市長 亀山 豊文 様 

  みどり市長 石原 条 様  

  桐生商工会議所会頭 山口 正夫 様 

  第2840地区ガバナー 田中 久夫 様 

歴代会長・幹事表彰（直近5代 10名） 

お礼の言葉  桐生ロータリークラブ会長エレクト 松島 宏明 

点 鐘 

諸事お知らせ 

  祝賀会次第 午後5時30分～ 

司 会  幹事 園田 誠 

開宴の言葉  桐生ロータリークラブ会長ノミニー 須永 博之 

祝宴の挨拶  桐生ロータリークラブ会長 前原 勝 

祝 辞  足利ロータリークラブ会長 藤生 浩貴 様 

祝 杯  第2840地区第2分区Aガバナー補佐 遠藤 二三男 様 

祝 宴 

ロータリーソング斉唱 手に手つないで 

閉宴の言葉  桐生ロータリークラブ副会長 大友 一之 
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開催日 ： 2018年03月17日(土)・18日(日) 
場 所 ： 伊香保 福一 
報告者 ： 地区副幹事  滝野瀬 博志 

 去る３月１７日（土）・１８日（日）に、２

０１８～１９年度「会長エレクト・次年度幹事

研修セミナー」が開催されました。第一日目の

午前中、田中ガバナー、宮内ガバナーエレクト、

竹内地区研修委員長のあいさつ、地区役員の紹

介の後、宮内ガバナーエレクトより国際協議会

の報告があり、その中でバリー・ラシン会長よ

り２０１８～１９年度ＲＩ年次テーマ「BE  

THE INSPIRATION」が提示され、バリー・ラシン会長の思いが説明されました。それを受

けて、宮内ガバナーエレクトは地区スローガン「クラブを元気に 世界に奉仕を みんなで回

そうロータリーの輪」を詳しく説明されました。更に地区目標、地区組織、年間スケジュール、

地区予算等が説明され、午前の部は終了しました。 

午後は、各委員長から委員会方針の発表、その後田中ガバナーから「会員増強・退会防止につ

いて」の講話を頂き、更に牛久保パストガバナーよりガバナー事務所の運営に関してお話があ

りました。その後、各分区毎に別れ、ガバナー補佐をリーダーとしてRLI方式にて「会員増強

と退会防止」「公共イメージの向上について」「地区目標の把握について」をテーマとし、熱

心に活発な討議がなされ第一日目を終了しました。懇親会前に竹内地区研修委員長より一日目

の講評を頂き、懇親会、二次会等において各会員同士の親睦が図られたと思います。 

 第二日目は、８時３０分より開始され、ガバナー補佐より抱負及び分科会報告がなされ、 

その後、各会長エレクトより一年

間の抱負及び方針が発表されまし

た。そして全クラブを代表して、

宮内ガバナーエレクトより伊勢崎

RC新井会長エレクトに修了証が

授与され、竹内地区研修委員長の

講評、宮内ガバナーエレクトの御

礼のあいさつがあり、二日間にわ

たるセミナーが終了いたしました。 

 参加されました皆様、本当にお

疲れさまでした。ご協力頂いたこ

とに心より感謝申し上げます。あ

りがとうございました。 
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 今日は理事長夫婦と一緒に美侖啓能発展

センターに観音寺RCからの震災寄付金贈呈

式を行い、または2840地区と田中ガバナー

からの二百万円寄付金震災対象施設を視察

しました。 

 このセンターは私立であり、公からの補

助は限られまして、民間への募金活動も活

躍していなくて、常に経費不足な状態で、

このセンターにいる先生たちは本当に苦労

しています。2月6日の花蓮地震によりエレ

ベーター、熱水器、電気製品、タイルと壁

も損害を受け、修復するための経費はまた

多額不足です。四十名の学生に安全な環境

を設けるため、民間社会からの援助を期待

しています。 

 日本の2840地区と観音寺RC、ありがと

うございます！ 
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審議会立法案検討委員会 
委員長・代表議員 曽我 隆一 

 昨年２０１７年１０月に開催された決議審議会に当２８４０地区から提出し、採択された１

７R-０６「クラブの柔軟性による効果について調査することを検討するようRI理事会に要請す

る件」に関して、本年３月７日付けにてRIの担当から現状報告のメールが届きましたので、ク

ラブ会長・幹事におかれては、趣旨把握の上、今後のクラブ運営に生かされますことを期待申

し上げます。 

 第２８４０地区会員の皆さまへ 

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 国際ロータリー理事会は、クラブの柔軟性による効果について調査することを検討するよう要

請した貴地区に感謝の意を表しました。 

 クラブが導入できるようになった柔軟性の取り組みは、開始以来１８ヵ月となります。国際

ロータリーは、現在可能になっている変更の種類についてガイドラインや指針を提供するため、

積極的にクラブや地区と協力しているとともに、柔軟性を取り入れているクラブの実例を収集

しています。 

 クラブの柔軟性が会員の入会促進と参加に及ぼす影響について、現時点で全体的な結論を出

すのは時期尚早と思われますが、事務総長はクラブによる柔軟性導入の実例やそれが長期的に

もたらす影響について、積極的に情報を収集し、保管しています。事務総長は更に、さまざま

な柔軟性の選択肢が会員増強にもたらす短期・中期・長期的な影響について情報収集し、分析

する方法として、会員の経験についてお伺いする継続的なアンケート調査をどのように利用で

きるかについて模索しています。 

 末筆となりましたが、ロータリーでのご尽力に改めて御礼申し上げます。 

会員増強担当部ディレクター 

ブライアン・キング 
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1. 木曜日発行の弊紙にて、国際ロータリー第２８４０地区４６クラブのクラブ紹介を毎週１
クラブずつ行う 
 

2. 記載項目は、 
• クラブ紹介（クラブの特徴やトピックス） 
• 会長挨拶 
• クラブ概要（会長・幹事名、事務局所在地、例会情報など） 
上記項目を合計６００字程度で記述 
 

3. 会長顔写真を掲載 
 

4. フォーマット案は以下の通り 

  RID2840クラブ紹介について 
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記事内容：クラブの紹介 
原稿（会長の写真を添えて）の提出先：ぐんま経済新聞社 編集部 後藤 多麻実 様 

goto@gunkei.com まで 

  記事掲載企画 

  
  

RC 
新聞掲載日 
（木曜日） 

原稿締切日     
（厳守） 

第2分区A 

桐生 3/29 

2/22 
桐生南 4/5 

桐生西 4/12 

桐生中央 4/19 

桐生赤城 4/26 

3/26 

第1分区 
 

前橋 5/10 

前橋西 5/17 

前橋東 5/24 

前橋北 5/31 

前橋南 6/7 
5/7 

前橋中央 6/14 

mailto:goto@gunkei.com
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  2/22 掲載 ＜伊勢崎ロータリークラブ＞ 

  3/1 掲載 ＜群馬境ロータリークラブ＞ 
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  3/8 掲載 ＜伊勢崎中央ロータリークラブ＞ 

  3/15 掲載 ＜伊勢崎南ロータリークラブ＞ 
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  3/22 掲載 ＜伊勢崎東ロータリークラブ＞ 
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開 催 日 項 目 場 所 

2018年 
 
 

4月 

8日(日) 第5分区 IM ホテルべラヴィ―タ 

14日(土) 第1分区・第3分区 合同IM ラシーネ新前橋 

15日(日) 第2分区A IM 桐生プリオパレス 

21日(土) 地区補助金最終審査会 前橋商工会議所 

22日(日) 
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 

22日(日) 
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 

22日(日) 
継続米山記念奨学生  

資格審査面談 
前橋問屋センター会館 

28日(土) 第6分区 IM ホテルアミューズ富岡 

5月 13日(日) 地区研修・協議会 東洋大学板倉ｷｬﾝﾊﾟｽ 

6月 
 

9日(土) 米山学友総会 
ホテルメトロポリタン 

高崎 
9日(土) 米山記念奨学生指定校選定会議 

16日(土) 第5回ガバナー諮問委員会 エテルナ高崎 

16日(土) 現・新地区役員合同連絡会議 エテルナ高崎 

17日(日) 
青少年交換受入学生歓送会・ 

夏季交換学生歓迎会 
前橋問屋センター会館 

24~27日 国際大会 カナダ・トロント 



周年行事予定クラブ 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 

2017-2018 Vol.10 

25    

開 催 日 項 目 場 所 

2018年 

4月 

7日(土) 
太田南ロータリークラブ 
40周年記念式典 

太田ナウリゾート 
ホテル 

24日(火) 
中之条ロータリークラブ 
50周年記念式典 

花の駅 美野原 

21日(土) 
館林ロータリークラブ 
60周年記念式典 

レストラン 
ジョイハウス 

5月 

12日(土) 
富岡かぶらロータリークラブ 
15周年記念式典 

ホテルアミューズ富岡 

19日(土) 
高崎北ロータリークラブ 
50周年記念式典 

ホテルメトロポリタン 
高崎 

26日(土) 
新田ロータリークラブ 
35周年記念式典 

ティアラグリーン 
パレス 
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氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

立原 寿一 
高崎 
2018年01月23日 
生命保険 
朝日生命保険 
  相互会社群馬支社 
支社長 
広瀬 雅美 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

安藤 智 
前橋 
2018年02月27日 
旅行 
(株)JTB関東  
  法人営業群馬支店 
支店長 
小林 哲 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

大嶋 秀樹 
前橋北 
2018年02月05日 
ビルメンテナンス業 
(株)協和 
代表取締役社長 
亦野 高裕 
 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

石原 理沙 
高崎 
2018年01月23日 
福祉サービス 
株式会社 
     メディカルサポート 
施設長 
田中 久夫 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

井上 正春 
高崎 
2018年01月23日 
プラスチック製品製造 
菊屋株式会社 
専務取締役 
関口 俊介 
 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

PIMSUP JARUWAN 
高崎東 
2018年01月11日 
飲食業 
(株)ムアンタイ 
代表取締役 
塚田 且美 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

柴山 聡一郎 
藤岡 
2018年03月01日 
ＬＰガス販売 
(株)シバヤマ 
代表取締役 
富岡 直博 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

飯田洋之 
太田南 
2018年03月06日 
水道事業 
明電プラント 
  システムズ株式会社 
理事 
久保田文彦 
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謹んでお悔やみ申し上げます 

氏名 
クラブ 
入会日 
退会日 
享年 

勤務先 
 

前田 勇  
前橋ロータリークラブ 
1969年11月4日 
2018年3月11日 
87歳 
(株)マエダスタジオ 

1992-1993年度第40代会長 
ベネファクター 
マルチプルポールハリスフェロー4 
米山功労者(マルチプル4) 
 

 前田 勇会員は1969年に入会され今日まで49年間の長きに亘りロータリー活動をクラブ内は
もとより、地区レベルで格別なる実績を残されました。 
 前橋クラブ輩出のPDG齋藤 純雄、上野 英夫、細渕 久雄の歴代ガバナーの基軸スタッフ
としての功績は多大であります。 
 ここに秀逸ロータリアンを失ったことは痛恨の極みであるとともに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会長 小林 要一 
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「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。 

文庫資料から 

（367号） http://www.rotary-bunko.gr.jp  

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 

「ロータリーを語る」  ロータリー復帰協議会  1948 45p 

「奉仕こそ我がつとめ」  小林 雅一 訳   
（東京R.C） 

1956  143p 

「そろばんと論語」   塚本 義隆   1974 60p 

「はげすずめ」    安野 譲次  1974 139p 

「ロータリーの心得」  ガイ・ガンデッカー著：田中 毅 訳 ー 33p 

「やさしいロータリーの話-間柄の美学- 」    佐藤 千壽  1984 27p 

「The Meaning of Rotary ロータリー解析」Vivian Carter著：田中 毅 訳 1999 99p 

「ロータリーへの道〔三訂版〕」   ポール・ハリス著：柴田 實 訳  
（ 成田R.C） 

2011 372p 

「『ロータリーの理想と友愛』読本」    富田 英壽 編著 2016 274p 

〔上記申込先：ロータリー文庫〕 
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年

度

初

月

初

月

末

増

減

女

性

前橋 4 75.28 118 119 120 1 10

前橋西 4 72.56 58 60 60 0 6

前橋東 4 80.66 51 51 51 0 5

前橋北 3 89.23 70 74 73 -1 2

前橋南 4 86.05 40 43 43 0 2

前橋中央 3 80.56 27 26 26 0 6

合計 80.72 364 373 373 0 31

桐生 3 71.01 63 65 65 0 6

桐生南 3 81.16 24 23 23 0 1

桐生西 4 88.63 59 63 63 0 8

桐生中央 4 66.61 21 21 21 0 3

桐生赤城 4 79.12 42 44 45 1 9

合計 77.31 209 216 217 1 27

伊勢崎 4 90.03 88 88 88 0 3

群馬境 4 79.76 22 26 26 0 1

伊勢崎中央 4 82.14 84 87 87 0 6

伊勢崎南 3 76.77 30 33 33 0 1

伊勢崎東 3 94.79 32 32 32 0 1

合計 84.70 256 266 266 0 12

高崎 3 85.83 118 127 127 0 12

高崎南 4 74.65 68 72 72 0 7

高崎北 4 71.67 66 65 65 0 0

高崎東 3 76.67 40 43 43 0 3

高崎シンフォニー 4 70.35 41 43 43 0 4

高崎セントラル 4 76.92 34 34 34 0 0

合計 76.02 367 384 384 0 26

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 純増減会員数 女性会員 当月出席率

46 2063 2120 2120 0 145 79.18

クラブ数
会員数

年

度

初

月

初

月

末

増

減

女

性

太田 4 81.50 71 73 73 0 3

太田西 3 90.67 18 18 18 0 2

太田南 3 88.05 46 46 47 1 3

新田 3 92.00 18 25 25 0 2

太田中央 4 81.02 55 54 54 0 3

合計 86.65 208 216 217 1 13

館林 4 84.62 49 52 51 -1 2

大泉 4 77.01 33 34 34 0 3

館林西 4 82.95 21 23 23 0 1

館林東 4 85.94 23 21 21 0 3

館林ミレニアム 4 80.74 25 26 26 0 0

合計 82.25 151 156 155 -1 9

渋川 4 95.83 62 62 63 1 5

沼田 3 60.00 67 70 70 0 2

草津 3 37.50 17 17 16 -1 1

中之条 3 77.43 21 22 22 0 2

沼田中央 4 82.60 51 44 44 0 3

渋川みどり 4 75.20 37 38 38 0 2

合計 255 253 253 0 15

富岡 4 92.77 44 45 45 0 4

藤岡 4 84.00 51 52 52 0 2

安中 4 60.79 51 51 51 0 3

藤岡北 4 62.29 17 15 15 0 1

富岡中央 4 83.07 37 39 39 0 1

碓氷安中 5 69.09 10 11 11 0 1

藤岡南 3 76.93 16 16 15 -1 0

富岡かぶら 3 89.74 27 27 27 0 0

合計 77.34 253 256 255 -1 12

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

2018年2月末現在 
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今回も、この「ガバナー月信」紙上に余白部分ができたので、それを借りて「ロータリー」の

周辺にある言葉を薀蓄披露します。関心のある方はお付き合いください。 

 

  

田中ガバナーの薀蓄 その10 

第10話：Rotary Day（ロータリーデー）とIM 

 私の年度も第4四半期を迎え、各分区（グループ）でRotary 
DayとIMが行われるようになってきました。そこで、いったい
Rotary DayとIMとは何を意味するのかについて蘊蓄を披露しま
しょう。 

 まず、Rotary Dayですが、1905年2月23日に、ポール・ハリ
スと3人の仲間がシカゴのユニテイ・ビル711号室に集まり、
ロータリーが誕生しました。このロータリー創立記念日をロータ
リーデーといい、それを祝うイベントが各地で行われることに
なったものです。2014-2015年度のRI会長ゲイリーC．K．ホア
ン氏はこのロータリーデーを推進し、地域社会の人々に、楽しみ
ながらロータリーを学んでもらうイベントを催し、ロータリーを
紹介することを奨励しました。当時、この年度の当地区のガバ 

（1998年4月）第3分区のIMの会
場で、当時、まだRI理事に就任さ
れる前の重田政信パストガバナー
（高崎北RC）にバッタリお会いし、
「田中君、君もロータリーに入っ
たのか」と声を 

掛けていただいたことです。実は、
重田先生は私が幼少時の頃の掛か
り付けのお医者様（小児科医）で
したので、私の顔を覚えていてく
れたのです。あの瞬間もまた、私
のロータリー・モメントかも知れ
ません。 

ｼｶｺﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ本部内のポール・ハリス像と 
            当時の弁護士事務所復元ｺｰﾅｰ 

シカゴ・ロータリー本部の 
            ポール・ハリス像 

ナーは竹内正幸氏（太田RC）で、2015年4月22日に世界文化遺産・国宝の旧富岡製糸場正門
に新たに「世界文化遺産」・「国宝」の表記を加えた看板を製作・寄贈し、加えて地区のロー
タリアンによる同製糸場の除草作業を実施しました。高崎RCは25名ほどが参加し、昼食には富
岡の「萬屋」で酒食を楽しんだのを覚えています。 

 次にIMですが、正式名称はIntercity Meeting（都市連合会）といい、近隣クラブが共通の
テーマで語り合い、知己の輪を拡げる意義は大きく、ほとんどのIMはフォーラムと懇親会が
セットになっている形式がとられているようです。この開催は、すべてガバナーの裁量の下に
ありますので、開催しない年度もあります。私のIMの思い出は、高崎RCに入会間もない 
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 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 tanaka@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。 

 この月信のPDFデータを印刷して、クラブの第一例会で会員の皆様に回覧いただきたく存じ
ます。よろしくお願いいたします。 

ガバナー月信に関して 

表紙写真解説 たかさきスプリングフェスティバル 

 平成と共に産声をあげたこのフェスティバルも今年３０回目の記念の年を迎えます。 
市民の皆様に暖かな春の一日を楽しんでいただくことを目的に、市民による実行委員会で運営
しております。 
 毎年、好評を得ている市民芸能祭・フリーマーケット・青空てんと村や里山ひろばは勿論の
こと、昨年に引き続き「ぐんまちゃん」が登場し、地元・高崎のタカポン・たか丸とともに元
気よく会場を盛り上げます。 
 陽春の暖かな一日を、多くの市民の皆様に楽しんでいただければと考えています。 
 
 
 
日    時 ： 平成３０年４月２９日（日・昭和の日） 
会    場 ： 市庁舎前広場・音楽センター周辺城址公園・音楽センター 
問い合わせ先 ： 高崎市役所 総務部 文化課 
         電話  ０２７-３２１-１２０３ 

mailto:tanaka@rid2840.jp

