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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 

 2017-2018年度の当地区のガバナー田中久夫（高崎RC）です。これからの１年間、ガバ
ナーとして精一杯頑張りますので、皆様のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

 さて、ガバナーには、地区や会員に対しての各種の義務が課されていますが、その１つに
「ガバナーは、地区内の各クラブ会長およびクラブ幹事と、少なくとも月に１度、連絡を取
る義務がある。」（2013年手続要覧p.28）として、地区内のクラブリーダーに地区やRIに
関するニュースやお知らせを伝える手段として月信を活用することが求められています。ま
た、この月信は、ガバナー補佐、パストガバナー、インターアクトクラブ、ローターアクト
クラブ、クラブ・地区支援室職員にも閲覧できるようにすべきであり、その方法は、電子
ニュースレター、ビデオメッセージ、地区ウエブサイト上にリンクさせるなど、さまざまな
形式で発信することができるとされています（当地区では、地区HPにアップして、皆様の
クラブで印刷していただく方法を用いていますのでよろしくご活用ください。）。 

  

そこで、この７月号から毎月１度、皆様あてにガバナーからの情報提供をしていきますので、
この月信を地区との情報交換の手段として大いにご活用ください。また、ガバナーからの一
方通行の手段としてだけでは勿体ない（味気ない）ので、この紙面をオープンにして、皆様
からの情報提供も積極的に求めていきたいと想います。皆様の日頃の愛読誌「ロータリーの
友」の第2840地区版としてご認識ください。 

  

 ところで、皆様のクラブでは、このガバナー月信をどのような形で会員の方々に閲覧して
いますか？ただ１部だけを印刷し、例会時に無言で（なんらの告知もなく）回覧するだけの
やり方ですか？ガバナーからの重要な情報提供があったり、地区内ではどんなスケジュール
が実施されているのかを知る地区内事情の宝庫でもある月信です。一般の会員の皆様が、地
区に関心を持ち、自分とクラブ、地区、RIとの繋がりを確認できる大切なツールです。ど
うか、会員の皆様に閲覧してもらう方法を工夫してください。ガバナー月信との繋がりに
よって、いずれ皆様のクラブから、勇躍地区に出向して興味のある地区委員会に所属したい
と考える若手が出てくるかも知れません。そして、それが会員増強、退会防止に繋がる第一
歩になることを望みます。 

  

 今後ともよろしくお願いいたします。 



ガバナープロフィール 田中 久夫（高崎RC） 
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生年月日 
住  所 
職  業 

 
 
 

学  歴 

 略歴 

 ロータリー歴 

1957 年 2 月 23 日生 
高崎市東町 
職業分類 大学教授 
現  職 高崎経済大学 教授・経営学博士 
     さくらジャパン税理士法人 税理士・ 
     社会保険労務士 
中央大学商学部会計学科卒業 
明治大学大学院経営学研究科修了 
横浜市立大学大学院経営学研究科修了 

【クラブ】 

【地区】 

【その他】 

1998年 4月 
2009-10年度 
2014-15年度 

2011-12年度 
2012-13年度 
2013-14年度 
2014-15年度 
2015-16年度 
 
 
2016-17年度 

高崎ロータリークラブ入会 
幹事 
会長 

米山記念奨学委員会委員 
世界社会奉仕・友情交換委員会委員長 
米山記念奨学委員会委員長 
米山記念奨学委員会委員長 
ガバナーノミニー 
地区研修委員会委員 地区戦略計画委員会委員 
米山記念奨学委員会委員長 
ガバナーエレクト 
地区研修委員会委員 地区戦略計画委員会委員 
管理運営・ＩＴ委員会委員長 

ベネファクター 
ポール・ハリス・フェロー（マルチプル15）、メジャードナー 
米山功労者メジャードナー（第12回） 
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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  

■ 2017-2018年度イアンHS．ライズリーRI会長は、次のように述べています。「ロータ
リーには112年の豊かな歴史があります。この間にロータリーは、徐々に成長し、成熟し、会
員と地域社会の変わりゆくニーズに適応しながら、ある意味で大きく変わってきました。しか
し、その根底にあるものは同じです。地域社会と世界に変化を生み出したいという願い、ロー
タリーを通じてそれを実現したいと願う人々が集まった組織がロータリーだということです。
「ロータリーとは何ですか」という問いに、私たちは行動をもって答えます。奉仕を通じて変
化をもたらすことが出来ると信じています。どのような方法で奉仕することを選んだとしても、
私たちは奉仕を通じて人びとの人生に変化をもたらせることが出来るはずです。私たちは、自
分たちの活動が誰かの人生をより良くしていることを知っているのです。」と。そして、今年
度のRIテーマを 

「ROTARY：MAKING A DIFFERENCE」（「ロータリー：変化をもたらす」） 

とし、ロータリー自体、ロータリアン自身が時代の要請に従って変化をし、奉仕を通じて人々
の人生に良い変化をもたらすことができると信じている、と語っています。その柱には①会員
組織の強化、特に年齢構成と男女のバランスの重要性を掲げ、またそのためには、②ロータ
リーの公共イメージの認知・向上が何より大切であるとも述べています。 
 
 
■ それを受けて私は、2017-2018年度の地区目標を 
 

「ロータリーのある人生を誇りにしよう」 

（Rotary`s Mind is Our Pride. We are Rotarian. We are One.） 

 
としました。私たちが心から愛するロータリーに集う仲間を増やし、一緒に地域社会に意義あ
る奉仕活動を行うことによって、ロータリーの素晴らしさを発信していく、という一連のサイ
クル（会員増強、奉仕活動の実践、公共イメージの向上）の充実を目指すことにしました。 
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■ そこで、2017-2018年度当地区の二大目標は、 
  
 
 
 
 
 
と定めます。１年が終わったとき、この目標を達成し、充実感溢れた想いを地区の皆さんと共
有したいと願っています。皆さん、この１年間は何よりもロータリーを優先して人生を送って
ください。きっと、ロータリーのある人生が誇りになることでしょう。ロータリーに入って良
かった、仲間がいて良かった、こんな素晴らしい思い出を残しましょう。 
 
■ また、会員の皆さんには、１年間他クラブへのメークをお願いします。メークをすること
によって、自クラブの良いところや課題を知り、また他クラブの素晴らしい点を見習うことが
出来ます。さらには、多くの仲間との出会いが生まれ、クラブを越えた親睦関係が構築できる
はずです。会長・幹事さんは、メンバーからのメーク・カードをカウントし、１年が経った時
に表彰をしてあげてください。そして、地区でもその数字を教えていただき、次年度の地区大
会では上位の方に表彰の栄誉を贈りたいと考えています。 
 
■ クラブへの例会公式訪問は、分区単位の合同例会形式による公式訪問といたしました。そ
の理由は、「会員必携」のなかに記載してありますのでご一読いただくとして、本当の趣意は、
会員相互の親睦関係を充実したい、との考えからきたものです。そのため、必ず全員の出席を
お願いいたします。 
 
■ 地区大会（11/19（日））も同様に、全員登録、全員出席をお願いいたします。また、各
クラブの姉妹クラブにも是非声を掛けていただき、地区大会に参加していただけるようお誘い
ください。ホストクラブの高崎RCが総力を挙げて皆様を歓待し、思い出に残るイベントになる
よう全力を出し切ります。高崎RCの姉妹クラブである金沢百万石RCも全員が参加すると言っ
ています。金沢の花街から、綺麗な芸妓衆を伴って来てくれることになっています。打ち上げ
の懇親会では、芸妓衆の華麗な歌と踊りを披露してくれることになっています。地区大会はあ
る意味お祭りです。大いに楽しんでいただきたいと思います。 
 
■ 2018年の6/24～6/27には、カナダのトロントにおいて国際大会が開かれます。公共イ
メージ委員会のメンバーとともに一緒に行きましょう。6/24には、現地にて楽しい「地区ナイ
ト」を企画します。 
 
■ 最後に、私の人生のモットーである、た（楽しく）、な（仲良く）、か（格好良く）のタ
ナカismを皆様に贈ります。健闘を祈ります。 
 We are Rotarian. We are One. 
 これを、１年間は各種の宴会において、「乾杯」の発声の代わりに使いたいと思います。賛
同してくれるクラブ様には、是非ご多用ください。 

①会員増強（各クラブ純増１割） 

②公共イメージ戦略の実践（ポスターの掲示、マスコミの活用等） 
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• 特に若手候補者、女性候補者の加入促進 
• 各クラブの会員候補ターゲット層（年齢、性別、人脈、若手団体、地域等）の再確認 
• 各クラブの会員増強委員長人事の若返り促進 
• 月１回の会員増強会議（若手会員中心）の開催 

① 公共イメージ・ポスターの製作・配布、会員の事業所・応接室に掲示、来客への広報 
② 上毛新聞、ぐんま経済新聞（会員増強用各クラブ紹介欄の設置）におけるロータリーク

ラブの記事掲載 
③ その他各分区内におけるミニコミ誌・タウン誌等に同様企画の記事掲載の提案依頼 

① 通 期 know other clubs キャンペーン（他クラブ・メーク）の実践（個人単位・ク
ラブ単位）による他クラブとの交流の推進 

② 第1・四半期 クラブ公式訪問の分区単位による実施（8月～9月）により、各分区内の
会員相互の仲間意識の発現 

③ 第2・四半期 地区大会（11/19）への全員参加による第2840地区内の結束および海外
姉妹クラブの招待・参加による世界中の仲間達とのロータリー家族の仲間意識の共有 

④ 第３・四半期 Rotary Day の開催（1月～3月）：分区単位（または合同）による共同
社会奉仕活動の実施・地域コミュニティへのロータリー活動の積極的発信、植樹の提案
（1人1本） 

⑤ 第４・四半期 IMの開催（4月～6月）による各分区内の会員の仲間意識の醸成：１年
間の会員増強の成果と公共イメージ・アップ正解事例の発表（複数分区の合同開催も可
能） 

 １．RI会長賞を目指そう 

 ２．会員増強・退会防止…年度末目標 クラブ目標純増1割地区目標2,400名 

 ３．公共イメージ向上への戦略実践 

 ４．会員相互において「ロータリアンであることの誇り」の認識の共有 

① 地区補助金を有効に活用しよう（複数クラブによる共同事業も視野に） 
② グローバル補助金を有効に活用しよう（米山学友会等を活用） 

（米山記念奨学会創立50周年を祝おう） 

 ５．ロータリー財団による補助金の活用 

 ６．ロータリー財団寄付150ドル、ポリオ寄付30ドル、米山寄付16,000円の達成 
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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  

豊川一男直前ガバナー 様 

豊川一男直前ガバナー 様 
  
 １年間の大役、誠にご苦労さまでした。豊川ガバナーは、当地区のロータリアン約2,100名
を立派に率い、皆に楽しい時間を与えてくださいました。特に親しくしていた私達に幸せな気
持ちを与えてくださった充実の１年でした。 
 ロータリーの年間スケジュールは、毎年度概ね決まった時期に決まった行事を繰り返してい
くのが安心、安直であるということは自明のことですが、貴殿はおそらく過去に例のない地区
大会の４月開催という難事に挑戦されました。その趣旨は、１年間の締めくくりの時期に年度
の総仕上げとして地区大会を祝いたいとのことでしたが、実際、当日（4/16（日））は絵に描
いたような快晴のもと、新緑の薫りに包まれた清新な会場において、賑やかでかつ参加者の笑
顔溢れるなか、大会日程が進行していきました。その日程の最後の瞬間に、貴殿は壇上で自身
のガバナーとしての１年間を振り返り、胸に込み上げるものがあったのか、若干涙ぐんでいる
かのように見受けられました。その答えは、後日貴殿からのお手紙で知ることになりましたが、
その時は涙の事情を知る由もなく、地区大会をやり遂げたという満悦の涙なんだろうと受け止
めておりました。 
 ところが、その後のお手紙で、私たちは涙の本当の意味を知ることになりました。１月頃再
発した病いのなか、苦しい闘病生活を続けられ、地区大会を自身のガバナー・イベントの集大
成として成し遂げる、という強い責任感のもと、男らしく誰にも病状を打ち明けることもなく、
４月のその日の完遂を待っていたことを・・。貴殿の一番近くにいたエレクトの私が、貴殿の
体調の変化にまったく気づきませんでした。貴殿は、それくらい周りを気づかえる成熟した大
人でありました。残念でなりません。いまでは、貴殿は地区大会のあり方に変化をもたらした
うえ、それに私たちロータリアンが正しく対応できるかを優しい眼で見守っていたかのように
感じています。 
 豊川一男直前ガバナーは男らしい人です。静かな男です。優しい男です。皆に幸せな気持ち
を与えてくれる男です。 
 再び、ロータリー行事でお会いしたいです。直前ガバナーとして、私たちへのご指導を待っ
ています。１日も早いご回復を祈念しております。 
  
追記 本日、6月24日、豊川一男ガバナーの訃報に接しました。現役ガバナーとして、残り僅
か１週間を満了することなく天に召されることはあまりに無念のことと存じます。さぞかし悔
しい想いでしょう。どうか、安らかにお休みください。今後のことは、残された私たちが責任
をもって受け継ぎます。合掌 

ガバナー 田中久夫 
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公認会計士。1976 年に自身が設立したIan Riseley & Co. の社長。同社設立以前は、大手会
計事務所や企業の監査および経営コンサルティング部門に勤務。 
私立・公立学校の理事、サンドリンガム市諮問グループのメンバー、Beaumaris Sea Scouts 
Group の会長、Langi-Taan スキークラブの会長などを務めた経験があり、現在は多くの慈善
団体で名誉監査人やアドバイザーを務めている。東チモールでの活動を称えられてオーストラ
リア政府より「AusAID Peacebuilder Award」を受賞。オーストラリアの地域社会への貢献
が認められてオーストラリア勲章を受勲。また、ロータリー財団からは「ポリオのない世界の
ための奉仕賞」の地域賞を受賞。 
 
1978 年にロータリークラブ入会。RI 財務長、理事、数々のRI および財団委員会の委員長と
委員などを歴任。パストガバナーであるジュリエット夫人とともに、メジャードナーおよび
ロータリー財団遺贈友の会会員。お二人のお子さんと4 人のお孫さんがおり、ムアルーダック
にある自宅の7 ヘクタールの敷地では、持続可能で有機的な生活哲学を実践している。 
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ロータリー戦略計画の3つ優先項目（クラブのサポ ートと強化、人道的奉仕の重点化と増加、
ロータリーの公共イメージと認知度の向上）とかかわる目標を達成するクラブは、発展し、地
域社会に変化をもたらします。今年度の会長賞は、これらの優先項目を支える活動をしたクラ
ブを表彰するものです。受賞基準となっている項目は、2017 年7 月1日～ 2018 年6 月30 日
の 間に達成する必要があります。 多くの項目の達成状況は、RI データベースを用いて国際
ロータリーが自動的に確認できるものです。ただし、一部の項目については、国際ロータリー
で達成状況を確認するために、クラブがロータリークラブ・セントラル、ロータリーショー
ケース、ロータリーアイデア応援サイトを通じて情報を入力する必要があります。 ガバナーの
皆さまへ： ガバナーも地区内クラブの活動状況をオンラインで確認できます。定期的にクラブ
と連絡を取り、会長賞への参加を通じて地域社会に「変化をもたらす」 ために、クラブをご支
援いただけますようご協力をお願いいたします。 
詳細：www.rotary.org/ja/presidential-citation お問い合わせ：riawards@rotary.org 
One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA 
www.rotary.org 

 受賞資格 

 必須活動 

2017 年7 月と2018 年1 月のクラブ請求書の支払いを遅延なく行う。 
ボランティアに費やした時間と奉仕プロジェクトへの支援を、ロータリークラブ・セントラル
で報告する。これにより、世界中でロータリーが与えた影響を測り、広報に活用できる。 

さまざまな考え方や経験をもつ会員がいれば、クラブに新鮮なアイデアがもたらされ、地域の
ニーズを幅広い角度から理解できます。クラブが地元や世界に変化をもたらすには、会長の積
極的参加を促し、そのスキルと関心を生かし、会長の声をクラブの未来に反映させていくこと
が大切です。 
 
クラブの会員基盤を広げ、多様な会員を増やし、積極的な参加を促しましょう。 

 クラブのサポートと強化 

以下のうち少なくとも４項目を達成： 

 ロータリークラブ・セントラルで少なくとも10の目標を設定する。 
 クラブの戦略計画を更新または立案する。達成をロータリークラブ・セントラルで報告する。 
 会員数の純増：ロータリー記録上、2017年7月1日と比べ、2018年7月1日時点で、会員数

50名以下のクラブは少なくとも1名、会員数51名以上のクラブは少なくとも2名の会員純増
を達成する。 
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 人道的奉仕の重点化と増加 

 女性会員の純増：会員数50名以下のクラブは少なくとも1名、会員数51名以上のクラブは少
なくとも2名の会員純増を達成する。 

 40歳未満の会員の純増：（1977年7月1日よりも後に生まれ、2017年7月1日～2018年7月
1日に入会した会員が対象）会員数50名以下のクラブは少なくとも1名、会員数51名以上の
クラブは少なくとも2名の会員純増を達成する。 

 例会以外の活動に会員が参加する。ロータリークラブ・セントラルに、クラブの親睦活動を
少なくとも1つ入力するか、50%を超える会員がクラブの奉仕活動に参加したことを記録す
る。 

 地域社会におけるロータリーの影響を広げるために、新しいロータリークラブまたはロータ
リー地域社会共同隊（RCC)を提唱（または共同提唱）する。RCCを提唱するには、ロータ
リー地域社会共同隊結成書式に記入し、RIに提出する必要がある。新しいロータリークラブ
を提唱する場合、新クラブが設立申請書を提出する際に提唱ロータリークラブ名がRIに報告
される。 

 若い人のロータリーへの参加を促すため、インターアクトクラブまたはローターアクトクラ
ブを提唱（または共同提唱）する。報告方法：インターアクト／ローターアクト提唱（共同
提唱）書式をinteract@rotary.org またはrotaract@rotary.org に提出する。 

地元や海外での奉仕プロジェクトを通じて、クラブは世界的な人道的問題に取り組みます。 
これには、平和の推進、疾病との闘い、水と衛生、母子の健康、教育の支援、地元経済の発展、
環境保護、ポリオ撲滅などが含まれます。 
ロータリアン、若い世代、ロータリー学友、一般の人びとに、ロータリープログラムや重点分
野の活動への参加、およびロータリー財団への寄付を呼びかけ、地元や世界に変化をもたらし
ましょう。 

以下のうち少なくとも４項目を達成： 

 ポリオ関連の募金活動またはアドボカシー（支援呼びかけ）イベントを開催する、または、
そのようなイベント に会員が参加する（リソースはendpolio.org/ja から入手可能）。報告
方法：ロータリーショーケースにイベントを掲載する（カテゴリーで「ポリオ撲滅」を選
択）。 

 グローバル補助金または地区補助金を利用したプロジェクトを少なくとも1 件提唱する。補
助金に関する詳細はwww.rotary.org/ja/grants を参照のこと。 

 環境に焦点を当てたプロジェクトを少なくとも1 件実施する。報告方法：実施したプロジェ
クトをロータリーショーケースに掲載する（「カテゴリーで「環境」を選択）。 

 より大きな成果をもたらし、プロジェクトの幅を広げ、可視性を高めるために、地域内のほ
かのロータリークラブと協力する。ロータリークラブ・セントラルまたはロータリーショー
ケースでこのプロジェクトを報告する。 

 持続可能なプロジェクトにロータリーファミリーに参加してもらう。ローターアクター、イ
ンターアクター、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー学友に、クラブのプロジェクトや
行事に参加してもらう。ロータリークラブ・セントラルで報告する。 
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公共イメージが良くなれば、クラブと地域社会との関係も良くなり、入会への関心も高まりま
す。地元や世界に変化をもたらすクラブの活動について魅力あるストーリーを伝えることで、
地域社会でクラブの公共イメージを良くしロータリーへの認知度を高めましょう。 

 ロータリー公共イメージと認知度の向上 

 ロータリーがさらに多くの奉仕を行っていけるよう、2016‐2017年度よりもロータリー財
団へのクラブからの寄付を少なくとも10%増やす（日本円で計算）。ロータリークラブ・
セントラルで報告する。 

 ロータリー財団のいずれかの基金に25ドル以上を寄付する会員の数を増やす。 
 年次基金への会員一人あたりの平均寄付額が少なくとも100米ドルとなる。 
 ロータリークラウドソーシングサイトである「アイデア応援サイト」を利用して、プロジェ

クトを支援するか、クラブの地元または海外でのプロジェクトへの支援を募る。 

以下のうち少なくとも４項目を達成： 

 ロータリーのイメージを強化するために、クラブのあらゆるコミュニケーションに、ブラン
ドのガイドライン、テンプレート、そのほかのリソースを使う
（www.rotary.org/ja/brandcenter から入手可）。ロータリークラブ・セントラルで報告
する。 

 クラブのウェブサイトとソーシャルメディアアカウントを定期的に更新して、クラブの活動
を紹介し、地元や世界でのロータリーの活動成果を伝える。ロータリークラブ・セントラル
で報告する。 

 世界ポリオデーを支援するために、地元イベントを開催し、その周知を図る。イベントを
endpolio.org/ja から登録する。 

 地元の職業人、市民団体、ロータリー学友のための（ネットワークづくりのための）交流会
を少なくとも1 回開くことで、地域社会の人びとの参加を促す。ロータリークラブ・セント
ラルで報告する。 

 1 つまたは複数の企業、政府機関、あるいは非政府団体と提携し（または提携を継続し）、
1 つのプロジェクトで協力する。ロータリークラブ・セントラルで報告する。 

 地元地域で重要な問題を扱った地域フォーラムまたはセミナーを開催する。このフォーラム
／セミナーでは、問題への解決策を見つけるために地元の人たちを集め、クラブの活動を紹
介する。ロータリークラブ・セントラルで報告する。 

 クラブのプロジェクトやイベント、または募金活動を地元メディアに報道してもらう。ロー
タリーショーケースまたはロータリークラブ・セントラルで報告する。 

  少なくとも1 名のロータリー青少年交換学生を派遣または受け入れるか、少なくとも1 名
のRYLA 参加者を支援することによって、平和を推進し、未来のリーダーを育成する。ロー
タリークラブ・セントラルで報告する。 
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数年前、知り合った人からある質問をされました 
 
「ロータリーとは何ですか？」シンプルであるは
ずのこの質問に答えようと口を開きかけたところ
で、思わず止まってしまいました。どこから説明
してよいか分からなかったのです。ロータリーと
は何かを、私が知らなかったわけではありません。
問題は、ロータリーがあまりに大きく、複雑すぎ
て、簡単に説明できないことでした。ロータリー
とは、会員制の団体、クラブを基盤とした団体、
奉仕を行う団体であり、町ごと、地域ごと、そし
て全世界で活動する団体です。その会員は、地域
社会のメンバー、事業人、職業人であり、現役で
仕事をする人もいれば、定年退職した人もいます。
そして、世界のほぼすべての国で活動しています。
120 万人の会員一人ひとりが、独自の目標と優
先を掲げ、一味違った経験をしています。一人ひ
とりが、ロータリーを独自の解釈で理解している
のです。 
 
私にとってロータリーとは、「どのような団体
か」ではなく、「何をしているか」で定義されま
す。すなわち、ロータリーが私たちに与えてくれ
る可能性、そして、その可能性を有意義かつ持続
可能な奉仕によって実現する方法によって、定義
されるのです。ロータリーには、112 年の豊か
な歴史があります。この間にロータリーは、徐々
に成長し、成熟し、会員と地域社会の変わりゆく
ニーズに対応しながら、ある意味で大きく変わり
ました。しかし、その根底にあるものは同じです。
それは、地域社会と世界に変化を生みだしたいと
いう願い、そして、ロータリーを通じてそれを実
現できるようになった人が集まった組織だという
ことです。「ロータリーとは何ですか」という問
いに、私たちは行動をもって答えます。奉仕を通
じて変化をもたらすことによって。組織として、
私たちは、ロータリーとは何か、何をするのかを 

世界に理解してもらうことが、いかに重要である
かを認識しています。同時に、各クラブがロータ
リー奉仕を独自に定義することが、かつてないほ
ど重要であると自覚しています。ロータリアンで
ある私たちは、これまでよりも柔軟に、クラブの
例会、活動、発展の方法を決定でき、また、もっ
と多くの女性や多様な会員を迎え入れて、地域社
会の特色をクラブに映し出すことに力を注いでい
ます。長期の計画、持続可能な奉仕、全レベルで
のリーダーシップの継続性を重視することで、
ロータリーが世界有数のボランティア組織であり
続けるよう努力しています。 
 
2017-18 年度、「ロータリーとは何ですか」と
いう問いに、私たちは「ロータリー：変化をもた
らす」というテーマで答えます。それぞれどのよ
うな方法で奉仕することを選んだとしても、その
理由は、奉仕を通じて人びとの人生に変化をもた
らせると信じているからです。新しい遊び場や学
校をつくる、医療や衛生設備を改善する、紛争仲
裁者や助産師を研修するなど、私たちはその活動
が、人数が多かろうが少なかろうが、誰かの人生
をより良くしているのだと知っています。ロータ
リー入会のきっかけが何であれ、私たちがロータ
リーにとどまり続けるのは、ロータリーで充実感
を得ることができるからです。この充実感は、毎
週、毎年、「変化をもたらす」ロータリーの一員
であることから湧き出てくるものなのです。 

2017-18 年度国際ロータリー会長 
イアン H.S. ライズリー 
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写真 

生年月日 
住  所 
職  業 

 略歴 

 ロータリー歴 

1942 年 7 月 31 日生 
邑楽郡板倉町 
職業分類 大学 
現  職 (学)東洋大学 名誉教授 
     (宗)寺院住職 

【クラブ】 

【地区】 

【財団・米山】 

2002年3月 
2005-2006年度 
2006-2007年度 
2007-2008年度 
2009-2011年度 
2011-2012年度 
2012-2013年度 

2009-2012年度 
2013-2015年度 
2013-2017年度 
2015-2016年度 
2016-2017年度 
 
 
2017-2018年度 

館林ロータリークラブ入会 
プログラム委員会委員長 
社会奉仕委員会委員長 
国際奉仕委員会委員長 
ロータリー財団委員会委員長 
クラブ管理運営委員会委員長 
会長 

補助金、奨学金、年次寄付、恒久基金委員会委員 
地区補助金委員会委員 
RLIディスカッションリーダー 
グローバル補助金委員会委員 
ガバナーノミニー・第4分区Bガバナー補佐 
地区研修委員会委員・規定審議会立法案検討委員会委員 
地区戦略計画委員会委員・会員組織強化委員会委員 
ガバナーエレクト・地区研修委員会委員 
地区戦略計画委員会委員・管理運営・IT委員会委員長 

ベネファクター 
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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生年月日 
住  所 
職  業 

 
 
 
 

学  歴 

 略歴 

 ロータリー歴 

1955 年 1 月 4 日生 
伊勢崎市 
職業分類 税理士 
現  職 森田税務会計事務所   所長 
     関東ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社 
            代表取締役社長 
     ﾓﾘﾀ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｾﾝﾀｰ    代表 
早稲田大学 法学部 卒業 

【クラブ】 

【地区】 

【財団・米山】 

1987年11月 
2012-2013年度 
2016-2017年度 

2008-2009年度 
2009-2010年度 
2010-2011年度 
2011-2012年度 
2012-2013年度 
 
2013-2014年度 
2014-2015年度 
2015-2016年度 
2017-2018年度 

伊勢崎ロータリークラブ入会 
幹事 
会長 

補助金、奨学金、年次寄付、恒久基金委員会委員 
副幹事 
補助金、奨学金、年次寄付、恒久基金委員会委員 
補助金、奨学金、年次寄付、恒久基金委員会委員長 
補助金委員会委員長 
グローバル補助金委員会委員長 
補助金委員会委員長 
補助金委員会委員長 
補助金委員会委員長 
ガバナーノミニー・第2分区Bガバナー補佐 
地区研修委員会委員・審議会立法案検討委員会委員 
地区戦略計画委員会委員・会員組織強化委員会委員 

ベネフェクター（2012） 
ポール・ハリス・フェロー（マルチプル第7回） 
メジャードナー（2015） 
米山功労者（第8回） 
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第一回ガバナー補佐会議 及び 
第一回ガバナー補佐・委員長予定者合同会議 

開催日 ： 2016年12月3日（土） 
場 所 ： 高崎ビューホテル 3階 あかぎ 
報告者 ： 地区副幹事 竹山 哲男 

 第1回ガバナー補佐会議 ／ 第1回ガバナー補佐・委員長予定者合同会議 開催報告 

ガバナーエレクト挨拶 
地区研修委員長挨拶 
出席者自己紹介 
運営方針・地区目標・公式訪問 
組織体制・行事予定・地区副幹事の分担等の説明 
予算案 
質疑応答 
ガバナー補佐・委員長の役割について 
チーム・ミーティング 
まとめ 
閉会挨拶 

ガバナーエレクト 
地区研修委員長 

 
ガバナーエレクト 

地区幹事 
地区財務委員 

 
地区研修委員長 
地区研修委員長 

地区戦略計画委員長 
ガバナーエレクト 

田中 久夫 
本田 博己 

 
田中 久夫 
広瀬 雅美 
上野 正人 

 
本田 博己 
本田 博己 
竹内 正幸 
田中 久夫 
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第一回ガバナー補佐会議 及び 
第一回ガバナー補佐・委員長予定者合同会議 

 国際ロータリー第２８４０地区２０１７－１８年度、田中ガバーナーエレクトの公式会議が開催
されました。 
田中GEより、本年度の地区スローガン "ロータリーのある人生を誇りにしよう"を発表。これからも
多くの仲間たちと友情を深めながら、一致協力してロータリー活動を展開していきましょうと趣旨
を説明。 
また、本年度の地区目標について下記内容が提示されました。 
 
１. 会員増強・退会防止 … 年度末目標 クラブ目標純増１割 地区目標２,４００名 
   ・各クラブの会員候補ターゲット層（年齢、性別、人脈、若手団体、地域等）の再確認 
   ・各クラブの会員増強委員長人事の若返り促進 
   ・月１回の会員増強会議（若手会員中心）の開催 
 
２. 公共イメージ向上への戦略実践 
  （1）公共イメージ・ポスターの製作・配布、会員の事務所・応接室に掲示、来客への広報 
  （2）上毛新聞（会員増強用各クラブ紹介欄の設置）、ぐんま経済新聞（公共イメージ用各クラ
ブ社会奉仕事業紹介欄の設置）におけるロータリークラブの記事掲載 
  （3）その他各分区内におけるミニコミ誌・タウン誌等に同様企画の記事掲載の提案依頼 
 
３. 会員相互において「ロータリアンであることの誇り」の認識の共有 
  （1）通 期know other ciubs キャンペーン（他クラブ・メーク）の実践（個人単位・クラブ単
位）による他クラブとの交流の推進 
  （2）前半期クラブ公式訪問の分区単位による実施（８月～９月）により、各分区ないの会員相
互の仲間意識の発現 
  （3）中盤期地区大会（１１月１９日）への全員参加による第２８４０地区の結束及び海外姉妹
クラブの招待・参加による世界中の仲間達とのロータリー家族の仲間意識の共有 
  （4）後半期IM の開催（４月～６月）による各分区内の会員の仲間意識の醸成 
 
４. Rotary Day の開催（１月～３月） … 各分区単位による共同社会奉仕活動の実施・地域コ
ミュニティへのロータリー活動の積極的発言 
 
５. IM 開催のテーマ … 1年間の会員増強の成果と公共イメージ・アップ事例の発表。 
    複数分区の合同開催も視野に 
 
６. ロータリー財団による補助金の活用 
  （1）地区補助金の全クラブの活用（複数クラブによる共同事業も視野に） 
  （2）グローバル補助金の活用３クラブを目標（米山学友会等を活用） 
 
７. ロータリー財団寄付 150 ドル、ポリオ寄付 30 ドル、米山寄付 16,000 円の達成 
 
 
 この７項目を真摯に達成できる様、全員一丸で進めることを決意し、会議を終了しました。 
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開催日 ： 2017年2月5日（日） 
場 所 ： ホテルメトロポリタン高崎 
報告者 ： 地区副幹事 阿久澤 嘉一 
 
 ２月５日（日）田中ガナバーエレクト年度の公式行事である「地区チーム研修セミナー」が
約６０名参加で、ホテルメトロポリタン高崎にて開催されました。田中ガバナーエレクトより
サンディエゴでの国際協議会の報告と2017-18年度国際ロータリー年次テーマ「ロータリー：
変化をもたらす」と地区基本方針が発表され、参加者の皆さんによる活発で前向きな意見交換
ができ、田中年度のよいスタートが切れました。以下、当日のスケジュールです。 

第Ⅰ部 研修セミナー 
 
13：30～14：00 
14：00～14：05 
14：05～14：10 
14：10～15：00 
 
 
15：00～15：20 
 
15：20～15：30 
15：30～16：20 
16：25～16：45 
 
16：45～16：50 
16：50～16：55 
 
第Ⅱ部 懇談会 
 
17：05～17：45 

 
 
登録・受付 
開会挨拶 
本日の目的について 
国際協議会報告 
国際ロータリー年次テーマ 
地区基本方針発表 
地区組織運営について 
地区予算案について 
休憩 
チームディスカッション 
PETS・SETSの準備について 
分科会について 
まとめ 
閉会挨拶 
 
 
 
挨拶 
挨拶 
乾杯 
懇談 
中締め 

司会 地区副幹事   阿久澤 嘉一 
 
 
ガバナーエレクト    田中 久夫 
地区研修委員長     本田 博己 
ガバナーエレクト    田中 久夫 
 
 
地区幹事        広瀬 雅美 
地区会計長       上野 正人 
 
地区研修委員長     本田 博己 
地区幹事        広瀬 雅美 
地区研修委員長     本田 博己 
ガバナー・地区研修委員長 豊川 一男 
ガバナーエレクト    田中 久夫 
 
 
司会 地区副幹事    市川 誠二 
ガバナー        豊川 一男 
ガバナーエレクト    田中 久夫 
パストガバナー    牛久保 哲男 
 
パストガバナー     清 章司 
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開催日 ： 2017年3月11日（土）、12日（日） 
場 所 ： 伊香保温泉 福一 
報告者 ： 地区副幹事 林 義行 

去る３月１１日（土）、１２日（日）に「２０１７－１８年度会長エレクト・次年度幹事研修
セミナ－」を開催致しました。 
豊川ガバナー、田中ガバナ－エレクト、地区研修リ－ダ－本田博己パストガバナーの挨拶、地
区役員紹介の後、田中ガバナ－エレクトによる国際協議会報告・ＲＩ年次テ－マが発表され、
2017-2018 年度 イアン H.S. ライズリー会長エレクトの年次テ－マ「ロ－タリ－：変化をも
たらす」MAKING A DIFFERENCE が発表されました。RI 会長エレクトは、地域社会と世界に
変化を生み出したいという願い、ロータリーを通じてそれを実現したいと願う人が集まった組
織がロータリーだということです。「ロータリーとは何ですか」という問いに、私たちは行動
をもって答えます。奉仕を通じて変化をもたらすことが出来ると信じています。と力強く発表
されたと説明を受けました。 
また田中ガバナ－エレクトは、パワ－ポイントを用いて国際協議会現地の様子をいろいろと紹
介してくれました。地区運営方針・地区目標では以下の目標及び数値目標を掲げ、年次テ－マ
を実践する為、地区内４６クラブがしっかり友情を育み、クラブの拡大に繋がる質の良い会員
が増加することで、ロータリアンは一つしかない地球のあらゆる場所・分野で奉仕SERVICE）
の機会を得ることになると熱い思いを発表されました。 
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 地区目標 
 １．RI会長賞を目指そう 
 ２．会員増強・退会防止 
 ３．公共イメージ向上への戦略実践 
 ４．会員相互において「ロータリアンであることの誇り」の認識の共有 
 ５．ロータリー財団による補助金の活用 
 ６．ロータリー財団寄付の達成 
 
 数値目標 
 会員増強・退会防止（年度末目標）クラブ目標純増１割、地区目標２，４００名 
 ロータリー財団寄付 会員１人当たり 150ドル以上 
 ポリオプラス寄付 会員１人当たり 30 ドル以上 
 米山記念奨学会への寄付 会員１人当たり 16,000 円以上 
 
午後は各委員長より地区委員会方針及びロ－タリ－財団についての方針発表がありました。続
いて第１分区から第６分区計8分区に分かれて分科会が行われ、各分区ガバナ－補佐及び地区
研修委員のﾘ－ﾄﾞの下「会員増強・退会防止について」「公共イメージ戦略とクラブ奉仕」に
ついての意見交換が和やかにそして活発に行われました。２日目はガバナ－補佐を分科会座長
として各会長エレクトの目標や、意気込みを発表して頂きました。前日の懇親会で同期会長、
ガバナ－補佐ともに盛大に盛り上がったおかげか発表も和やかで力強く行われました。最後に
田中ガバナ－エレクトのお礼の言葉をもって本セミナ－は無事終了致しました。 
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開催日 ： 2017年4月9日（日） 14：30 ～ 17：30 
会 場 ： 高崎ビューホテル３階 
報告者 ： 地区副幹事 神宮 嘉一 

 平成29年4月9日、例年になく長持ちした桜の花も終盤に差し掛かった日曜日の午後、 
高崎ビューホテルにおいて第２回ガバナー補佐・委員長合同会議が開催され、５０名のロータ
リアンが参加しました。 
 主な内容としては、３月のＰＥＴＳ・ＳＥＴＳに関するレビューと新年度に向けての課題の
共有でした。 
田中ガバナーエレクトからはアンケート結果の講評が行われ、概ねRIテーマ・地区目標・組織
やスケジュールなどの主要部分は理解していただけた、との報告がありました。また特筆すべ
きは、ガバナー補佐の抱負に至っては１００％、クラブ会長の抱負も９８．６％とほとんどの
人にとって参考になったとのこと。 
 続けてガバナー補佐および委員長からも意見や感想等が述べられ、クラブ運営の難しさ、委
員会活動のどのように理解してもらい進めていくか、などの意見が出されました。いずれにせ
よ、立場を同じくするものが２日間交流を深めたことで、課題やモチベーションの共有が図れ
たようでした。 
 最後に広瀬地区幹事と林副幹事から、地区の事務や作業の効率化を図るため委員会名簿作成
と出欠システム導入予定のアナウンスがあり閉会となりました。 
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1. 挨拶 
• ガバナーエレクト挨拶  田中 久夫ガバナーエレクト 
• 地区研修副委員長挨拶  （直前ガバナー）豊川 一男 地区研修副委員長 

 
 

2. PETSアンケート集計結果発表 田中 久夫ガバナーエレクト 
地区目標・組織やスケジュールなどの主要部分は理解していただけた、との報告。 
特筆すべきは、ガバナー補佐の抱負は１００％、クラブ会長の抱負９８．６％とほとんどの
人にとって参考になった。 
 
 

3. ガバナー補佐および各委員長によるPETSの分析とアドバイス 
立場を同じくするものが２日間交流を深めたことで、課題やモチベーションの共有が図れた。 

 
 
4. 地区研修・協議会（５／１４）について 

• 田中久夫ガバナーエレクト 
• 横田貞一 地区研修協議会実行委員長 

群馬音楽センターにて開催。第2620地区パストガバナーでRPIC高野孫左ヱ門氏を迎え
ての基調講演。 
 

  
5. 地区会員増強セミナー（６／３）について安藤会員組織強化委員長が説明 
   
 
6. ガバナー事務所からお知らせ 

• 広瀬雅美 地区幹事より 
ガバナー事務所の業務効率化のため、委員長と担当副幹事を中心に各委員会を運営して
いっていただきたい。 

• 林義行 地区副幹事より 
上記に関連して委員会名簿作成を行ったので活用のこと。また新年度より出欠の確認シ
ステムを導入予定。 
 

  
7. 総括  竹内正幸パストガバナー 

 
 

8. 閉会挨拶  田中久夫ガバナーエレクト 
 



1. 登録・受付 
2. 開会挨拶、点鐘、国歌、ロータリーソング斉唱 
3. ガバナー挨拶、来賓・役員紹介、ガバナーエレクト挨拶 
4. ガバナーエレクト方針発表 
5. 【決議１】地区組織について  【決議２】地区予算について 
   採決 
6. 奉仕プロジェクト系委員会報告 
7. 昼食 
8. 講演者紹介 
9. 基調講演  テーマ：「公共イメージ向上」とクラブ活性 
   高野孫左ヱ門氏（甲府ＲＣ） 
   (ロータリー公共イメージコーディネーター・第2620地区パストガバナー) 
10.謝辞 
11.休憩 
12.「MY ROTARY」登録実践講座 
13.第１セッション  テーマ：2020年地区戦略計画 
14.第２セッション  テーマ：会員増強、女性ネットワーク 
15.第３セッション  テーマ：公共イメージ向上 
16.第４セッション  テーマ：ロータリー財団 
17.講評 
18.地区大会のご案内、閉会挨拶、点鐘 
19.会場移動 
20.懇親会＜ホテルメトロポリタン＞ 
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日時 ： 2017年5月14日（日） 10時00分～ 
場所 ： 群馬音楽センター 
ホストクラブ ： 高崎北ロータリークラブ 
コ・ホストクラブ ： 高崎シンフォニーロータリークラブ 
報告者 ： 地区副幹事 嶋方 智之 

『ロータリーのある人生を誇りにしよう』という地区目標のもと、本年度の地区研修・協議会
が開催されました。なかでも「会員増強」「公共イメージ向上」が強くクローズアップされ、
基調講演では高野先生からその具体的な手法も混じえての明瞭なる熱弁が振るわれました。 
音楽センターに一堂に会して行なわれた本会議が、上記スケジュールに則って恙無く終了しま
したことをここにご報告いたします。 
また、500名を超えるメンバーの皆様に実りある一日をお過ごしいただこうと、ホストクラブ
をお努めいただいた高崎北RCとコ・ホストクラブの高崎シンフォニーRCの皆様が綿密なる会
議を何度も開催され、会場を移動しての懇親会まで無事に挙行できましたことをご報告すると
ともに、両クラブのお力添えに心より感謝申し上げます。 
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開催日 ： 2017年6月4日（日）13時00分～14時00分 
場 所 ： アニバーサリーコート ラシーネ新前橋 
報告者 ： 地区副幹事 矢嶋 真 

12：40～ 
 
13：00～13：05 
 
 
13：05～13：30 
 
 
 
 
 
 
 
13：30～13：45 
 
 
 
 
13：45～13：55 
 
13：55～14：00 

登録・受付 
 
開会挨拶 
地区研修リーダー挨拶 
 
ガバナー補佐の活躍について 
 １．クラブ訪問について 
 ２．ガバナー公式訪問の事前訪問について 
 ３．Rotary Dayの開催について 
 ４．IMの開催について 
 ５．ガバナーの各クラブへのメークについて 
 ６．ガバナー補佐活動費振込先口座について 
 
地区運営について 
 １．RI会長賞へのチャレンジ推進 
 ２．会員増強状況の月次確認 
 ３．ぐんま経済新聞への投稿状況確認 
 
質疑・応答 
 
閉会挨拶 

 
 
ガバナーエレクト  田中 久夫 
地区研修リーダー  本田 博己 
 
ガバナーエレクト  田中 久夫 
 
 
 
 
 
 
 
ガバナーエレクト  田中 久夫 
 
 
 
 
 
 
ガバナーエレクト  田中 久夫 
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以下、各項目ごとに挙げられた要望などを列記いたします。 
 
【ガバナー補佐の活動について】 
 
１．クラブ訪問について 

８月・９月でそれぞれの分区ごとに予定されているガバナー公式訪問の前、３月におこなわ
れるPETS・SETSの前、５月に開催される地区研修・協議会の前、そして締めくくりとして
年度終わりまでに１回と計４回のクラブ訪問を行なって欲しい。 
 

２．ガバナー公式訪問の事前訪問について 
個別懇談会を行なう際の参考にしたいので、上記１回目のクラブ訪問の報告書を提出願いた
い。 
 

３．Rotary Dayの開催について 
１月から３月の間にRotary Dayと銘打った事業を各分区ともに開催し、そこにマスコミな
ども巻き込んで「公共イメージ」の向上を図ってもらいたい。 
 

４．IMの開催について 
４月から６月の間で分区ごとに開催。（合同開催も可） 
そこで、年間を通しての会員増強・公共イメージ向上に関する自慢話に花が咲く内容になる
ような今後の活動に期待する。 
 

５．ガバナーの各クラブへのメークについて 
ガバナーの補佐の同行は特に必要ない旨を説明。 
 
 

【地区運営について】 
 
１．RI会長賞へのチャレンジ推進 

「クラブのサポートと強化」「人道的奉仕の重点化と増加」「ロータリー公共イメージと認
知度の向上」という３つのテーマの中のそれぞれ８～９項目のうち４項目の達成で獲得でき
るRI会長賞を目指す。 
 

２．会員増強状況の月次確認 
毎月初めに各クラブに状況を確認のうえ事務局への報告をお願いしたい。 
 

３．ぐんま経済新聞への投稿状況確認 
原稿締めきり日前に必ず投稿状況を確認願いたい。 
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開催日 ： 2017年6月3日（土） 
場 所 ： ラシーネ新前橋 
報告者 ： 地区副幹事 永塚 徹 

 6月3日（土）に、田中ガバナーエレクト年度の公式行事である「会員増強セミナー」が約
130名参加で、「ラシーネ新前橋」にて開催されました。田中ガバナーエレクト年度の最重点
事業の一つである「会員増強」のHow-toを、田中ガバナーエレクトから説明をいただきまし
た。また、8名のガバナー補佐からも「会員増強」についての報告をいただき、『会員増強
10%』の目標達成を、全参加者で共有することが出来ました。 
 以下、当日のスケジュールです。 

第Ⅰ部 【会議の部】 
 
14：00～14：30 
14：30～14：40 
 
14：40～14：45 
14：45～15：10 
  
15：10～15：50 
 
 
 
 
 

 
 
登録・受付 
開会挨拶 
 
本日の目的について 
会員増強の現状について 
女性会員について 
事例発表 
 会員増強優秀クラブ 
 同 
 同 
 女性会員増強優秀クラブ 

司会 地区副幹事 永塚 徹 
 
 
ガバナーエレクト     田中 久夫 
会員組織強化委員長    安藤 震太郎 
地区研修リーダー     本田 博己 
会員組織強化委員長    安藤 震太郎 
女性ネットワーク委員長  望月 和子 
 
伊勢崎ロータリークラブ 
前橋北ロータリークラブ 
太田南ロータリークラブ 
桐生赤城ロータリークラブ 
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15：50～16：00 
16：00～16：30 
16：30～17：25 
 
 
 
 
 
 
 
 
17：25～17：35 
17：35～17：40 
 
 
第Ⅱ部 【懇親会の部】 
 
18：00～19：30 

休憩 
会員増強のHow-to 
ガバナー補佐報告 
 
 
 
 
 
 
 
 
総括 
閉会挨拶 
 
 
 
 
挨拶 
乾杯 
懇談 
中締 

 
ガバナーエレクト     田中 久夫 
 
第一分区 ガバナー補佐  大島 秀夫 
第二分区Ａガバナー補佐  遠藤 二三男 
第二分区Ｂガバナー補佐  森田 高史 
第三分区 ガバナー補佐  永井 乙彦 
第四分区Ａガバナー補佐  中野 正美 
第四分区Ｂガバナー補佐  槻岡 行支 
第五分区 ガバナー補佐  山田 晃 
第六分区 ガバナー補佐  岡田 稔 
パストガバナー      竹内 正幸 
ガバナーエレクト     田中 久夫 
 
 
司会 地区副幹事 佐藤 健司 
  
ガバナーエレクト     田中 久夫 
パストガバナー      竹内 正幸 
 
パストガバナー      本田 博己 
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2017年6月11日（日） 前橋商工会議所 

 米山記念奨学生学友会総会並びに懇親会が、前橋商工会議所会館において盛大に開催されま
した。 
 当日は、齋藤勝也米山記念奨学委員会委員長の開会に始まり、宮内敦夫ガバナーノミニー、
高木貞一郎米山記念奨学会理事、竹内正幸米山記念奨会評議員をはじめ、地区委員、米山学友、
米山記念奨学生、米山記念奨学委員等、41名の出席のもと行われました。 
総会は、秋山榕晶米山学友会会長の議長によりすべての議題が可決されました。懇親会では、
学友と奨学生とが明るく楽しそうに情報交換をいたしました。 
 また、当日は総会の前に米山記念奨学指定校選定会議が行われ、12大学（高専含む）42名
の推薦者を募ることが決定されました。 



開  会 
 
挨  拶 
 
 
議  事 

1. 2017-2018年度地区R財団委員会計画・方針 
①R財団寄付に対して 
②地区補助金に対して 
③グローバル補助金に対して 

2. 資金推進について計画と要請 
3. 補助金について計画と要請 

①地区補助金について 
②グローバル補助金について 

4. 資金管理について計画と要請 
5. ポリオプラスについて計画と要請 
6. 補助金に対しての地区規定の見直しについて 

（その他の見直し案等） 
7. 講評 

 
閉  会 

第1回ロータリー財団正副委員長会議 
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開催日 ： 2017年6月3日（土）10:00~12:00 
場 所 ： ラシーネ新前橋 
報告者 ： 地区副幹事 大草 良広 

～次 第～ 

補助金委員長 
 
R財団委員長 
R財団委員会 アドバイザー 
 
 
 
 
 
 
資金推進委員長 
補助金委員長 
地区補助金委員長 
G補助金委員長 
資金管理委員長 
ポリオプラス委員長 
 
 
R財団委員長 
 
補助金委員長 

板垣 忍 
 

伊能 富雄 
牛久保 哲男 

 
 

伊能 富雄 
 
 
 

町田 久 
板垣 忍 

山田 利和 
津久井 功 

渋澤 誠 
内山 均 

 
 

牛久保 哲男 
 

板垣 忍 
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パストガバナー 曽我 隆一（前橋） 

第108回国際大会が6月10日から14日まで米国ジョージア州アトランタ市にて開催され、当地
区からも本田PG、田中GE以下多数のロータリアンが参加しました。以下簡単にご報告いたし
ます。 
 
 アトランタでの国際大会開催は今回で三回目となり、第一回は1917年ロータリー財団の提
唱者アーチC.クランフRI会長の時で、今回はロータリー財団創設100周年を祝う記念大会とな
りました。 
地元新聞のアトランタ・ビジネス・クロニクル紙の特集版によりますと、数字的には、世界
174か国から3万5千人から4万人のロータリアンが参加しました。日本からは2000人を超える
参加者があり、米国を除くと単一国ではトップでした。 
経済波及効果としては、52.3ミリオンドル(57億円)がビジターにより支払われ、3億2千万円
の雇用経済効果があり、この大会に1,500台のバスがチャーターされました。この大会会場で
あるジョージア・コングレス・センターは全米でも最も歴史のある大型コンベンション施設と
して世界規模の各種大会・見本市等に広く使用されています。その必要条件は会場の施設はも
とより関連するケータリング、ホテル、公共交通等々の幅広い関連施設の充実と何よりも総合
マネージメント力があってのことと思います。 
 
 今回の国際大会の印象として2つ上げるとすれば、第一はロータリー財団ポリオ撲滅計画に
多大な貢献をされているビル・ゲイツ氏の記念講演(2日目の本会議)で、一万人以上は入れる
本会場が溢れ、予備の第2会場にモニターTVが用意され、ロータリアンの人気度の高さが伺え
ました。 
もう一つは、分科会の一つ「柔軟性と変化：新しい例会形式の成功例」DLは国際ロータリー第
7020地区ガバナー(ジャマイカ)によるスピーチと参加者からの実践事例について質問マイクに
列をなして時間いっぱいの発言があり、昨年の規定審議会によっての組織規程の改訂をいち早
く、行動に移したクラブが世界に大変多くあることを実感しました。(日本の分科会では考え
られない？) 
 
 最後に、毎年の国際大会で非常に多くの世界規模でのロータリアンとの出会い交流が出来た
ことです。 
是非、ロータリアンの皆様方に国際大会の魅力を経験されますことを期待しております。 
”ROTARY: WE ARE ONE” 



第33回地区茶の湯研修会報告 
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開 催 日 ： 2017年6月10日（土） 
場   所 ： 群馬県近代美術館 
代表世話人 ： 森田 均 

 始めた時、まさか３０回を超えて続くとは思いもしなかった地区茶の湯研修会。日本で唯一
の「茶の湯」に係る地区レベルのロータリー活動、頑張っています。 
 さて第３３回地区茶の湯研修会は、梅雨の合間の好天に恵まれた2017年6月10日（土）、群
馬県立近代美術館内で開催されました。 
 まず同館内の立礼茶室において、井上芙美子世話人（前橋中央ＲＣ）の司会・進行により、
小生（渋川ＲＣ）の講話「今こそ、茶の心を」、つづいて県茶道会会長の鈴木猶仙氏（高崎北
ＲＣ）を正客に近藤日出夫世話人（前橋東ＲＣ）の点前。 
 当日の参加者２０名は、和気藹々の下、一椀の茶を喫してまさに茶の心を紡ぎあいました。 
 その後は、一同で動座し、隣接するレストランでの会食を楽しんだのち、思い思いに美術館
を見学して流れ解散となりました。 
 茶の湯と美術のコラボレーション、出席者に満足して頂けた（と、確信しています）ことは
世話人一同にとって何よりでした。 
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ガバナー 田中 久夫 
 

謹啓 日頃、地区へのご理解・ご協力に対し感謝いたします。 
 さて、2017-2018年度では、私が提唱する地区目標の１つに、「know other clubsキャ
ンペーン」（積極的に他クラブへメークをしよう）という運動があります。これは、各ロー
タリアンが積極的に他クラブの例会へメークをし、他クラブの良いところを吸収し、かつ志
を同じくする仲間同士広くフレンドリーな友好関係を築いていこうという目的を持つもので
あります。 
 また、11/18（土）に予定している地区指導者育成セミナーでは、各クラブの会長、幹事
様にそれぞれが経験したメークの結果、改めて気づいた自クラブの良い点や他クラブにある
素晴らしい点を発表していただくという企画も考えております。 
 そこで、その提唱者である私が、先ずそれを率先して実行することが皆様へのモデルにな
ると考え、現在、他クラブへのメークを計画中です。 
  
 貴クラブへのメークは、別紙に示した日程を考えておりますので何とぞご理解・ご協力を
お願いします。 
  
【留意点】 
＊私以外に地区幹事または地区副幹事を別紙の通り数名を随行していきます。 
 ＊あくまでも通常のメークですので、決して華美な対応は必要ありません。 
 ＊例会中、ミニ卓話として10分程度のお時間を頂戴できると幸いです。 
  
 以上、よろしくお願いいたします。 
 皆様の年度のクラブのご隆盛を祈念いたしております。１年間、会員増強、公共イメージ
アップにご協力ください。 

謹白 



メーク希望日程 
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日時 

2017年 

7月 

13日(木) 前橋東（吉崎・岡本） 

14日(金) 藤岡南（広瀬・岡田・竹山） 

18日(火) 伊勢崎南（永塚） 

19日(水) 前橋中央（吉崎） 

20日(木) 藤岡（広瀬・岡田・竹山） 

25日(火) 館林西（大草） 

28日(金) 桐生西（嶋方） 

31日(月) 前橋北（吉崎） 

8月 

1日(火) 渋川みどり（佐藤・矢嶋） 

3日(木) 高崎東（金井・富山） 

7日(月) 桐生（広瀬・阿久澤） 

8日(火) 中之条（佐藤・矢嶋） 

9日(水) 太田西（川嶋・三村） 

10日(木) 桐生中央・桐生南合同（嶋方・阿久澤） 

20日(日) 第１分区公式訪問 

21日(月) 伊勢崎東（永塚・神宮） 

24日(木) 群馬境（永塚） 

27日(日) 第２分区A公式訪問 

29日(火) 藤岡北（岡田・竹山） 

31日(木) 館林ミレニアム（大草） 

田中ガバナー・メーク希望日（公式訪問ではありません。カッコ内の名前は田中Ｇに随行す
る広瀬地区幹事または地区副幹事です。） 
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日時 

2017年 

9月 

1日(金) 前橋西（広瀬・吉崎） 

2日(土) 第２分区B公式訪問 

3日(日) 第３分区公式訪問 

5日(火) 桐生赤城（嶋方・阿久澤） 

6日(水) 新田（三村） 

7日(木) 沼田中央（広瀬・佐藤・矢嶋） 

8日(金) 高崎シンフォニー（金井・富山） 

9日(土) 第４分区A公式訪問 

10日(日) 第４分区B公式訪問 

12日(木) 富岡かぶら（岡田・竹山） 

13日(水) 伊勢崎（広瀬・永塚） 

14日(木) 草津（佐藤・矢嶋） 

15日(金) 館林（広瀬・大草） 

19日(火) 前橋（広瀬・吉崎・岡本） 

21日(木) 碓氷安中（岡田・竹山） 

22日(金) 太田中央（三村） 

27日(水) 館林東（大草）/夜間例会 

30日(土) 第５分区公式訪問 
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日時 

2017年 

10月 

1日(日) 第６分区公式訪問 

3日(火) 太田南（川嶋・三村） 

4日(水) 前橋南（吉崎・岡本） 

11日(水) 大泉（大草） 

12日(木) 富岡中央（岡田・竹山） 

17日(火) 安中（岡田・竹山） 

19日(木) 太田（広瀬・川嶋） 

24日(月) 沼田（広瀬・佐藤・矢嶋） 

26日(木) 伊勢崎中央（永塚・神宮） 

31日(火) 高崎南（広瀬）/高崎セントラル（金井・富山） 

11月 

1日(水) 富岡（広瀬・岡田・竹山） 

6日(月) 高崎 

8日(水) 高崎北（広瀬） 

9日(木) 渋川（広瀬・佐藤・矢嶋） 

＊ 各分区の「合同公式訪問」は、広瀬地区幹事（9/30を除く。）と当該分区担当の地区副
幹事２名が随行します。 
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1. 公式訪問は、分区単位の合同例会訪問型式とします。合同開催ではありますが、正式な例
会ですので各クラブ会員全員の出席をお願いします。 

今年度、合同例会にすることの趣旨は、以下のとおりです。 
i. 親睦： ロータリアン同士、クラブを超えて交流・親睦を図る機会を作りたいこと 
ii. 発見： 他クラブの状況を知ることにより、自クラブを省みて新たな課題を発見し、その

解決策をクラブ内で論ずることによって、より革新的で魅力的なクラブづくりをして欲し
いこと 

iii. 挑戦： 何らの疑問を持たずに古くからの仕組みをただ繰り返すだけでなく、地区として
新たな取り組みに挑戦し、すべてのロータリアンがそれに対し積極的に対応し、適応して
いこうとする勇気を持つことと、結果、その成果と反省を得て、今後の糧にする機会を提
供したいこと 

iv. 増強： マンネリを打破し常に新規の挑戦をしていくことが、クラブ内の会員増強意識・
意欲を活発にし、新しい仲間を受け入れる環境づくりに役立つと思われること 

v. 人事： 今後、地区の役職者に登用されていく人たちのために、時間と費用を可能な限り
軽減し、過重な不安を抱かせることなく役職への就任を促していきたいこと 

などです。 
 
2. 訪問日程・時間等は、以下の4と5に示した日程で行います。 

各分区においては、原則としてガバナー補佐輩出クラブがホスト・クラブを務め、当日の会
場設営及びスケジュール管理をお願いします。 

  
3. ガバナー補佐は、事前訪問で各クラブ例会に参加して、クラブの現状と課題、ニーズを把

握し、公式訪問までにガバナーに報告してください。 
＊各クラブの現況報告書（5部）は、2017年8月末日までにガバナー（現ガバナーエレク
ト）事務所に提出してください。ただし、8月中の公式訪問予定の分区内クラブは仮の現況
報告書（1部）でも可としますので、公式訪問日の1週間前までにガバナー（現ガバナーエ
レクト）事務所へ提出してください。後日、正式にまとめた報告書の提出をお願いします。 
 

4. 公式訪問の進め方 
① 各クラブ役員との懇談会 ････････････････････････････  10:00～14:00 
② 合同例会   ･･････････････････････････････････････  14:10～15:30 
③ ガバナースピーチ ･･････････････････････････････････  15:30～16:00 
④ 各クラブの会員組織強化策と公共イメージ戦略発表 ････  16:10～17:20 
⑤ ガバナーの講評  ･････････････････････････････････････  17:20～17:30 
⑥ クラブ毎の写真撮影 ････････････････････････････････  17:30～17:50 
⑦ 合同懇親会  ･･････････････････････････････････････  18:00～19:30 
 
＊① は各クラブごとに約30分程度行います。順番は各分区内で決めて下さい。 
＊① のクラブ役員とは、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
長及び地区役員です。入会3年未満の会員も数名お願いします。 
また、インターアクト、ローターアクト提唱クラブについては、それぞれの会長も出席して
ください。 



ガバナー公式訪問要領 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 

2017-2018 Vol.1 

35    

＊① の内容は、クラブの現況、クラブの定款・細則の確認、例会出席率、会員年齢構成、
会員増強・退会防止の方策、クラブの長所、改善点、各種寄付の状況、奉仕プロジェクトの
履歴と現況、公共イメージ向上の戦略などについて懇談したいと思います。 
＊② の合同例会では、新会員入会式、各種表彰式などがあれば織り込んでください。 
＊④ では、各クラブの代表者による発表（1クラブ10分程度）を行います。 
＊夏場の例会ですので、クールビズ対応で構いません。 

 
5. 各分区の公式訪問の日程・会場 
 

第１分区 ２０１７年８月２０日（日） 前橋商工会議所 

第２分区A ２０１７年８月２７日（日） 桐生プリオパレス 

第２分区B ２０１７年９月２日（土） 伊勢崎プリオパレス 

第３分区 ２０１７年９月３日（日） 高崎ビューホテル 

第４分区A ２０１７年９月９日（土） ティアラグリーンパレス 

第４分区B ２０１７年９月１０日（日） レストランジョイハウス 

第５分区 ２０１７年９月３０日（土） ホテルベラヴィータ 

第６分区 ２０１７年１０月１日（日） ホテルアミューズ富岡 
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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） 

地区 2840地区 2017.7/6 

2017.6/6 

第6分区 

富岡 7/13 

藤岡 7/20 

安中 7/27 

藤岡北 8/3 

富岡中央 8/10 

7/10 

碓氷安中 8/17 

藤岡南 8/24 

富岡かぶら 8/31 

第5分区 

渋川 9/7 

沼田 9/14 

8/14 

草津 9/21 

中之条 9/28 

沼田中央 10/5 

渋川みどり 10/12 

第4分区B 

館林 10/19 

9/19 

大泉 10/26 

館林西 11/2 

館林東 11/9 

館林ミレニアム 11/16 

第4分区A 

太田 11/23 

10/23 

太田西 11/30 

太田南 12/7 

新田 12/14 

太田中央 12/21 

mailto:goto@gunkei.com
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  記事掲載企画 

  
  

RC 
新聞掲載日 
（木曜日） 

原稿締切日     
（厳守） 

第3分区 

高崎 2018.1/11 

12/11 

高崎南 1/18 

高崎北 1/25 

高崎東 2/1 

高崎シンフォニー 2/8 

高崎セントラル 2/15 

2018.1/15 

第2分区B 

伊勢崎 2/22 

群馬境 3/1 

伊勢崎中央 3/8 

伊勢崎南 3/15 

伊勢崎東 3/22 

2/22 

第2分区A 

桐生 3/29 

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 
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開 催 日 項 目 場 所 

2017年 

7月 

1日(土) 田中ガバナー事務所開設 前橋問屋センター 

8日(土) インターアクト合同会議 
太田ナウリゾート 

ホテル 

8日(土) 公共イメージ委員会 ガバナー事務所 

8日(土) 女性ネットワーク委員会 前橋問屋センター 

8日(土) 
ロータリー財団委員会 
全体会議 

伊勢崎プリオパレス 

10日(月) 管理運営セミナー 前橋問屋センター 

15日(土) 第1回ガバナー諮問委員会 高崎ビューホテル 

22日(土) インターアクト年次大会 
太田市社会教育総合 

センター 

29日(土) 
青少年交換委員会 

(長期派遣学生壮行会) 
前橋問屋センター 

8月 

11日(金) 
RLIディスカッションリーダー 

研修会 
前橋問屋センター 

19日(土) ロータリー財団セミナー 

20日(日) 
第1分区合同公式訪問例会/ 

懇親会 
前橋商工会議所 

22日(火) 米山指定校説明会 前橋問屋センター 

26日(土) 
会員組織強化・ 
女性ネットワーク合同委員会 

前橋問屋センター 

26日(土) 青少年交換委員会(帰朝報告会) 前橋問屋センター 

27日(日) 
第2分区A合同公式訪問例会/ 

懇親会 
桐生プリオパレス 
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開 催 日 項 目 場 所 

2017年 

9月 

2日(土) 
第2分区B合同公式訪問例会/ 

懇親会 
伊勢崎プリオパレス 

3日(日) 
第3分区合同公式訪問例会/ 

懇親会 
高崎ビューホテル 

9日(土) 
第4分区A合同公式訪問例会/ 

懇親会 
ティアラグリーン 

パレス 

10日(日) 
第4分区B合同公式訪問例会/ 

懇親会 
レストラン 

ジョイハウス 

16日(土) 
群馬県ロータリークラブ 

野球大会 開会式 

17日(日) PLIセミナー PartⅠ 前橋問屋センター 

23日(土) 青少年交換学生選考会 前橋問屋センター 

24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 

24日(日) 米山研修セミナー 前橋問屋センター 

30日(土) 
第5分区合同公式訪問例会/ 

懇親会 
ホテル ベラヴィータ 

10月 

1日(日) 
第6分区合同公式訪問例会/ 

懇親会 
ホテルアミューズ富岡 

14日(土) 
群馬県ロータリークラブ 

野球大会 開会式 

15日(日) 
青少年交換派遣候補生 

第1回オリエンテーション 
前橋問屋センター 

21日(土) 
第3回ガバナー補佐・ 

委員長合同会議 
高崎ビューホテル 

21日(土) 第2回ガバナー諮問委員会 高崎ビューホテル 

22日(日) RLIセミナー PartⅡ 前橋問屋センター 

28日(土) RYLA研修セミナー 妙義グリーンホテル 

29日(日) RYLA研修セミナー 妙義グリーンホテル 
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開 催 日 項 目 場 所 

2017年 

11月 

5日(日) 地区大会記念ゴルフコンペ サンコー72CC 

11日(土) 
ロータリー財団補助金管理 

セミナー 

18日(土) 地区指導者育成セミナー 高崎ビューホテル 

18日(土) RI会長代理歓迎晩餐会 高崎ビューホテル 

19日(日) 地区大会 高崎アリーナ 

19日(日) 地区大会 懇親会 
ホテルメトロポリタン 

高崎 

25日(土) RLIセミナー PartⅢ 前橋問屋センター 

12月 

2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 

2日(土) 米山学友会忘年会 
ホテルメトロポリタン 

高崎 

16日(土) 青少年交換学生クリスマス会 

2018年 

1月 

6日(土) 
第3回ガバナー諮問委員会・ 

GE(宮内)壮行会 

14日(日) 米山記念奨学生 選考会 前橋問屋センター 

20日(土) 第1回地区補助金予備審査会 

27日(土) 
会員組織強化・ 

女性ネットワーク合同委員会 
前橋問屋センター 

2月 

3日(土) ローターアクト年次大会 伊勢崎プリオパレス 

10日(土) 
第4回ガバナー諮問委員会・ 

GE(宮内)報告 

24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 
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開 催 日 項 目 場 所 

2018年 

3月 

10日(土) 第4分区A・第4分区B合同IM 

17日(土) 
会長エレクト・ 

次年度幹事研修セミナー 
伊香保温泉福一 

18日(日) 
会長エレクト・ 

次年度幹事研修セミナー 
伊香保温泉福一 

24日(土) 第2回地区補助金予備審査会 

25日(日) 第2分区B IM 

4月 

8日(日) 第5分区 IM 

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 

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 

22日(日) 
新規米山記念奨学生オリエン
テーション 

22日(日) 
継続米山記念奨学生  

資格審査面談 

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 

16日(土) 現・新地区役員合同連絡会議 

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 

24~27日 国際大会 カナダ・トロント 
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開 催 日 項 目 場 所 

2018年 

3月 

3日(土) 
碓氷安中ロータリークラブ 
20周年記念式典 

並木苑 

9日(金) 
桐生ロータリークラブ 
65周年記念式典 

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 

中旬 
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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た=「楽しく」・な＝「仲良く」・か＝「格好良く」、田
中ガバナーの「モットー」とのことで、ご本人曰く『田中
イズム』とおっしゃっています。 
田中ガバナーと言えば、3年前に『高崎RC田中会長年度の
会員増強５１人達成‼』したバイタリティは全国のロータ
リアンの多くがご存知のことかと思います。 
そう‼ 私もその、いわゆる『田中チルドレン』の1人で
す。 
田中ガバナーの紹介ということですが、私がロータリアン
になった経緯と絡めて、お話したいと思います。 
田中ガバナーと、私が初めてあったのは、もう四半世紀前
のことです。創業して10年位たった頃でした。当時お願い
していたのは、親会社から紹介されたベテランの税理士さ
んでしたが、具体的なアドバイスなどは受けたことはあり
ませんでした。わが社は、小さいながらもメーカーでした
ので、開発費などの先行投資の出費がありましたが、全て
経費勘定で処理をしていました。そんな中、資金繰りに 

 ガバナー 田中 久夫さんの紹介 

窮している時に、旅館を経営している先輩に紹介されたのが、田中先生（田中ガバナー）で
した。前出の出費なども一定期間で償却することで、開発費（資産勘定）として処理できる
ことなどを、「作新学院大学」や「高崎経済大学」などで教授を務め、『経営学』の博士と
しての豊富な知識を持って、相談者の気持ちに立ってアドバイスをしていただきました。そ
の後も、何かにつけ気にかけていただき、大変な時も、田中先生ならではのバイタリティで、
「わっはっはっ」と笑って「大丈夫」だと、勇気づけてくれたり、親身になって様々なアド
バイスをいただきました。 
そんな田中先生に誘われなければ、私がロータリアンになることはありませんでした。 
何故なら、私の会社の法人登記住所は「玉村町」、個人住所は「吉井町」、普通に考えれば
高崎RCに籍を置くようなことはなかったでしょう。「私に高崎RCのロータリアンが務まる
でしょうか？」と聞くと、田中会長（当時）は、相変わらず「わっはっはっ」と笑って「大
丈夫」だと、言ってくれました。 
その後も田中会長は、我々『田中チルドレン』が「楽しく」・「仲良く」できるように、
様々な『集い』を企画してくれました。また、我々、個々の事情を尊重しつつ、ロータリア
ンの心得を指導していただいたおかげで、『田中チルドレン』はほとんど脱会者を出すこと
なくここまで来ることができました。 
2840地区の田中ガバナー年度が始まりましたが、「楽しく」・「仲良く」・「格好良く」
の『田中イズム』に則り、田中ガバナーを支え（引っ張られ？）一年間を、駆け抜けていき
たいと思いますので、皆さん、共に頑張りましょう‼ 
「We are One‼」（永塚）  
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地区の名幹事として誉高い広瀬さん。その風貌は某有
名歌舞伎俳優を彷彿とさせ、穏やかな語り口と美しい
声は聞く者すべてを魅了し、またその目力たるや一瞬
にして我々じゃじゃ馬副幹事たちを手なずけます。田
中ガバナーのムチャぶりにも至って沈着冷静に対応す
る様は正に2840地区の名参謀です。 
幼いころから鍛錬を積む剣道はなんと５段！腕前はそ
れ以上で今でも県大会の優勝カップを持ち帰る現役剣
士です。早朝起床が日課とのことで、しばしば我々に
送られてくる指令が日の出と同時なのは剣の道で鍛え
られた賜物でしょうか。 
仕事、ロータリー、各種団体の要職と激務に追われる
広瀬さんですが、家庭に帰れば一男一女の良き父親で
す。スケジュール帳はいつもびっしりで、いつ家族
サービスができるのか心配なくらいですが、まだまだ
甘えたい盛りのお嬢さんもいることですし体に気を付
けてお互い頑張りましょうね。（かわいい後輩副幹事
の神宮より）  

 広瀬 雅美さんの紹介 

株式会社栄塗技研の専務取締役。2014年10月に入会。
冗談も言わない真面目な人（？）というのが第一印象
でした。季節ごとに開催される行事のクリスマス例会
では、親睦委員として率先して動物の着ぐるみを着て、
子どもたちを一生懸命楽しませていました。入会した
年に発足した野球部の練習には必ず参加。 
宴会の席では、真面目な人ほど羽目を外すと言われて
いますが、市川君は常に周りに気を遣い飲んでいる時
でもやっぱり真面目。いまでも第一印象のままです。 
今年度は、地区副幹事として第4分区Bと職業奉仕委員
会を担当します。キャッチャー（女房役）の市川君に
は適任です。持ち前の誠実さを前面に出し、 

〝ロータリーのある人生を誇りにしよう〟 
の運営方針を胸に、地区目標達成に向けて、全力で取
り組んでくれるでしょう。（大草） 

 市川 誠二さんの紹介 
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 見たまんま、なのですが実は本物の元ラガーマンです。 
THE体育会系の大草さんですが、体つきとは違いとても繊
細な人で、細かい仕事も嫌がらず、黙々とこなしている
姿をよく見ております。 
 飲み会でも、文句も言わず飲まないけど必ず付き合っ
てくれます。本当は酒は大好きだけど、車で帰らなけれ
ばといつも飲まないんです。というのも自宅が邑楽郡邑
楽町、なのに高崎ロータリークラブ所属という異色の存
在です。本人よそ者と言ってますが 
 そんな大草さんとは出会ってから2年しかたっていない
のですが我々若手ロータリアンの兄貴的存在で、今回の
副幹事の仕事も、いつも真面目に先頭に立って引っ張っ
てくれます。たすかってます。 
 ただ一つだけ注意しなければならないところがありま
して、昨年某温泉ホテルに泊まった時のことなんですが。
夜中に大草怪獣が現れたのです。ガガガガグググ、私廊
下で寝ました。 
 これもご愛嬌です。頼りにしてます兄貴。（市川） 

岡田千代美さんは、女性会員としては高崎高島屋より
出向で女性社長が入会されておりましたが、転勤後は
女性会員は不在でありました。私が推薦し入会されそ
の後高崎ﾛｰﾀﾘの女性会員拡大につながりました。その
持ち前のバイタリティーと責任感ある行動は田中年度
において女性会員拡大の大きな原動力となり女性ロー
タリアンの理想像となりうると期待しています。（吉
崎） 

 大草 良広さんの紹介 

 岡田 千代美さんの紹介 
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岡本君に最初に合ってそのデカさに驚かされると思い
ます。スーツを着て歩いている姿はまるでどこかの国
のボディガードのようです。そんな岡本君は高崎RCの
中で指折りの行動派で、Facebookを覗いて見ると常
に各地（国内に限らず）に出没しています。岡本君は
ダスキンのフランチャイズ店の経営をしていて、仕事
で仕方なく各地を周っていると、本人は言っています
がどうみても仕事のようには思えません。岡本君はお
酒は飲めない（敢えて飲まない？）のですが、どの会
合でもいつも最後まで残っています。「リア充」とは
岡本君のためにある言葉なのではないか思ってしまう
位、たくさんの趣味を持つ岡本君が今最もハマってい
るのがゴルフで、高崎RCのゴルフ部部長も務めていま
す。一言で言ってしまうと遊び大好き人間ですが、
ロータリーの活動には人一倍熱いものを持っています
のでとても頼りになる仲間の一人です。（嶋方） 

 岡本 謙一さんの紹介 

高崎ロ－タリ－クラブに入会し４年目になります。川
嶋君とは高校時代からの同級生で東京農大第二高等学
校の卒業です。当時から学力は優秀で、男女共学の特
別クラスでした。 
性格は常に冷静沈着で、感情を露にすることは少なく、
仲間であっても丁寧に接し、物静かで感情的になるこ
とはほとんどない。７０台をコンスタントに出すゴル
フのプレ－にもその性格が表れ、手堅いプレ－でミス
をしても慌てず淡々とプレ－をするその姿はまさしく
「川嶋正靖」そのものです。また高校時代からのスタ
イルもほとんど変わらず、スーツ姿も様になっていま
す。 
高崎ロ－タリ－クラブに入会以前は高崎青年経営者協
議会に所属し理事長を歴任し、現在は高崎商工会議所
の評議員や東京農大第二高等学校卒業生の経営者で組
織する「緑楊会」の副会長も務めるなど、人材も豊富
で、多種多方面に渡り活躍をしております。（金井） 

 川嶋 正靖さんの紹介 
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出会いは、あるロータリアンの方から『この方なら、
貴方の力に成ってくれる人だよ。』と紹介を頂きまし
た。 
人見知りで、引っ込み思案で超緊張がりの私に、和や
かにそしてフレンドリーに接してくれ、頼りがいのあ
る方です。その後は、公私に渡りお世話になっており
更には、ロータリーへと導き頂きました。 
広い人脈を持ち、多方面にわたり尽力を尽くし活躍を
され、周りの人を楽しませつつも、公平な判断と礼節
を重んじ、私欲に偏ることなく正に、『四つのテス
ト』の様な人（褒めすぎだと思います。）です。 
ロータリーの今後の活動においても、大いに貢献して
くれる存在であると確信しております。 
一年間、どうぞよろしくお願いいたします。（佐藤） 

彼は、医療用のステンレス家具一般を製造している会
社（（株）英技研・玉村町）の社長です。その会社の
製品は、数年前のフジテレビのTVドラマ「医龍」（坂
口憲二主演）でも使用され、番組最後のテロップで社
名が流されるのを楽しみに観ていました。最近は、指
紋認証の特許を取得し、それを用いたロッカーを製造
販売することを始めました。全国の大学体育館などに
納入実績があるようです。本人の趣味はきっとゴルフ
です。スコアは秘密にしておきますが、彼のアドレス
の特徴は、必ず一回思いっきりの素振りをすること、
それも周りで見ている同伴者の心臓がビックリして止
まるか、というほどの思いっきりのスイングをするこ
とです。あれだけの素振りをしたら疲れちゃって、次
の本番でボールに当たらなくなるのでは、と心配して
います。また、彼には永塚時間と呼ばれる遅刻常習の
癖があります。それも僅かの遅刻のため、皆は何故あ
と5分ほど早めに行動できないのかと不思議に思って
います。仕事が忙しいのかな？（田中） 

 富山 俊吾さんの紹介 

 永塚 徹さんの紹介 



これほどまでに緻密に物事を推し進める人はもはや希
少価値の部類（笑）。総合建設業の三村工業を支える
彼の存在感は誰もが認めるものです。 
青年会議所理事長のほか小学校PTA会長、PTA連合会
会長、高崎市教育委員長などを歴任。 
現在も様々な行事・イベントにおいて中心となって携
わり、まさに地域貢献の申し子の如く更に活躍の場を
広げています。同学年の私としては負けていられない
ところですが、如何せんタフな男で、お付き合いで夜
何時に帰ろうと朝5時にはPCと向かい合い仕事に勤し
むバイタリティーには到底敵いません。ただ、お互い
にもう若くないですから、身体に優しい生活を心がけ
て欲しいと願って止みません。（矢嶋） 

 三村 治さんの紹介 
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初めて会う人には相当インパクトのある容姿です！そ
の筋の方ではないかと思うくらいです。その反面
（株）ウェルビーイングを経営し老人福祉施設の運営、
人材育成など幅広い分野で活躍しています。人は見か
けによらないとは、まさにピッタリの人です。話しを
すれば、バイタリティーにあふれ又、好きなものは好
き、嫌いなものは嫌い！結構白黒はっきりしています。
突っ走り始めるなかなか制御が難しいところもあるの
ではないかと思いますが責任感が強く、優しい口調と
いい感じの声のトーンでグサッ！と物を言う優しい!?
とても楽しい方です。酒と美味しいもの好きで奥さん
と仕事を愛し、鶏肉を嫌う地区副幹事です。１年間よ
ろしくお願いいたします。（富山） 

 佐藤 健司さんの紹介 



最初の出逢いは1993年のＪＣ例会！（お互いまだ20代で
した。）今からちょうど25年前思えば長いお付き合いで
す。第一印象は『カッコイィ！！』（笑）年齢を聞いた
ら同級生、不思議なご縁が始まりました。その後はＰＴ
Ａ会長や市Ｐ連役員等々歴任されて常にボランティア活
動の最先端で、最後に？ＲＣで！（その活動をいつも一
緒に目の当たりにしてきました。）そのエネルギーの秘
密は！なんだろう？って考えてみました。 
襲雷舞踊団！！http://www.syurai-takasaki.com 
“この街を舞台に若者がエネルギーを爆発させるようなも
のに”ということを念頭に活動！まさにそのエネルギーが
矢嶋さんのカッコイィ親父の原点なのかなぁって思いま
す。常に全身全霊で！子ども達にも同じ目線で真摯に！
やる時はやる！！徹底的にやる！それが矢嶋さんであり、
この熱さをサラッッと成し遂げてしまう凄さもあります。
いずれは？矢嶋節として高崎の中で伝説になっていくの
では！って期待しています。（三村） 

 矢嶋 真さんの紹介 
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「ヨッシー」と皆から慕われる吉崎さん。私と同じく
富岡のＲＣから移籍し、現在は高崎ＲＣの会員です。
だから二人とも田舎っぽさが抜けないのでしょうか
（笑）。ヨッシーは一言で言うと「お祭り男」！‘祭
り’‘神輿’となると目の色が変わります。田中ガバナー
年度での副幹事としての立場は、‘神輿担ぎ’と‘世話役’
かも。ロータリー歴が浅く若手の副幹事が多い中、顔
も広く経験豊富で、オタオタしている後輩達に先を見
越して詳細を説明・助言してくれる頼もしい兄貴です。
広瀬幹事に煩雑な相談をする事無く、何とか副幹事17
名が動けるよう配慮してくれてる影の立役者。一年間
走りきれたらヨッシーの十八番「銀座のトンビ」で
「わっしょい！」をみんなで合唱しましょうね。（岡
田） 

 吉崎 裕さんの紹介 

http://www.syurai-takasaki.com/index.html
http://www.syurai-takasaki.com/index.html
http://www.syurai-takasaki.com/index.html
http://www.syurai-takasaki.com/index.html
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小学生のお子さんのバレーボールの大会でお子さんと
一緒にいたら、知らない方に小学生と勘違いされて話
かけられた！と自慢気に話してくる入山さん。確かに
見た目は若いですが、ガバナー事務所で笑っている声
をきくと間違いなく小学生ではありません。特に引き
笑い。あるロータリーさんから「そのまま倒れてしま
うんじゃないかと思った。」と言われるくらい激しい
のです。見た目とのギャップに皆さん驚かれることで
しょう。最近私が、物忘れが激しく入山さんに「佐藤
さ～ん、年だね。年」と言われてますが、入山さんが
物忘れをするごとに「おんなじですね。フフっ！」と
密かに喜ぶ私です。 
毎日富岡からガバナー事務所まで通っていますが、今
年も安全運転でお願いします。くれぐれも前の車をあ
おったりしにようにしてくださいね(笑)（佐藤） 

今年の佐藤さんは、いつもと違います!! いつもなら、
何か目標を掲げては事務局で宣言し、“言って満足、
やったつもりで時過ぎる”なのですが･･今年は、なんと
県民マラソンに２０年ぶり位（あれ?おかしいな、永遠
の２３歳といつも佐藤さんは言っているけれど･･･）で
ご友人の方と一緒に出場するとのこと。 
そして、つい先日、県民マラソンに向け、お子さんの
バレーボールの付き添い中に体育館の空きスペースを
走ったような歩いたような･･･とのこと。 
本当に何が起きたのか、県民マラソンに出場する話は、
実は昨年の１２月に聞いていたんです（笑）。先日ま
で、いつもの様に宣言のみで石のようにぴくりとも動
かず、これまでも何度か月信でご紹介してきましたが、
水の様に？栄養ドリンクのように飲み干すお酒も毎日
欠かさず本当にマラソン大丈夫？と心配してしまう
程｡｡｡そんな、佐藤さんが体育館を歩いているというの
だから驚きです!!今年の佐藤さんは、何かが違う･･･は
ずなので、皆さんガバナー事務所にお起こしの際は充
分にお気を付けください！（入山） 

 入山 こず江さんの紹介 

 佐藤 由紀恵さんの紹介 
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氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

岸 道信 
前橋 
2017年5月30日 
中央銀行 
日本銀行 前橋支店 
支店長 
齋藤 一雄 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

山下 哲弘 
前橋 
2017年5月30日 
銀行 
㈱みずほ銀行 
      前橋支店 
支店長 
江原 友樹 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

米田 俊博 
前橋 
2017年5月30日 
建設 
清水建設㈱ 
    群馬営業所 
営業所長 
曽我 孝之 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

塚本 泰永 
桐生西 
2017年5月19日 
通信業 
㈲OPTCO 
代表取締役 
髙森 勉 小林 聡 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

久米 貴久 
高崎 
2017年4月11日 
コンサルティング業 
Consul & Farm  
      株式会社 
代表取締役 
丸山 和久 

宇野 敏明 
太田南 
2017年6月6日 
冷暖房機器配布 
㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｻｰﾋﾞｽ 
代表取締役社長 
矢島 克彦 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

石塚 芳己 
渋川 
2017年6月1日 
ファインケミカル製造業 
デンカ㈱渋川工場 
工場長 
石田 享史 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

鈴木 英男 
渋川 
2017年6月8日 
鉄鋼製造 
大同特殊鋼㈱ 
      渋川工場 
副工場長 
佐藤 秀樹 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

櫻井 誠 
安中 
2017年5月2日 
自動車整備業 
安中群馬電装㈲ 
代表取締役 
三澤 俊之 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

櫻井 雅寿 
安中 
2017年5月2日 
住宅建築業 
㈲ミキハウス 
代表取締役社長 
杉田 頴紀 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 
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氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

富岡中央 
池﨑 聡 
2017年5月11日 
生命保険 
日本生命保険相互
会社下仁田営業所 
営業部長 
佐藤 正宏 
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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 
役職 

保坂 憲夫 
高崎シンフォニーロータリークラブ 
1995年10月20日 
2017年05月04日 
72歳 
保坂憲夫税理士事務所 
所長 

保坂憲夫会員は、当クラブの創立時のチャーターメンバーであり、クラブの設立や運営等に尽力いただき、現
在のクラブの礎を築いた会員であります。保坂会員のロータリー歴は、そのまま当クラブの歴史とも言えます。副
会長、会計監査等多岐にわたり貢献していただきました。常にロータリーの精神を大切にし、奉仕・親睦活動
に積極的に参加しておりました。穏やかな人柄と優しい笑顔で、多くの方々と交流を持っていただきました。 
 クラブ会員一同、心からの尊敬と感謝の気持ちを捧げ、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。合掌 

高崎シンフォニーロータリークラブ会長 長井 典夫 

氏名 
クラブ 

入会日 
退会日 
享年 

勤務先 
役職 

豊川 一男 
藤岡南ロータリークラブ 
2001年10月21日 
2017年06月24日 
71歳 
有)スター精密 
代表取締役社長 

2004-2005年 クラブ会長 
2011-2012年 ガバナー補佐 
2016-2017年 地区ガバナー 
ポールハリスフェロー（マルチプル） 
ポールハリスソサエティ、ベネファクター 
米山功労者 

 豊川ガバナーが6月24日（土）お亡くなりになりました。任期をわずか一週間残すのみでした。 
 豊川ガバナー年度は、大いなる成果と共に、2840地区を一段と前進させた年度として、地区の歴史に刻ま
れます。 
 安らかにお眠りください。合掌。 

地区幹事 市村 信也（藤岡南ロータリークラブ） 
 

1996年 ポールハリスフェロー 
第2回米山功労者マルチプル 
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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。 

最近の文献から 

（358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 

「ロータリー概論－ロータリー史からみた奉仕の理想」  あわじ中央R.C. 2002 167p 

「ロータリーエッセイ-英米史の中でのポール P.ハリス考」  矢作好英 2009 27p 

「ロータリーの基本～研修の手引き」  本田博己 2012 40p 

「全く私(わたくし)的なロータリーの記録」  井原俊彦 2015 83p 

「職業奉仕を学ぶ」  D.2680 2015 108p 

「クラブ会長スピーチ集」  D.2650 2016 94p 

「『ロータリーの真髄』～変えてはいけないロータリー」  深川純一 
  D.2510 IM実行委員会 

2017 31p 

〔上記申込先：ロータリー文庫〕 

「世界でよいことをしよう:ロータリー財団百年誌」 
  デイビッド C.フォワード R.I. 

2015 296p 

〔申込先：国際ロータリー日本事務局 FAX(03)5439-0405〕 

「ロータリー入門書2017～2018年度版」   前原勝樹・重田政信・渡辺好政 2017 227p 

〔申込先：北斗事業出版 TEL(03)5207-6681〕 

「ロータリー財団ハンドブック」 D.2750 2017 112p 

〔申込先：D.2750 FAX(03)5472-2750〕 
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年

度

初

月

初

月

末

増

減

女

性

前橋 4 68.93 118 115 118 3 10

前橋西 3 72.33 56 60 59 -1 5

前橋東 3 84.91 60 57 58 1 5

前橋北 4 91.76 69 74 73 -1 4

前橋南 4 97.45 32 39 40 1 1

前橋中央 3 85.33 28 28 28 0 7

合計 83.45 363 373 376 3 32

桐生 5 81.44 67 68 68 0 6

桐生南 4 77.00 25 25 25 0 1

桐生西 3 92.69 61 60 61 1 5

桐生中央 3 66.67 22 21 21 0 3

桐生赤城 4 90.61 44 44 44 0 8

合計 81.68 219 218 219 1 23

伊勢崎 4 90.44 79 88 89 1 3

群馬境 3 91.67 21 23 23 0 1

伊勢崎中央 3 90.76 80 85 85 0 5

伊勢崎南 4 83.62 28 29 29 0 1

伊勢崎東 4 87.12 31 33 33 0 2

合計 88.72 239 258 259 1 12

高崎 3 87.00 117 118 118 0 9

高崎南 4 69.90 65 69 69 0 7

高崎北 4 93.67 68 67 67 0 0

高崎東 3 76.41 38 40 39 -1 1

高崎シンフォニー 3 69.17 42 42 41 -1 4

高崎セントラル 4 96.27 37 35 34 -1 0

合計 82.07 267 371 368 -3 21

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 2058 2106 2111 5 136 82.27

クラブ数
会員数

年

度

初

月

初

月

末

増

減

女

性

太田 3 94.83 71 71 71 0 3

太田西 4 82.51 17 18 18 0 2

太田南 4 88.20 43 47 47 0 2

新田 3 88.89 17 18 18 0 1

太田中央 3 80.92 54 58 58 0 3

合計 87.07 202 212 212 0 11

館林 3 80.00 50 50 50 0 2

大泉 4 79.06 33 33 32 -1 3

館林西 4 77.03 22 21 21 0 1

館林東 4 71.74 24 23 23 0 3

館林ミレニアム 3 87.43 26 26 26 0 0

合計 79.05 155 153 152 -1 9

渋川 3 97.06 58 60 60 0 5

沼田 4 67.60 67 71 71 0 1

草津 3 56.86 19 17 17 0 1

中之条 4 76.80 21 22 22 0 1

沼田中央 3 76.97 59 56 56 0 4

渋川みどり 4 69.69 38 38 38 0 2

合計 74.16 262 264 264 0 14

富岡 3 96.48 46 45 45 0 4

藤岡 3 85.63 52 53 53 0 3

安中 4 65.69 44 48 51 3 3

藤岡北 4 80.10 16 17 17 0 1

富岡中央 3 88.05 39 38 39 1 1

碓氷安中 3 78.79 10 11 11 0 1

藤岡南 3 82.23 17 18 18 0 1

富岡かぶら 4 86.91 27 27 27 0 0

合計 82.98 251 257 261 4 14

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

2017年5月末現在 
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 これから、この「ガバナー月信」紙上に余白部分ができたとき、それを借りて「ロータ
リー」の周辺にあるお馴染みの言葉の謂れなどを薀蓄披露します。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１ 

第１話：「クラブ」の語源 

 「クラブ」という言葉は、かの文豪ウイリアム・シェイクスピアによって作られたと言われ
ています。いまから430年ほど前、当時18歳の文豪は毎日の放蕩生活のなか、村の領主に命ぜ
られ彼の子を身ごもった年上の女性と結婚させられることになります。その後、彼はロンドン
に逃げて戯曲家として有名を馳せることになりますが、ところが有名になるほど周囲に人が群
れて好きな酒もおちおち飲めない有様に陥ります。たまりかねた文豪は、居酒屋の主人に断
わって奥の１室を借り、本物の友人だけを招いた集いの部屋を設けます。そこで一言述べたの
が、「諸君、明日もここに集まろう。古代エジプト発祥のコプト語をヒントにして、われらの
集いを「クラブ」と命名しよう」という言葉です。かくして、「気のおけない同行者の集い」
を意味する言葉「クラブ」が誕生します。この「クラブ」という言葉が生まれる以前は、カン
パニー、ソサイエテイなどと呼ばれていたようです。 
 私たちの組織「ロータリー」も「クラブ」と呼んでいます。ロータリーのスピリッツを共有
する気のおけない仲間たちの集いです。同好の友人を大切にしましょう。そして、それを共有
できる仲間をたくさん集めましょう。会員増強に邁進する1年の始まりです。 
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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 白衣大観音 

 高崎市のシンボルとして、昭和11年に建立されてから高崎を見守りつづけている観音様、そ
の白衣観音は、悟りを求める清らかな心を表しています。高さ41.8メートル、重さ約6,000ト
ンで、建立当時は東洋一の大きさを誇ったといわれます。 
 
住    所 ： 高崎市石原町2710-1 
問い合わせ先 ： 慈眼院 027-322-2269 

mailto:tanaka@rid2840.jp

