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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 

いよいよ１１月です。地区大会（11/18（土）・19（日））が控えています。ホストクラ
ブの高崎RC、コ・ホストクラブの高崎南RCと高崎セントラルRCは、皆さんをお迎えする
ために精一杯の準備をしています。１年で一番華やかなロータリーのお祭りを皆さんと一緒
に楽しみたいものです。具体的な日程は別のページに掲載されていますので、それを参照し
てください。 

いよいよ、10/1（日）の第六分区の合同公式訪問例会の開催をもって、すべての合同公式
訪問が終わりました。ガバナー補佐およびそのホストクラブの皆様のご協力に感謝いたしま
す。また、例会に参加していただいた各クラブの会長はじめ多くの仲間達に感謝いたします。
一方、各クラブへのメークは2/3を終わったところです（10/16現在）。残りのクラブ様に
はもう少しでお邪魔できるところまで来ております。よろしくお願いします。 

なお、最後のお願いをします。いろいろな機会を通じて、地区大会の登録は各クラブ様に全
員登録をお願いしてまいりました。重ねてのご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

今年度のRI会長のテーマは、「ロータリー：変化をもたらす」です。風を起こし、空気を
変え、新しいロータリーを作っていくためには、誰かが大バカになり、それを支える何人か
が小バカになって、本気になって変えるんだ、という気概を持たなければ変化は起こせませ
ん。この１年、私が大バカになります。各クラブの会長・幹事は小バカになって（失礼）こ
れまでのしがらみを打ち破ってください。今年度こそ、古い体質を変え、未来のための礎を
つくるチャンスにしましょう。私の所属する高崎RCは、この試みに成功しました。数年前
から大幅に体質改善を果たし、いまでは若い会員が自分の友人を誘ってくる、という理想的
なクラブに変わりました。今年度はすでに10名の新会員が入り、現在128名のビッグクラ
ブになっています。さあ、会長・幹事の腕の見せ所です。大いにその力量を発揮してくださ
い。地区大会でお会いしましょう。 

本題です。今月は「ロータリー財団月間」です。昨年度、ロータリー財団は創立100年を迎
え、今年度から新しい時代に入りました。100年前からR財団のテーマは、一言で言うと
「世界でよいことをしよう」（Doing Good in the World）です。そうです、私が今年度始
めに作って皆様に配布したポスターの１枚（赤いベースのもの）が、それです。皆様の事業
所のどこかに貼っていただいているものです。 

  特別月間テーマ：ロータリー財団月間 



最近、高崎市内で車を走らせていると、いろいろな会社、商店のショーウインドーなどで眼
にすることが多くなってきました。ご活用いただき嬉しい限りです。 

さて、今年度、当地区の財団への寄付金目標は年間150ﾄﾞﾙ以上／人、ポリオ寄付金は年間
30ﾄﾞﾙ以上／人です。それぞれ個人の生活には負担にならない程度の少額です。この僅かな
金額で世界でよいことが出来るならば、大変嬉しいことです。ロータリアンの善意に感謝し
ます。 
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国際ロータリー第2840地区                       
ロータリー財団委員長 伊能富雄（伊勢崎RC） 

 11月は国際ロータリーの特別月間として『ロータリー財団月間』
とされております。 
 

アイデアがあり、熱意もあり、信念さえあれ
ば目標を達成することができる！ 

 2017－2018年度のロータリー財団は、過去、現在、そして未来にロータリーの達成の一部
となる機会をすべてのロータリアンに与えてくれます。 
全てのロータリアン、全てのロータリークラブにアイデアの力を表現するチャンスを与えてく
れます。 

私たちは「クラブを強化」し「公共イメージを向上」させ「人道的奉仕」を増やす責務があり
ます。ロータリー財団はこれら3つすべてを達成するための手段です。ロータリー財団は、100
年に渡り無数のアイデアを支えてきました。そして、2840地区では前年度、「ロータリー財団
100周年」を記念し、全クラブ、全会員、協力のもと「ポリオ撲滅まであと少し」の一大キャ
ンペーンを実施することができました。 
私たちは病気の予防、健康の改善、教育の提供、地域社会の発展、水と衛生、平和の推進を目
的とした世界中のプログラムのために41億ドル以上を集め、活動に充ててきました。ロータ
リー財団は更に進化し続けています。 

ロータリー財団の優先項目 

１．年次基金寄付の目標。人々の人生を変え
るような数多くのプログラムを引き続き支援
していくために「1億3,500万㌦」に設定され
ます。 

年次基金に少なくとも100ドルを寄付すると
いう「Every Rotarian Every Year」の寄付
は今後も優先されることとなります。（2840
地区は1人150㌦以上） 

２．永久にポリオを撲滅する。ポリオ撲滅は
今後も第一の優先活動となります。ポリオの
募金目標は引き続き「年間3,500万㌦」です。 
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３．財団の恒久基金寄付。恒久基金寄付をロータリアンに呼びかけることです。2017-2018
年度は「2025 by 2025」という恒久基金目標に向け丸1年をかけて取り組む初めての年度と
なります。 

 ロータリー財団の活動は『寄付を集める活動』と『寄付を使う活動』があり、地区における
DDF(地区活動資金）の資金源は当地区の3年前の寄付額によって決まります。田中ガバナー年度
の年次基金寄付は3年後（2020-2021年度）のDDFとして活用されることになります。前年度の
年次寄付額は348,825.17㌦（一人たりの寄付額169.50㌦）でした。是非、田中ガバナー年度に
於いての目標は前年度を上回るようお願い致します。 

一方、『寄付を使う活動』は、「地区補助金」「グローバル補助金」「ポリオ・プラスプログラ
ム」「ロータリー平和センタープログラム」の4つに使用されます。地区補助金は前年度に申請
された全46クラブからの地区補助金プロジェクトが実施されます。グローバル補助金は、前年度、
地区承認された５件のプロジェクトのうちR財団から承認受理された2件が実施中となっており、
他に、ポリオ・プラス基金に30,000㌦、ロータリー平和センター基金に20,000㌦の寄贈計画を
予定しております。 

今後の地区予定として11月11日（土）に2840地区ロータリー財団『補助金管理セミナー』の
開催、田中ガバナー年度の次年度に向けての地区補助金申請年度となります。 

また、今年度から地区補助金申請はWebサイトからの申請となり、クラブにとって大変重要なセ
ミナーとなります。各クラブからの参加よろしくお願い致しますとともに財団委員長さんには、
「ロータリー財団月間」に際し、財団に対する卓話をしていただき、財団に対する関心を更に深
めて頂けるようお願い致します。 
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開催日 ：  2017年11月18日（土） 13:00～17:30     
 場 所 ： 高崎ビューホテル2F 「HARUNA」 

 地区指導者育成セミナー 

登録受付（昼食の用意はありません） 

<司会>    地区副幹事 岡田 千代美 

開会挨拶・RI会長代理紹介   ガバナー 田中 久夫 

RI会長代理挨拶   RI会長代理 北 清治 様 

本日の趣旨説明   地区研修リーダー 本田 博己   

基調講演   RI会長代理 北 清治 様 

テーマ：クラブ指導者のリーダーシップについて 

謝  辞   ガバナー 田中 久夫 

第Ⅰ部 クラブ会長発表   第一分区から46クラブの会長 

「メークをしてみて判った。～○○がうちのクラブの自慢です。～」  

                                                                          （各クラブ２分以内） 

（14:20頃から、10分間の休憩を挿入します。） 

第Ⅱ部 クラブ幹事発表   第六分区から46クラブの幹事 

「メークをしてみて判った。～あのクラブは○○が素晴らしい。～」  

                                                                          （各クラブ２分以内） 

（16:00頃から、10分間の休憩を挿入します。） 

講  評   地区研修リーダー 本田 博己 

閉会挨拶   ガバナー 田中 久夫 

＊「RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会(３F あかぎの間)」会場へ移動 
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 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

 開催日 ：  2017年11月18日（土） 18:00～         
 場 所 ： 高崎ビューホテル3F 「あかぎ」 

<司会>       小泉 裕美（高崎RC）       

RI会長代理ご夫妻入場   木遣り先導  粋 和 會 

開会挨拶 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ  高崎RC会長  関口 俊介 

ガバナー挨拶   ガバナー  田中 久夫 

RI会長代理挨拶   RI会長代理  北 清治 様 

ご来賓紹介   ガバナー  田中 久夫 

乾  杯   ガバナーエレクト 宮内 敦夫 

歓談・歓迎アトラクション   尺八と三味線演奏 松本 梅頌 

閉会挨拶 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ  大会幹事長  市川 豊行 

ロータリーソング「手に手つないで」 ソングリーダー  矢嶋 真 

RI会長代理ご夫妻退場 

閉  会 
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開催日 ：  2017年11月19日（日） 09:30～     
     場 所 ： 高崎アリーナ（高崎市） 

 地区大会・本大会 

受付・登録 

<司会>    横山 慶一・山田 由紀子（高崎RC） 

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ･ｱﾄﾗｸｼｮﾝ  （BGM） 高崎経済大学吹奏楽部 

ﾌｧﾝﾌｧｰﾚ 

RI会長代理  北 清治 様ご夫妻入場 

開会宣言  地区幹事    広瀬 雅美 

点  鐘  ガバナー    田中 久夫 

国歌・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱  ソングリーダー    北村 久美子 

物故会員追悼 

歓迎挨拶  地区大会実行委員長    児玉 三郎 

RI会長代理紹介及び  ガバナー    田中 久夫 

   来賓・他地区来訪者・地区役員紹介 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ挨拶  ガバナー    田中 久夫 

来賓祝辞  群馬県知事    大澤 正明 様 

  高崎市長    富岡 賢治 様 

  高崎商工会議所会頭  原 浩一郎 様 

RI会長代理    

   挨拶・RI現況報告  RI会長代理 北 清治 様 

（休  憩）  （BGM） 高崎経済大学吹奏楽部 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ報告  ガバナー    田中 久夫 

大会委員会報告 

・資格審査委員会報告  委員長    安藤 震太郎 

・登録委員会報告  委員長    生方 彰 

・ガバナー指名委員会報告  委員長    疋田 博之 

・規定審議会立法案検討委員会 委員長    曽我 隆一 

豊川年度決算報告  豊川年度地区会計長 仁井田 正弘 

・監査報告  豊川年度地区会計監査人 廣瀬 信二 

・承  認  副ガバナー 生方 彰 

大会決議案発表  大会決議委員長 竹内 正幸 

・大会決議案審議・採択  ガバナー 田中 久夫 

（諸事お知らせ） 
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開催日 ：  2017年11月19日（日） 09:30～     
     場 所 ： 高崎アリーナ（高崎市） 

 地区大会・本大会 

ｱﾄﾗｸｼｮﾝ１（11:50～12:10） 阿波踊り演舞 上州高崎どですけ連 

昼食・友愛の広場交流 

ｱﾄﾗｸｼｮﾝ２（12:40～13:00） 和太鼓演奏 高崎頼政太鼓会 

基調講演・講師紹介  ガバナー 田中 久夫 

基調講演  法政大学大学院教授・人を大切にする 

    経営学会会長 坂本 光司 先生 

ﾃｰﾏ：「日本でいちばん大切にしたい会社～380万社から見いだしたいい会社～」 

（休  憩） 

ｱﾄﾗｸｼｮﾝ３（14:10～14:30） ダンスチーム 襲雷舞踊団 

記念事業発表  ガバナー 田中 久夫 

・財団設立50周年 米山記念奨学会特別寄付 

・地区大会ﾁｬﾘﾃｲｺﾞﾙﾌ大会寄付 

・地区内外災害対応基金設立 

各種表彰・感謝状・記念品贈呈 

・RI表彰  RI会長代理 北 清治 様 

・2016-2017年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ表彰他 副ガバナー 生方 彰 

・ﾛﾝｸﾞｴｰｼﾞ・ﾛﾝｸﾞｷｬﾘｱ表彰  ガバナー 田中 久夫 

・豊川年度感謝状・記念品贈呈 

各分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐と 

      参加46ｸﾗﾌﾞの紹介  各分区ガバナー補佐と各クラブの皆さん 

各委員長の紹介と  青少年交換学生、ｲﾝﾀｰｱｸﾄ、ﾛｰﾀｰｱｸﾄ、 

      ﾛｰﾀﾘｰ家族活動報告     RYLA、ﾛｰﾀﾘｰ財団奨学生、米山記念奨学生 

ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ・ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ紹介 ガバナー 田中 久夫 

  ガバナーエレクト 宮内 敦夫（館林RC） 

  ガバナーノミニー 森田 高史（伊勢崎RC） 

次年度地区大会ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ挨拶 館林ロータリークラブ会長 瀬山 欣春 

講  評  RI会長代理 北 清治 様 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ謝辞・記念品贈呈  ガバナー 田中 久夫 

閉会の辞  地区大会幹事長 市川 豊行 

ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ･ｱﾄﾗｸｼｮﾝ  高崎経済大学直属應援団 

点  鐘  ガバナー 田中 久夫 

（諸事お知らせ） 

＊懇親会会場（ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ高崎）へ移動 
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開催日 ：  2017年11月19日（日） 18:00～     
     場 所 ： ホテルメトロポリタン高崎 

 地区大会懇親会 

<司会>                            黒澤 弘・小林 匡美（高崎南RC）    

RI会長代理ご夫妻入場 

歓迎ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ   素囃子 金沢花街芸妓衆 

開会挨拶   大会実行委員長 児玉 三郎 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ挨拶   ガバナー 田中 久夫 

RI会長代理挨拶  RI会長代理 北 清治 様 

乾  杯   ガバナーノミニー 森田 高史 

歓談／ｱﾄﾗｸｼｮﾝ   特別ゲスト：秘密の芸能人 

閉会挨拶 ｺ･ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ  高崎南RC会長 喜美候部 正令 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「手に手つないで」 ソングリーダー 高井 和雄 

RI会長代理ご夫妻退場 

閉  会 
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開催日 ： 2017年9月9日（土） 
場 所 ： 太田グリーンパレス 
報告者 ： 地区副幹事 三村 治 川嶋 正晴 
 
 第４分区Ａ合同公式訪問スケジュールは以下の通りでした。 
各クラブ役員懇談会を１０時より開会。 
太田ＲＣ、太田西ＲＣ、太田南ＲＣ、新田ＲＣ，太田中央ＲＣ、以上５ＲＣにて実施。 
会長幹事、役員、ローターアクトのメンバーと共に各クラブの実情報告並びに懇談を実施。 
昼食・休憩。（各テーブルにて懇談会を踏まえて午後の発表の準備等） 
５クラブ合同例会の開催。 
卓話 『ロータリー財団 ６つの重点分野について～医療とのかかわり～』 
講師 中野正美第４分区Ａガナバー補佐 
ロータリー財団の６つの重点分野①平和の推進、②疾病との闘い、③水と衛生、④母子の健康、
⑤教育の支援、⑥地域経済の発展等々の卓話（スライドを通しての判り易い説明と共に） 
ローターリークラブメンバーへのアドバイスを最後に戴きました。より良い介護を受けるため
に『ありがとう』、『すまいないね』、『おいしかったよ』を言葉にすることが大切。 
ガバナースピーチ。 
田中久夫ガバナーより 公式訪問の主旨、ＲＩ会長のテーマ、田中ガバナーＲＩＤ２８４０地
区の運営方針の説明。（１、ＲＩ会長の件、２会員増強の件、３．公共イメージ向上の件、４．
『ロータリアンであることの誇り』の件、５．ロータリー財団による補助金の活用の件、６．
各種寄付の件、その他 ロータリーデーの件、地区指導者育成セミナーの件、地区大会の件、
地区大会『プログラム』の件、トロントの件等について） 
会員組織強化策と公共イメージ戦略の発表。 
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開催日 ： 2017年9月9日（土） 
場 所 ： 太田グリーンパレス 
報告者 ： 地区副幹事 三村 治 川嶋 正晴 
 
太田ＲＣ、太田西ＲＣ、太田南ＲＣ、新田ＲＣ，太田中央ＲＣの順にてそれぞれ発表。 
ガバナー講評。田中久夫ガバナーより お礼と各クラブの目標確認並びに達成のお願い。 
閉会後クラブ毎の田中久夫ガナバーを交えての写真撮影の実施。 
合同懇親会を同会場にて開催。 
開会 中野正美第４分区Ａガナバー補佐。 
挨拶 田中久夫ガナバーより。 
乾杯 竹内正幸パストガバナーにて乾杯のご発声を戴きました。 
歓談 地区大会のＰＲ（高崎ロータリークラブ実行委員会より） 
閉会 大塩孝太田ロータリークラブ会長にて。 
締め 相山美喜江太田西ロータリークラブ会長にて 
最後に手と手をつないで を全員で斉唱し、全スケジュールを終えました。 
第４分区Ａの皆様に設営から運営まで大変お世話になりました。ありがとうございました。 
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開催日 ： 2017年9月10日（日） 
場 所 ： 館林市 ジョイハウス 
報告者 ： 地区副幹事 大草 良広 市川 誠二 
 

   9月10日（日）、田中ガバナー代４分区Ｂ合同公式訪問が館林市、ジョイハウスにて行わ

れました。午前中10時より各クラブ役員とガバナーの懇親会から始まり、各クラブの現状やい

ろいろな問題点や良いところ、マネするべきところなどたくさん勉強になりました。午後14時

よりクラブ合同例会が行われ、各クラブの年度方針・進め方等、順次発表いただきました。そ

の後夕方より懇親会が行われ、無事合同公式訪問が終わりました、ガバナーと各クラブの皆さ

んといろいろな議論がされ、とても有意義な1日であったと思います。いろいろ準備してくだ

さった第４分区Ｂの皆様ありがとうございました。 

１、各クラブ役員ガバナー懇親会  
     ＊大泉ＲＣ・館林ＲＣ・館林西ＲＣ・ 
        館林 東ＲＣ・館林ミレミアムＲＣ                                     
2、５クラブ合同ガバナー公式訪問例会                          
3、写真撮影 ＊各クラブごと                             
4、５クラブ合同ガバナー公式訪問懇親会                                                   
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開催日 ： 2017年9月17日（日） 
場 所 ： 前橋問屋センター会館 ２F 
報告者 ： 地区副幹事 岡本 謙一 
 
 国際ロータリー第２８４０地区２０１７－２０１８年度 ＲＬＩセミナーPartⅠが開催され
ました。ガバナー挨拶のあと、本田博己地区研修リーダーより、「私達は、本当にロータリー
を理解しロータリアンとして活動するためには、一人一人のロータリアンが自発的に自覚を
持った話し合いをし、本当のロータリーを理解することがまず基本的な課題だと考えていま
す。」との挨拶をいただきました。その後各セッション会場に移動し、修了証及び終了バッジ
の授与、アンケートと参加評価書の記入をして終了となりました。 

9：00～  登録開始 
司  会 RLI推進委員会委員 田部井 丑松 
9：30～10：00  開会式   
挨  拶         ガバナー 田中 久夫 
挨  拶         地区研修リーダー 本田 博己 
ガイダンス      RLI推進委員会委員長  本田 博己 
10：00～10：10   各セッション会場へ移動 
10：10～11：00   1時限目  
11：10～12：00   2時限目 
12：10～13：00   3時限目 
13：00～13：40   昼食（全体会場にて） 
13：40～14：30   4時限目  
14：40～15：30   5時限目  
15：40～16：30   6時限目  
16：30～16：40   閉会式会場へ移動 
16：40～17：00  閉会式 
           修了証・終了バッジ授与、アンケート記入、参加評価書式提出 
閉会挨拶 研修委員会副委員長  竹内 正幸 
17：00     終  了 
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開催日 ： 2017年9月24日（日） 
報告者 ： 米山奨学委員 多部田 敬三（伊勢崎RC） 
 
前橋問屋センター会館において米山奨学生カウンセラー研修会が開催されました。宮内ガバ
ナーエレクト、高木米山記念奨学会理事挨拶の後、カウンセラーの体験発表がありました。関
口啓子さん（高崎南RC）からは女性カウンセラーのメリットやメンバーとの交流を増やす事の
重要性について、市川秀一さん（渋川RC）からは卒業後の進路について悩む学生に、いかに寄
り添ってあげられるか、といった貴重な話を聞くことができました。質疑や意見交換も活発に
行われ、参加者それぞれが抱えている思いを共有できる良い研修会となりました。 

開催日 ： 2017年9月24日（日） 
報告者 ： 米山奨学委員 関井 宏一（館林RC） 
 
米山記念奨学セミナーが総勢130余名の出席のもと盛大に行われました。趣旨説明の後、奨学
生リャナゲ・ペレーラ・マノシカ・ブッディーニさん、カウンセラー大友一之さん（桐生RC）
の体験談、学友会新会長イー・カーリー・カレンさんの学友会紹介と続きました。槻岡ガバ
ナー補佐と高木貞一郎財団理事より、米山記念奨学事業の活動や意義、今後の方針等の説明を
受け、あらためて米山の素晴らしさを多くの出席者が再認識できたものと感じました。本年は
財団設立50周年となりイベント等も開催されます。 

米山記念奨学セミナー 
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 9月30日（土）第5分区合同公式訪問が開催されました。各クラブ会長より現況報告がなされ、

どのクラブに於いても其々の抱える地域性や特性等に頭を悩ませつつも、前向きにそして積極

的にクラブ目標達成へ組織運営を実施している様子が伺えました。会員の増強に於いて第五分

区は、圧倒的に不利な状況下で有るにも関わらず、年度開始3ヶ月で既に増強達成をしているク

ラブやそれに近い実績をあげている。 

  入会に際し問題視または断りの理由にされる事に、クラブ会費が有るが、会費の高い安いでは

なく、“価値の創造への導き”各種財団等の寄付に於いても、その目的と事業内容における成果

や効果を説明する取組みを行っており、正に“ロータリーとは何か？” を実践している。公共イ

メージへの取り組みに関しても、小・中学校や市町村との繋がりを既に構築しているケースが

多く、これまでの地道な活動や事業が地域からの信頼と期待を集めている理由であろう。更に

は、地域ミニコミ誌から地域新聞等へのコマーシャリングを積極的実施し、知名度アップと共

に実施事業を“地域に見える化する”形で発信を行っている。ガバナーからの、個々の問題事案

に関する指摘や注視事項また、出席不良者の例会への導き方・既存退会者への招待や参加依頼

～の再入会、退会希望者に対しての他クラブ移籍（常に相手を尊重する形で…仮にクラブ会員

を減らす事が有ろうとも、ロータリアンを減らすことの無きよう計らって欲しい）っといった

言葉が重くそして、深く身に染入った。地域柄第5分区6ＲＣ内では、合同の会長、幹事会、会

員相互の懇親会などがこれまで行われず居たことに驚きを感じたが、今日のガバナーによる合

同公式訪問が意味することろを機に、今後の一層活発な分区内交流が行われ、相互の発展に役

立てられることを切にお願い致します。 

開催日 ： 2017年9月30日（土） 
場 所 ： 沼田 ホテルベラヴータ 
報告者 ： 地区副幹事 佐藤 健司・矢嶋 真 
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10:00 田中ガバナー個別クラブ懇談会（各クラブ25分） 

14:10 合同例会 開会 

 点  鐘 沼田中央ＲＣ  堤  康喜智 会長 

 奉仕の理想 唱和  ソングリーダー 沼田中央ＲＣ 森田 裕 会員 

 地区役員紹介 第2840地区第5分区 山田 晃 Ｇ補佐 

14:20 各クラブ会長運営方針発表（各10分） 

15:30 ガバナースピーチ 田中 ガバナー 

16:00 休 憩 

16:10 会員組織強化策・公共イメージ戦略 委員長発表（各10分） 

17:20 講  評  田中 ガバナー 

 点  鐘  渋川みどりＲＣ  平形 寿善 会長 

 その他・お知らせ 

17:30 写真撮影（各クラブ4分） 

18:00 合同懇親会 会場案内 

18:05 地区大会のご案内 

18:10 合同懇親会 開会 

19:30 合同懇親会 閉会 
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開催日 ： 2017年10月1日（日） 
場 所 ： アミューズ富岡 
報告者 ： 地区副幹事 岡田 千代美・竹山 哲男 
 

安中市・富岡市・藤岡市とかなり広い範囲の分区のため、第６分区全員で顔を合わせることが

なかったそうです。合同例会では、それぞれの地域性を活かした戦略発表がされ三市の特色が

みられました。また、それぞれのクラブの特徴が感じられる意見がなされ会長・会員増強委員

長・公共イメージ委員長の努力が伝わってきました。ホストクラブの富岡中央ロータリーさん

とコ・ホストクラブのかぶらロータリー・富岡ロータリーさん大変お疲れ様でした。岡田ガバ

ナー補佐に感謝です。有難うございました。 

１．各クラブ役員懇談会（８クラブ/25分ずつ）   
２．８クラブ合同例会     
３．各クラブ会長から方針発表    
４．ガバナースピーチ     
５．各クラブから戦略発表（会員増強・公共イメージ）   
６．ガバナー講評      
７．地区大会ＰＲ      
８．写真撮影      
９．合同懇親会  
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青少年交換委員会は2017-2018年度長期受入学生（インバウンド学生）の４名を対象に、青
少年交換プログラム移動オリエンテーションを開催させていただきました。 

待ち合わせは、ヤマダ電機様前・・・ここでプチハプニングが！今回のバスは、安中のボル

テックスアーク様でした。青い車体に黄色の文字が特徴です。７時４０分頃青いバスがヤマダ

電機様前に到着して、歩き始めましたが・・・私の他にもバスに向かって歩く方がかなりたく

さん！おかしい？？と思い、立ち止まって少し様子を見ていると・・・皆さん見覚えのない方

ばかり？でさらによぉ～くみるとバスのサイズが大きい！大型車でした。結果は、同じ日の同

じ時間に同じ会社で別部隊の会があった！というコトでした。(笑) その後参加者の皆さんと

合流して伺った所、やはりそのバスが目に留まったそうですが様子が変なので？皆さんそれぞ

れに待機をしていたとのコトでした。バスに乗り込まなくてよかった！とお互いに褒めあいま

した。すみません・・・本題に戻ります。今回はそういう冷静な大人達１５名と４名のインバ

ウンドの学生と総勢１９名での活動になりました。ご案内には、内容：「陶芸＆そば打ち体験

とリンゴ狩り」（群馬県内）と書いてありました。実際の工程は、たくみの里での陶芸体験→

そば打ち体験→昼食→吹割の滝の観光→リンゴ狩りというモノでした。たくみの里での陶芸体

験は、もちろんインバウンドの学生にとっては全員初体験！師匠の指導もありご覧の通り初め

ての挑戦にもかかわらず見事な造形が出来ていたのでは？と思います。こちらの作品は数週間

乾燥させたのちに窯で焼いて後ほど届けて頂けるとの事です。ちょうどクリスマス会の頃に完

成予定との事で今から楽しみです。ちなみに同行した私たちも作品造りに挑戦させて戴きまし

た。思い思いにいろいろな形に挑戦していました。このようなふれあい体験活動の機会は大人

が童心に戻れる感があり貴重な場面だったと思います。 

報告者：地区担当副幹事 三村 治 
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 その後会場を移し、今度はそば打ち体験となりました。そば打ち、ただですら初挑戦で難し
いのになんと１０割そばに挑戦！かなりハードルの高いモノでしたが終わってみれば見事形に
なっていました。昼食はこの打ちたての１０割そばを茹でたてで試食、しかも旬の天ぷら付き
でとうれしいご褒美になりました。１０割そばとにかくおいしい！の一言につきました。余談
で近くのお店に梯子で（もう一杯）行ってみましたが、なんと！素人の蕎麦の方がおいしく感
じました。いい経験といい体験（発見）になりました。 さて、お腹も膨らんだ所で、次は東
洋のナイアガラ！（現地の看板に表示有）探索！？です。群馬県人にとっては、『た』と言え
ば“滝はふき割れ 片品渓谷”みんなでこの東洋のナイアガラを体感しました。ここで散策をし
てお腹を少し空かせたところで次にリンゴ狩りへ移動しました。原田農園さんをお借りしてリ
ンゴは食べ放題、しかもお土産も詰め放題という楽しい企画を全員で体感しました。（食べる
のに夢中で画像がありません）最後に高崎の地まで戻り、夕食を全員でとりながらこの日の反
省会を行いました。４人に感想を聞いたところ、共通していたのがそば打ち体験がかなり楽し
かった！という事でした。やはり大人も子どもも“食”をキーワードにした交流や体感って“ここ
ろ”に残るのモノなんだと実感しました。インバウンド学生が今後もたくさんの思い出を日本
で作って欲しいと思いました。例会等でお見かけの際には是非ともお声がけをよろしくお願い
致しますm(__)m 

報告者：地区担当副幹事 三村 治 

ＰＳ 帰りのバスの中でカラ
オケ大会が始まりました。
歌ったのはインバウンドの学
生のみ！しかもユーミンシ
リーズ（荒井由実時代の）こ
れは驚きでした。機会があれ
ばデュエットはいかがです
か？(笑) 
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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 
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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。） 

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） 

20日(金) 太田中央（三村） 

24日(火) 沼田（広瀬・佐藤・矢嶋） 

26日(木) 伊勢崎中央（永塚） 

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（岡田・竹山） 

2日(木) 渋川（広瀬・佐藤・矢嶋） 

6日(月) 高崎 

8日(水) 高崎北（広瀬） 

＊ 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. 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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  9/21 掲載 ＜草津ロータリークラブ＞ 

  9/28 掲載 ＜中之条ロータリークラブ＞ 
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  10/5 掲載 ＜沼田中央ロータリークラブ＞ 

  10/12 掲載 ＜渋川みどりロータリークラブ＞ 
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  10/19 掲載 ＜館林ロータリークラブ＞ 
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開 催 日 項 目 場 所 

2017年 

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 閉会式 

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 

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 
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開 催 日 項 目 場 所 

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 

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 
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開 催 日 項 目 場 所 

2018年 

4月 
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 

16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 

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 

菊池 千恵 
前橋 
2017年9月19日 
家具販売      
光グローバル 
    トレーディング(株) 
代表取締役 
鴻田 敦 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

髙橋 利和 
前橋 
2017年9月19日 
飲料・食品製造 
アサヒビール(株) 
             群馬支社 
支社長 
小林 哲 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

宮崎 興法 
前橋東 
2017年9月28日 
宗教 
宗教法人 浄土院 
代表役員（住職） 
茶野 栄一 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

日下 幸夫 
前橋北 
2017年7月03日 
児童養護施設 
(福)フランシスコの町 
施設長 
大國 勉 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

上村 哲郎 
前橋北 
2017年7月10日 
鋼構造物工事業 
(株)カミムラ 
代表取締役 
廣木 晴久 

齋藤 慎佳 
前橋北 
2017年7月31日 
設備設計業 
(株)齋藤設備技研 
代表取締役 
亦野 高裕 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

下田 一茂 
前橋北 
2017年7月31日 
建設・左官業 
(株)下田工業 
代表取締役 
亦野 高裕 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

金山 明永 
前橋南 
2017年9月20日 
不動産賃貸業 
(株)エイシン 
代表取締役 
柳澤 知則 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

木村 誠寛 
前橋南 
2017年9月20日 
不動産業 
(株)スタビリティ 
代表取締役 
柳澤 知則 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

長竹 伯晶 
桐生 
2017年8月27日 
飲食業 
MITAKE  
      PLANNING 
代表 
岡部 信一郎 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 



新会員紹介 

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER 

2017-2018 Vol.5 

33    

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
推薦者 

石原 由美子 
桐生赤城 
2017年10月03日 
生命保険 
日本生命 
       保険相互会社 
新井 清一 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

是澤 久正 
群馬境 
2017年10月05日 
生産請負業 
日成産業(株) 
代表取締役会長 
光山 喜一郎 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

高木 謙 
伊勢崎中央 
2017年9月14日 
不動産業 
Ｋ ．エステート 
             株式会社 
代表取締役 
小林 正弘  
泉 哲雄 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

推薦者 

田端 宣章 
伊勢崎南 
2017年8月29日 
損保保険 
トヨウケ総合 
       株式会社 
代表取締役      
下田 進 
 
 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 
役職 

推薦者 

横尾 通世 
高崎東 
2017年9月14日 
宝飾販売 
株式会社 ディ・アーズ 
代表 
本島 明文 

氏名 
クラブ 

入会日 
職業分類 
勤務先 

 
役職 

 
推薦者 

大沢 俊夫 
高崎北 
2017年10月04日 
商業銀行 
(株)群馬銀行 
             高崎支店 
常務執行役員 
     高崎支店長 
 竹中 隆 
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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。 

ロータリーの精神 

（362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 

「ロータリーの精神」  ビチャイ・ラタクル  
 （D.2680地区大会記録誌） 

2017 6p 

「奉仕の理想と自利利他と黄金律」  吉田雅俊 
 （D.2580月信） 

2017 1p 

「一業一会員制と親睦の関係」  玉井清治 
（D.2510月信）  

2017 1p 

「ロータリーの魅力－元R.I.理事今井鎮雄、ロータリーを語る」  
（神戸西R.C） 

2004 178p 

「ロータリーの社会奉仕」 武田和夫  
（航跡Ⅳ） 

2011 2p 

「ロータリーからのプレゼント」 （長崎南R.C）  
 

1998 8p 

「世界中でよいことをしてきた100年－ロータリー財団100周年記念イベン
ト特集」 （D.2770月信） 

2017 31p 

「ポリオ・プラス活動15年の歩み」  中井義尚  
 （D.2640） 

2001 36p 

「ロータリーデー」   
 （D.2770） 

2015 39p 

〔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 71.67 118 117 119 2 10

前橋西 4 82.10 58 59 59 0 5

前橋東 4 88.22 51 51 52 1 5

前橋北 3 90.04 70 74 74 0 3

前橋南 4 96.46 40 41 43 2 1

前橋中央 4 70.83 27 27 27 0 6

合計 83.22 364 369 374 5 30

桐生 3 81.24 63 65 65 0 6

桐生南 4 79.17 24 24 24 0 1

桐生西 5 90.75 59 62 62 0 7

桐生中央 4 68.75 21 21 21 0 3

桐生赤城 3 87.20 42 43 43 0 8

合計 81.42 209 215 215 0 25

伊勢崎 4 92.25 88 88 89 1 3

群馬境 4 88.89 22 23 22 -1 1

伊勢崎中央 3 82.44 84 84 85 1 5

伊勢崎南 4 89.06 30 32 32 0 1

伊勢崎東 3 89.59 32 32 32 0 1

合計 88.45 256 259 260 1 11

高崎 3 84.00 118 125 126 1 11

高崎南 4 70.40 68 72 72 0 7

高崎北 4 60.89 66 67 67 0 0

高崎東 4 74.66 40 40 41 1 2

高崎シンフォニー 4 79.76 41 42 42 0 4

高崎セントラル 4 83.94 34 35 34 -1 0

合計 75.61 367 381 382 1 24

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 2112 2120 8 141 80.26

クラブ数
会員数

年

度

初

月

初

月

末

増

減

女

性

太田 4 88.54 71 73 72 -1 3

太田西 4 93.48 18 18 18 0 2

太田南 3 85.27 46 45 46 1 3

新田 3 86.96 18 21 23 2 2

太田中央 4 86.82 55 55 55 0 3

合計 88.21 208 212 214 2 13

館林 5 85.00 49 52 52 0 2

大泉 4 77.01 33 34 34 0 3

館林西 4 70.45 21 23 23 0 1

館林東 4 95.31 23 21 21 0 3

館林ミレニアム 4 91.61 25 26 26 0 0

合計 83.88 151 156 156 0 9

渋川 3 95.38 62 62 62 0 5

沼田 3 60.30 67 70 70 0 2

草津 3 43.13 17 17 17 0 1

中之条 4 66.01 21 23 23 0 2

沼田中央 4 76.00 51 52 52 0 4

渋川みどり 4 74.07 37 37 37 0 2

合計 82.98 255 261 261 0 16

富岡 4 87.00 44 45 44 -1 4

藤岡 3 80.40 51 54 54 0 3

安中 4 59.31 51 51 51 0 3

藤岡北 4 75.27 17 16 16 0 1

富岡中央 4 79.76 37 39 39 0 1

碓氷安中 4 87.50 10 10 10 0 0

藤岡南 3 66.67 16 16 16 0 1

富岡かぶら 4 78.56 27 28 28 0 0

合計 76.81 253 259 258 -1 13
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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5 

第5話：ロータリーと高潔性 

  2010年以来、RI理事会は、ロータリーの戦略計画における３つの優先項目（クラブのサ

ポートと強化、人道的奉仕の重点化と増加、公共イメージと認知度の向上）の目標を実現する

ために、その重要なファクターとして５つの中核的価値観を示しています。すなわち、奉仕

（Service）、親睦（Fellowship）、多様性（Diversity）、高潔性（Integrity）、リーダー

シップ（Leadership）の５つです。このすべての要素は重要不可欠な項目ですが、どれか一つ

を選べといわれたら、私は何らのためらいもなく「高潔性」を掲げます。誰かの文章に（出典

は不詳、記憶にありません。）、組織は「高潔性がなければ何もないのと同じ」というような

文言を見つけたときから、私の運営する組織（会計事務所、家庭など）では最重要の指針であ

るとしています。これを言い換えれば、倫理、道徳やコンプライアンスなどと言うのかもしれ

ませんが、このことを旗印に日々の生活を律するように努めています。 

最近、「人生の目的とは」？という問答に出会いました。何分にも哲学的・形而上的問答でお

いそれとその答えを知ることは出来ないだろう、と諦めていましたが、やっとその答え（私に

とって腑に落ちるもの）に出会いました。それは、「人生の目的とは、品格の完成にある。」

という言葉です。これは、新渡戸稲造先生や内村鑑三先生などが言った金言ですが、これに出

会ってやっと自分の人生の意味の理解とそれを手にするためにロータリーが必須であることの

関係が解るようになりました。「自身の品格の完成とロータリー」、この２つは私にとって密

接不可分の括りです。ロータリーは生き方を学ぶ道場です。「入りて学び、出でて奉仕せ

よ。」の中心にある人生道場です。 
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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 高崎アリーナ 

 国際級の規模を誇る体育館。国際大会から個人利用まで、スポーツを応援するまち｢高崎｣の
総合スポーツ施設。メインアリーナ・サブアリーナを中心に新たなスポーツの拠点として設置
され、国際大会・全国大会などに対応した施設規模を有しています。高崎市民のみならず国内
外幅広い方たちにご利用いただけるよう、2017年4月に開館しました。 
 
住    所 ：  〒370-0846 高崎市下和田町四丁目1番18号 
問い合わせ先 ： 公益財団法人高崎財団 高崎アリーナ管理部  
  TEL 027-329-5447 FAX 027-329-5448 

mailto:tanaka@rid2840.jp

