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国際ロータリー創立 100周年シカゴ年次大会に参加して 
 

はロータリー創立 100 周年を記念して、ロータリー発祥の地シカゴで国際ロータリ

次大会が開催されました。2840 地区では各地区で参加されましたが、私は前橋・

地区のロータリアンを中心に編成した 22 名のグループに参加しました。6月 16 日

Ｌ006 便で成田をたってニューヨークに入り、2 泊してシカゴに入りました。途中

ーヨークではメトロポリタン美術館で大好きなフェルーメール 4 点、ルーカス･ク

ッハ 3点とメムリンク、レンブラント、ルーベンスといったネーダーランド絵画の

を鑑賞することが出来ました。 

19 日にシカゴのファイアット･リージェンシーホテルで日本人朝食会が日本人ロー

アン 1000 人が参加して、重田ＲＩ理事エレクトの司会で行われました。重田理事

クトも大役に大分揚がっておられました。朝食会は来賓紹介のあとグレン Ｅ･エス

会長の挨拶で始まり、出席者全員で 100 周年を祝いました。朝食会後、シカゴ市内

バスで 40 分の郊外にあるエバンストンの国際ロータリー本部を訪問しました。本

普通の田舎町にある正面、氏ポール･ハリスの銅像が立つ特色のないビルでした。 

周年シカゴ国際大会の参加者は、161 カ国 41792 人（日本人 3231 人）で東京大会

8800 人）、大阪大会（46600 人）の中間といったところでした。本会議は 13 時、16

20 時の 3回に分けてチケット制で行われ、我々は 16 時からの 2回目に出席しまし

本会議前は余興に始まり、歓迎の辞（司会者）、100 周年の鐘の入場、歓迎の辞（大

員長）、プログラム採択、歓迎のビデオ、国旗入場、国際ロータリー会長紹介、グ

 Ｅ･エステス会長による歓迎のスピーチ、奉仕団体一同への感謝の辞、元会長、現

および次期役員、現および次期管理委員の紹介、余興と 2時間にわたって厳粛に行

ました。 

、国際大会は 2006 年マルメ･コペンハーゲン、2007 年ニューオリンズ、2008 年ロ

ンジェルス、2009 年ソウルの順番で行われます。 

大会に出席して 100 周年という記念すべき年にロータリアンとして在籍し、また記

会に出席できた喜びを改めて感じた次第です。 

２ 



❒❒❒委員会報告❒❒❒ 

２００４～０５ 一年交換学生修了式報告 

 
日時  2005/06/12 11:00～13:30  
場所  伊勢崎プリオパレス 
青少年交換委員長 天笠 博 

【出席者】 
 交換学生 受入学生： John Jones（伊勢崎 RC）、 Jon Golley（伊勢崎東 RC） 
   派遣予定学生：一年交換 藤崎千洋（前橋西 RC）、叶野奈津紀（桐生南） 
        夏期交換 根本和（桐生南）  
   受入高校：神保教頭先生、Jon Golley、担任･重田先生（伊勢崎市立高校） 
 
 ホストクラブ 小林幹事、森田国際奉仕委員長、藤丸ｶｳﾝｾﾗｰ（伊勢崎 RC） 
    栗原幹事、岡田国際奉仕委員長（伊勢崎東 RC） 
             
 地 区 山崎ガバナー、佐藤地区幹事、坂内次年度地区幹事、 
   平方次年度地区副幹事、本田次年度地区事務局長、 
   天笠、川堀、柳沢（以上地区青少年交換委員） 吉田真理子（事務局） 

＊ その他オブザーバーとして派遣予定学生の保護者３名に出席いただきました。 
【内容】 
 初めに参加者全員の紹介を行なった後、山崎ガバナーより、心のこもった学生たちに対するねぎ

らいや励ましのお言葉と、受入高校また、ホストクラブへの感謝をこめたご挨拶をいただきました。

次いで学生へ修了証書の授与と、受入高校に対する感謝状の贈呈が厳かに行われました。修了証書

を受け取った学生 Jon Golley、John Jones君が、それぞれ留学生活についてや将来の夢について
のスピーチを上達した日本語で披露しましたが、それぞれの言葉でロータリーや学校の先生・友人、

ホストファミリーに対して心から感謝している事、日本が更に好きになった事を一生懸命話してく

れました。 
 また、受入高校よりご出席の先生お二人から学生の学校での生活の様子等私たちの興味あるお話

や、学生たちへの励ましのお言葉もいただきました。伊勢崎市立高等学校の校長先生はじめ担任の

先生、また彼らのクラスメイト全員に心より、感謝を申し上げたく思います。さらにご出席のホス

トクラブ両幹事よりもお言葉をいただき、学生たちも神妙に聞き入っていました。 
 その後、第２部として昼食をとりながら全員で懇談し、その折にこの夏当地区より派遣先に旅立

つ予定の３名の学生達にそれぞれ、２８４０地区のエンブレムがガバナーより渡され、３人の女子

学生が緊張した様子で受け取っていました。地区エンブレムを胸に、実り多い留学生活を送ってき

て欲しいと願っております。参加者の皆様からも多くの励ましの言葉をいただいておりました。予

定時間を若干オーバーしましたが、暖かい雰囲気の中で全体の行事を無事終えることができました。 
最後に出席者が帰られた後、オリエンテーションを兼ね、受入・派遣学生５名での交流会を行い

ました。その中では、帰国する２人の学生たちから派遣学生３人に対し、米国での学校生活や家庭

生活でのアドバイス等もあったり、また派遣学生の英会話の腕試しの良い機会ともなったようです。 
 
 ３ 



 とても名残惜しいですが、２人の一年交換留学生 Jon Golley、John Jones君が母国（米国・ニ
ューヨーク、アイオワ）に帰る日も迫ってまいりました。約１年間にわたり彼らの留学生活を陰で

支えていただきました２８４０地区の会員の皆様全員に、心からの感謝を申し上げて、修了式の報

告とさせていただきます。 
 ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       山崎ガバナー 挨拶                交換学生 スピーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    受入高校へ感謝状の贈呈               留学生へ修了証書の授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     交換学生とご父兄の皆さんで             山崎ガバナーと派遣学生 

４ 



❒❒❒大会報告❒❒❒ 

国際ロータリー第 96 回年次大会報告 

日 時 2005 年 6 月 16 日～21 日 

場 所 シカゴ・ＵＳＡ マコーミックスプレイス 

参加者 山崎ガバナー、佐藤地区幹事、清パストガバナーご夫妻、森田パストガバナーご家族、 

前橋ＲＣ:山田会長ご夫妻、平出会長エレクトご夫妻 

前橋西ＲＣ:藤井会員ご夫妻  前橋北ＲＣ:永島会長ご夫妻 

前橋東ＲＣ:相澤会員、繁山会員  前橋中央ＲＣ:稲木会長、井上副会長 

高崎南ＲＣ:矢嶋会長、市川会員     計 21 名 

 

ロータリー100 年の記念の年の年次大会が、ロータリー発祥の地シカゴで開催されました。2840 地

区からは地区参加コースで 21 名、クラブ独自のコースで 30 名位の参加がありました。開会式に先

駆けて実施された日本人朝食会では重田ＲＩ理事エレクトが司会をされ、1000 名を超える会員が参

加し、グレン･エステスＲＩ会長をはじめ多くのＲＩ役員も参加されました。開会式をはじめ数多

くのプログラムが用意され、4 万人を超える会員の参加がありました。エバンストンの国際ロータ

リー本部も訪問してきました。シカゴにクラブコースで参加の前橋西、前橋東の方々ともお会い出

来ました。身近にロータリーの国際性と迫力を感じることができました。今後も数多くの会員に参

加し、体験して頂きたいと思います。 

2006 年がマルモ（スウェーデン）とコペンハーゲン（デンマーク）の共催、2007 年がニューオリ

ンズ（ＵＳＡ）、2008 年がロサンゼルス（ＵＳＡ）と決まりました。重田ＲＩ理事年度には大きな

役割もあり、普段体験できないことがあります。クラブや会員個人の研修、活性化のための絶好の

機会です。数多くの会員の参加をお願いします。 

今回、参加された方々に敬意とご慰労を申し上げ参加報告と致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          日本人朝食会             ロータリー本部前 

 

 

 

 

 

 

 

 

        開会式会場入り口            ポール･ハリスと一緒に 
５ 



❒❒❒委員会報告❒❒❒                                        

『 米山奨学生学友会総会 』 

 
日 時 ２００５年６月１８日（土）１１：００～１４：００              

場 所 長谷川ホテル  

出席者 高木貞一郎米山奨学会理事・秋間良廣米山学友会顧問・廣田誠四郎米山学友会顧問 

富田佳典米山奨学委員長・野辺昌弘米山奨学金増進委員・坂内光政地区幹事 

川口修平担当地区副幹事・矢端和之次年度担当地区副幹事・大路潔江米山学友会会長 

米山学友会正会員 １０名・米山学友会準会員 １３名  

次 第 

１．   開会及び役員出席者紹介           米山奨学委員長     富田 佳典 

 ２． 学友会会長挨拶                 学友会会長          大路 潔江 

 ３． 来賓挨拶                        米山奨学会理事     高木貞一郎 

 ４． 議    事              

          ⑴ 2004－2005年度活動報告について 

     ⑵ 2005－2006年度活動報告（案）について 

     ⑶ 決算について 

     ⑷ 役員補充及び会則確認 

     ⑸ その他 

５． 閉  会                  米山奨学委員      野辺 昌弘 

 

                               

 

 

 

 

富田佳典米山奨学委員長    大路潔江学友会会長     高木貞一郎米山奨学会理事 

 

 

 

 

 

 

全体風景        最後に「手に手つないで」       集合写真 

 
６ 



❒❒❒委員会報告❒❒❒  

 

 

ロータリー財団 国際親善奨学生 

オリエンテーション報告 

 
 

日 時：2005年 6月 25日（土） １１：００～１４：００ 

会 場：長谷川ホテル 2Ｆ 

出席者：奨学生 小林典代  遠藤麻美 

    地区関係者 山崎 學ガバナー   清 章司ロータリー財団委員長 

          佐藤 修地区幹事 

 

次 第： 開会の言葉   ロータリー財団委員長  清 章司 

  挨拶    ガバナー   山崎 學 

  出席者紹介   地区幹事   佐藤 修 

  奨学生自己紹介  1学年度奨学生   小林典代 

      1学年度奨学生   遠藤麻美 

  ＲＩＤ2840の概要  地区幹事   佐藤 修 

  ロータリー財団について ロータリー財団委員長  清 章司 

  昼食 

  ロータリーとあなたの奨学金 ロータリー財団委員長  清 章司 

  出発前・勉学中・帰国後について 

  質疑応答 

  閉会の言葉   ロータリー財団委員長  清 章司 

７ 



８ 

❒❒❒委員会報告❒❒❒                                     

『 第３回 諮問委員会及び諮問委員・ＡＧ・大委員長合同会議 』 
≪ 第３回 諮問委員会 ≫ 
日   時 ２００５年６月２６日（日）１２：００～１４：００              
場   所 ホテルメトロポリタン高崎 ６F やまどりの間  
出 席 者 地区諮問委員  吉野一郎・重田政信・高木貞一郎・清 章司・矢野 亨・森田 均 
      ガバナー    山崎 學・ガバナーエレクト 曽我隆一・ガバナーノミニー 津久井義孝 
      地区幹事    佐藤 修・坂内光政・仙田一夫   

地区資金委員  川鍋順一・横田秀治 
 

≪ 第３回 諮問委員・ＡＧ・大委員長合同会議 ≫ 
日   時 ２００５年６月２６日（日）１４：００～１６：００              
場   所 ホテルメトロポリタン高崎 ６F 丹頂Ⅲの間  
出 席 者 地区諮問委員  吉野一郎・重田政信・高木貞一郎・清 章司・矢野 亨・森田 均 

ガバナー    山崎 學・ガバナーエレクト 曽我隆一・ガバナーノミニー 津久井義孝 
地区幹事    佐藤 修・坂内光政   
地区資金委員  川鍋順一・横田秀治 
ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ  猪俣 健（第２分区）・吉井孝夫（第３分区） 

蛭田義徳（第４分区）・塚越裕子（第５分区） 
      大委員長    生方 璋（クラブ奉仕委員会）・堀口靖之（職業奉仕委員会） 

長谷川嘉宣（社会奉仕委員会）・富田佳典（米山奨学委員会）     
地区副幹事   奥井定夫・森本純生・川口修平・豊泉幸雄・喜美候部正令・寺本欣一 

 
 
 
 
 
 
         
         

 
≪ 第３回 諮問委員・ＡＧ・大委員長合同会議 懇親会  ≫ 
日   時 ２００５年６月２６日（日）１６：００～１７：３０ 
場   所 ホテルメトロポリタン高崎 ７F ブリリアントの間 
出 席 者 地区諮問委員  吉野一郎・重田政信・高木貞一郎・清 章司・矢野 亨・森田 均 

ガバナー    山崎 學・ガバナーエレクト 曽我隆一・ガバナーノミニー 津久井義孝 
地区幹事    佐藤 修・坂内光政 
地区資金委員  川鍋順一・横田秀治 
ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ  猪俣 健（第２分区）・吉井孝夫（第３分区） 

蛭田義徳（第４分区）・塚越裕子（第５分区） 
      大委員長    生方 璋（クラブ奉仕委員会）・堀口靖之（職業奉仕委員会） 

長谷川嘉宣（社会奉仕委員会）・富田佳典（米山奨学委員会）     
地区副幹事   奥井定夫・森本純生・川口修平・豊泉幸雄・喜美候部正令 

 
 
 
 
 
             
                        
 
 



❏事務所からのお知らせ❏ 

 

 

皆様のご理解とご協力を頂き、2004-2005 年度地区行事も無事終了致

しました。 

ガバナースタッフ一同、衷心より感謝申し上げます。 

尚、山崎ガバナー事務所は残務処理の為、8 月末日まで開設してお

りますので、何かございましたらお問い合わせ下さい。 

 

2005 年 6 月 30 日 

 

      国際ロータリー第 2840 地区 

        ガバナー   山崎 學 

        地区幹事   佐藤 修 

        会 計 長   川鍋順一 

 

 

◇ 事務局より一言 ◇ 

 

事務局員として約 2年間、携わることができまして、大変勉強になりました。会員の皆様、

またクラブ事務局の皆様には大変お世話になりました。この場をお借り致しまして、お礼

申し上げます。12 月末までは同事務所で、第 34 回ロータリー･ゾーン研究会事務所の事務

局員として続けさせて頂きますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。 

南 敬子 

 

  

山崎ガバナー事務所の事務局員として約 1年半、各クラブ会長･幹事様を始め、会員の皆様、

事務局の方々に大変お世話になり心より御礼申し上げます。ガバナー事務所卒業と同時に

8 月に控えております出産の準備に入らせて頂きますが、またいつかどこかで皆様にお会

いできたら光栄です。 

入山 こず江 

９ 
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