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題字によせて題字によせて題字によせて題字によせて題字によせて
　知足不辱知足不辱知足不辱知足不辱知足不辱     （（（（（老老老老老子子子子子）））））
　足るを知って、辱められず
　足るを知る事は人として最も大切な事で
ある。前号の月信で紹介した、良寛和尚の
漢詩はまさしく其の境地を述べたものであ
ろう。
　嚢中に僅かの米と、一束の薪があれば、
生きていくのに十分足りる。
　この足るを知らぬものは、欲望を拡げ、
ついには破滅に至り、辱めを受けることに
なるという警句である。
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３月はローターアクト月間です。３月はローターアクト月間です。３月はローターアクト月間です。３月はローターアクト月間です。３月はローターアクト月間です。

         ２８４０地区

                                                                      ガバナー　矢野　亨矢野　亨矢野　亨矢野　亨矢野　亨

現在RID２８４０地区のローターアクト
数は４７クラブ中１２クラブです。この
数はなかなか増えません。その理由は一
体どこにあるのでしょうか。
ローターアクトの精神は、ロータリーク
ラブと同じ、親睦と奉仕にあることは言
うを待ちません。私は若い人たちによっ
て構成されるローターアクトこそ、その
奉仕活動に新たな魅力を創造して欲しい
と考えております。
ローターアクトが我が国に移入された当
時は、ボランチア活動というものは、それ

ほど盛んではありませんでした。従って、
ローターアクトの奉仕活動と言うものは、
ささやかであってもそれだけに意義をも
ち、世間から注目もされたようです。
しかし、現在の社会では、ボランチア活
動はいたるところで一挙に花開いた感が
あります。群馬県でもNPO活動が２００弱
を数えております。
ローターアクトの奉仕活動も、うかうか
すると、他のボランチア活動の中に埋没
する恐れがあり、やがて青年たちを惹き
付ける魅力が次第に消失してゆく危険性
すら指摘されるのです。
私は、青年の限りない可能性を信じたい
のです。
あるローターアクトは、その地域で独自
の奉仕活動を見つけてきては、すぐそれ
を実践しているようです。親クラブであ
るロータリークラブの社会奉仕委員会は、
ローターアクトの活動に引きずられる形
で、後追い奉仕をしているという報告を
受けた事があります。これこそ、ローター
アクトの一つのあるべき姿でもあるよう
に思えるのです。
私は、今年はローターアクトの海外研修
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は中止して、出来るだけ大勢の会員の参
加が得られるように、国内での団体宿泊
奉仕活動の案をすすめたのですが、大勢
が海外研修を希望したようですので、必
ず向こうで奉仕活動をすることをお願い
しました。幸いタイのバンコックのロー
タリークラブのお世話で奉仕活動をする
ことになりましたので、その帰朝報告を
楽しみにしているところです。

ロータリーの奉仕と地域福祉ロータリーの奉仕と地域福祉ロータリーの奉仕と地域福祉ロータリーの奉仕と地域福祉ロータリーの奉仕と地域福祉（（（（（其其其其其ののののの八八八八八）））））　　　　　
（（（（（小小小小小林林林林林提提提提提樹樹樹樹樹、、、、、糸賀一雄、糸賀一雄、糸賀一雄、糸賀一雄、糸賀一雄、草野熊吉）草野熊吉）草野熊吉）草野熊吉）草野熊吉）
前号で社会福祉の実践者として歴史的に
も名を留める留岡幸助、石井十次の２名
の方をご紹介いたしましたが、この２名
の方はいずれも明治、大正の時代を生き
抜いたロータリーで言う「超我の奉仕」の
実践者でありました。しかも２人とも熱
心なクリスチアンです。私は残念ながら、
クリスチアンではありませんが、つくづ
くとキリスト教の偉大さに心打たれるも
のがあります。　
ここで、私は太平洋戦争後の実践者とし
て、重症心身障害児のために生涯を捧げ
た方を紹介させていただきたいと思いま
す。
その前に重症心身障害児について簡単な
解説をいたします。障害児は、肢体不自由
児と、知的障害児の２種類に大きく分け
られます。知能が正常で手足の機能に障
害を持つ児が肢体不自由児で、手足の機
能が正常で知能に障害を持つ児が知的障
害児であります。肢体不自由児は、かつて
脊髄性小児麻痺（ポリオ）の患者が多かっ

たのですが、これはワクチン投与によっ
て我が国では、ほとんど発生が防がれて
います。
ロータリーが現在行っているポリオプラ
ス事業の募金は、地球上からポリオの発
生を終焉させようとする努力であります。
重症心身障害というのは、肢体も障害を
持つし知能も障害を持つ、いわゆるダブ
ルハンデの児のことを言うのです。この
重症心身障害児の発生の主な原因は、３
ないし４割は先天性のもので、６ないし
７割は分娩前後のトラブルによると言わ
れております。分娩に関するトラブルの
大半は、難産による仮死分娩にあると言
われております。人間の脳に酸素供給が
３分間途絶しますと、脳は回復不能のダ
メージを受けると言われています。これ
が、いわゆる赤ちゃんの脳性麻痺の原因
であり、肢体及び知能の発達にダブルの
厳しい障害を残す事になります。その他
に、新生児期の重症感染症や、ワクチンの
副作用による脳炎等がありますが、医学
の進歩によって、その発生率は幸い減少
の傾向を示しています。それでも尚、約１
０００の出生に対し１人の割合で重症心
身障害児の発生があると言われています。
一旦家庭のなかに重症心身障害児が生ま
れますと、家族の嘆き、介護の負担は大変
なものがあります。この重症児の発生事
故が、現在我が国の医療事故訴訟の最も
大きいものの一つであることを考えてみ
ても当然のことと思います。
私が今なぜ「重症心身障害児」を取り上
げるかと言いますと、私の長女が戦後間
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もなく群馬大学の小児科で重症肺炎とな
り、幸い奇跡的に一命を取り留めました
が、脳性まひとなりました。現在私達夫婦
が重症児の施設「希望の家療育病院」を創
立したのもそのためであります。　　　
　　
我国が取り上げた数々の福祉政策の中
で、ともすればあまりにも障害が重いた
めに社会の底辺に置き去りにされる運命
にあったものが、これから挙げる数名の
方がたの《奉仕の理想》に燃えた献身的
な努力によって、欧米諸国にも誇りうる
重症心身障害児対策が作られてきたので
す。私は現在、全国の公私立の重症心身
障害児施設１０１施設の団体である、
「社団法人日本重症児福祉協会」の会長
をさせていただいているので、この問題
について、些かスペースを割いてみたい
と思います。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私は昭和６１年から１０年間，日本医
師会の常任理事として、わが国の医療、
福祉のあり方について、厚生省との折衝
の中で、議論してきましたが、その大き
なテーマの一つは、医療と福祉の統合を
如何にするかということでありました。
幸い、老人医療と老人福祉の統合は、
平成１２年から始まった「介護保険」に
よって大きな一歩を踏み出したといえま
しょう。一方重症心身障害児に対する医
療と福祉は、アメリカや西欧先進国と比
べて全くゼロからのスタートというべ
く、太平洋戦争が終わり、敗戦の砂漠の
中から、ほんの一握りの先人の犠牲的行

動、「叫び」によって動き始めたといっ
てよいでしょう。その人たちの努力に
よって障害児に対する「医療」が行われ
るようになり、「福祉」の必要性が認め
られるようになったのです。
やがて、障害児に対する「医療」と「福
祉」の統合は、いまから約２０年ほど前か
ら、ようやく制度としてわが国に誕生し
たのです。これは西欧諸国には見られな
いもので、まさに《誇りうる》ものといえ
ましょう。以下、既に故人になられました
が、ほんの一握りの先人であり、パイオニ
アである３名のかたを紹介いたします。
先ず、涙ぐましい血の出るような努力を
して下さり「重症児の親」といわれる、小
林提樹先生について述べてみたいと思い
ます。

小林提樹小林提樹小林提樹小林提樹小林提樹（（（（（１１１１１９９９９９０００００８８８８８～～～～～１１１１１９９９９９９９９９９３３３３３）））））
慶応大学医学部を出て、昭和１３年から
慶応大小児科外来で診療中、重症心身障
害児に出会った。重症児が当時の医学の
対象から全く外れており、福祉の制度か
らも見捨てられている現状に驚き、この
悲しむべき現状をいかにしても改善しな
ければならないと考えた。
　昭和２３年以降日赤産院小児科に勤務
しながら、重症児対策に奔走するも、同年
に制定された《児童福祉法》、これは画期
的な制度ではありましたが、それに盛り
込まれた１３部門の施設の中に残念なが
らこの重症児は洩れていたのであります。
　小林先生のその後のご努力は重症児を
もつ親たちや社会を動かし、昭和３６年
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に重症心身障害児施設《島田療育園》が誕
生したのであります。小林先生は請われ
て院長に就任、わが国の重症児療育の幕
開けが始まりました。昭和３４年には、後
述する草野熊吉氏によって重症児施設の
「秋津療育園」が東京に設置されますが、
当時昭和３８年には障害児福祉の問題で
マスコミに大きく取り上げられた事件が
ありました。それは作家の水上勉の《拝啓
池田内閣総理大臣殿》と言う文章で、これ
は水上勉のお嬢さんが障害をお持ちで、
障害児に対する福祉があまりにも不備で
あることを訴えたものであります。それ
かあらぬか、厚生省もこの年次官通達を
もって「重症心身障害児の療育について」
を出し、施設入所の公費負担をおこなっ
たのです。
現在，公私立の重症児施設は１０１施設
を超え、国立療養所付属の重症児施設は
７８箇所、入所患者数はあわせて１８０
００名弱となっております。このような
発展の原点は小林先生に負うところまこ
とに大なるものがあります。先生は学生
時代結核にかかられ、そのころキリスト
教に入られたそうですが、その宗教的信
念は後の島田療育園の労働組合運動が起
こるに及んで、断腸の思いで院長職を辞
することになりますが、その後生涯をか
けて重症児の指導にあたられました。生
前私どもの「希望の家」にも２度おいでに
なりご指導をいただきました。　

 　次に医師でない方で小林先生と同じこ
ろ障害児のために献身的な努力をされた

方をご紹介したいと思います。　　

糸賀一雄糸賀一雄糸賀一雄糸賀一雄糸賀一雄（（（（（１１１１１９９９９９１１１１１４４４４４～～～～～１１１１１９９９９９６６６６６８８８８８）））））　　　　　　　　　　
鳥取県出身で、旧制松江高等学校理科甲
類（現島根大）から京都大学哲学科卒業、
氏は旧制松江高等学校の学生時代、結核
で２年も休学され、その時キリスト教に
入信された。私も、旧制松本高校で結核に
悩まされ休学の苦い体験があるので他人
事とは思えないものがあります。その後
滋賀県庁に入り２６歳で秘書課長になる
が、昭和２１年県庁を去り、太平洋戦争後
の混乱期に社会から見捨てられた戦災孤
児、浮浪児、精神薄弱児の施設「近江学園」
を設立した。其の恵まれないこれらの子
供たちを救うことが祖国再建の道である
と考え、「一隅を照らす灯」になることを
決意した。彼は、当時の貧しい福祉政策の
中で、厳しい悪条件と戦いながら学園の
充実をはかり、さらに年長精薄児のため
の職業訓練施設や重症心身障害児の施設
など７カ所を設立したのです。
彼の思想の根底にあるものは、一貫して
キリスト教主義に基づく宗教哲学とも言
うべく、彼の主張した「この子らを世の光
に」がまさしくそのものズバリであり、わ
が国の障害児教育のパイオニアとして多
くの人材をそだてました。　　　　　　
　　　　　　　　　
この間、厚生省の中央児童福祉審議会、
精神薄弱者福祉審議会等の委員として活
躍し、「手をつなぐ親の会」の全日本精神
薄弱者育成会理事、昭和４１年「朝日賞」
社会奉仕賞受賞、昭和４３年、講演中に倒
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れて死亡、余りにも早い死であった。

草野熊吉草野熊吉草野熊吉草野熊吉草野熊吉（（（（（１１１１１９９９９９０００００４４４４４～～～～～１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９）））））
福島県の産、子供の頃万福寺という寺の
娘で東京へ遊学していたテル子さんに
時々遊んでもらっていたという。テル子
さんは豊橋の寺へ嫁に行ったが、あると
き実家の寺に強盗が入って住職はじめ皆
殺されたという。強盗は、赤貧洗うがごと
き生活で何人かの子供がいたがこのテル
子さんはこの孤児になった強盗の子ども
を、嫁ぎ先の養護施設に、周囲の反対を押
し切って、引き取って養育したという。こ
のテル子さんの行為が幼い熊吉の生涯を
決める強いインパクトになったのではな
いかと想像される。熊吉は子供の頃足を
捻挫して郡山の病院に入院してそこでア
キスリングというアメリカの宣教師に出
会った。上京してアキスリング家に同居
しつつ、牧師の下で貧民支援を手伝った。
アキスリング牧師は二食主義で一食は、
恵まれない人に分けるのを実践していた
という。
　アキスリング牧師はやがて、草野氏に
群馬県草津のハンセン氏病の療養所で働
く事を指示した。そこでは、メアリー・コ
ンウォール・リー女史の下で、ハンセン氏
病患者の世話を続けた。ちなみにリー女
史は、１８５５年英国貴族として生まれ
英国聖公会の宣教師として来日し、草津
温泉のハンセン氏病患者の救済に一生を
捧げ１９４１年死亡。草津の聖公会墓地
に葬られている。草野氏はその後、草津か
ら大阪十三貧民街でクロスビー女史の

セッツルメント運動に従事する。そこで
賀川豊彦や西田天香の一灯園の奉仕活動
にも参加した。その後再び東京のアキス
リング家に帰りそこで正式にキリスト教
に受洗し、障害児の御世話に専心した。や
がて昭和３４年に秋津療育園を開設し２
１人の重症心身障害児を預かることにな
る。重症心身障害児施設「秋津療育園」の
発足であります。
以上３名の方を簡単に紹介させていただ
きましたが、偶然とはいえ、さきの明治の
社会福祉活動家である留岡幸助、石井十
次の２名、昭和になって重症児の為に働
いた小林提樹、糸賀一雄、草野熊吉の３名
も含めて全部熱心なクリスチアンであっ
たことです。　
これらの事を考えると、私は、日本の社
会福祉事業はキリスト教によってのみ支
えられていた感すら抱かさざるを得ない
のです。
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ローターアクト海外研修報告

慈愛の心は国境を越えて慈愛の心は国境を越えて慈愛の心は国境を越えて慈愛の心は国境を越えて慈愛の心は国境を越えて!!!!!!!!!!

　　　　　　　国際ロータリー第2840地区
　　　　　　　ローターアクト委員長　宮澤 孝幸

「慈愛の種を播きましょう！」を研修テーマ
として、地区RA 海外研修が、２月８日～11
日まで本年度RI 会長ビチャイ・ラタクル氏
の国、タイに於いて行なわれました。
　参加者は、北爪地区代表をはじめとする
ローターアクター13 名、川生新世代奉仕委
員長そして私で計15 名でした。
　
　２月８日（土）、異国の地でのボランティ
ア活動に燃える若きアクター達の「夢と希
望と慈愛の心」を乗せた翼ＪＡＬ703 便は、
16：00 に成田を飛び立ちました。
　タイ国際空港（ドンムアン空港）へは、
20：55（日本時間は＋２時間）に到着し、
入国手続を済ませ、そのまま私達の滞在先、
クラウンプラザホテルへ22：40 にチェック
インをしました。そして夜も遅かったので、
明日のボランティア活動に備えて就寝しま
した。
　
　２月９日（日）９：00 にホテルを出発
し、バンコク市内にある孤児院｢チャイルド
プロテクション ファンデーション｣を訪問
しました。（この施設は公設で、４才～16
才までの子供達が男女半数ずつ計60 名位い
ます。）
　そこで私達は、ローターアクター達が皆
で集めた日本からの古着と5,000 バーツ
（日本円で約15,000 円）を贈呈しました。

　そして、アクター達が日本の遊びとして
用意した「コマ・折紙・シャボン玉・ヨー
ヨー・紙風船・フリスビー・ビーチボー
ル・ｅｔｃ」などで子供達と交流を図りま
した。
　私達が訪問中にもいくつかの団体が、
ジュース・お米・お菓子などを持って施設
を訪れましたが、子供達と一緒になって遊
んだのは私達だけでした。
　遊びが始まると、子供達の瞳はキラキラ
と輝いてきました。この子供達にとって一
番必要だったのは、『物ではなく楽しく遊ん
であげるという行為と愛情(慈愛の心)であ
る』ということをつくづく感じることがで
きました。
　そうした子供達と別れを惜しみつつ、施
設を後にしました。
　昼食は、ゴールドティーク レストランで
バイキングでした。
　タイは「仏教と水の都」ですので、午後
は異文化視察ということで、王宮・・・（特
にワット・プラケオ）・ワット・ポーを見学
しました。
　そこで私達は、仏教に対するタイの人達
の信仰心の深さとタイ建築の技術の素晴ら
しさを実感することができました。
　その後、チョットの時間ショッピングタ
イムを取りました。
　夕食は、高崎北RAC の会員であります、
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タイから新島学園短期大学に留学している
「ネイ」さんのお宅に招待していただきまし
た。
（「ネイ」さんは今回の研修にあたり、海外
研修実行委員長の高崎北RAC 市川さんと共
に、タイに於けるボランティア活動の訪問
先、また現地RC とのコンタクト等を取って
くれました）
　バンコク市内の「ネイ」さんのお宅の門
を入った瞬間、私達は驚きました。
そこには、とびっき
りの笑顔で「ネイ」
さんの家族をはじめ
親戚の人達、そして
「ネイ」さんの友人、
約50 名位の人達が
私達研修生一人一人
に生花で作ったレイ
を掛けてくれ、歓迎
してくれたからで
す。
そして「ネイ」さん
から、『うちの母は
日本人が大好きで
す』と聞き、さらに
感激してしまいまし
た。
　家に入ると、「ネイ」さんのお父様が、一
日がかりで心を込めて作ってくれた手料理
が、大きなテーブルの上に所狭しと沢山並
んでいました。タイ料理をはじめ、南国フ
ルーツ（マンゴスチン・ライチー・マン
ゴー・バナナ等）があり、バナナも非常に
甘みがありとても美味しかったです。
　そうした御馳走を囲みながら、言葉の壁
はあっても心に国境はなく、皆で楽しく時
の過ぎるのも忘れ、予定を30 分もオーバー

して交流を深めることができました。
　
　２月10 日（月）いよいよ今日は、
RID3350地区 DUSIT  RCの例会訪問です。例
会場は、バンコク市内のインドラ リージェ
ント ホテルです。
　私達は10：00 に出発し、例会場へと向い
ました。
　例会場へは、11：00 に到着しました。
　点鐘時間まで１時間半位ありましたので、

ホテルの中を散策し、例会場もチョット覗
いてみました。するとそこには、各テーブ
ルの上のバナースタンドには、タイ王国と
日本国のペア国旗が数多く飾られており、
私達を歓迎してくれている気持ちが伝わっ
てきました。
　12：30点鐘となり、DUSIT  RCの会長Ｍ
ｒ．ＳＯＭＢＯＯＮ　ＳＩＲＩＴＲＡＫＵ
ＬＣＨＡＩが挨拶し、北爪地区代表が私達
一人一人を紹介し、大変な歓迎を受けまし
た。
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（因にタイのロータリアンの出席数は約 50
名位。DUSIT  RCは全員出席）
　そして、川生新世代奉仕委員長が矢野ガ
バナーからのメッセージを読み上げ、私が
「今回の研修の目的・タイでの奉仕活動につ
いて・そして受け入れてくれたRC への感謝
とお礼」を述べました。
　その後、RID3350 地区７クラブ
（①DUSIT  RC  ② YANNAWA  RC　③BANGKOK
－ VIBHAVADI  RC  ④ DHONBURI－ WEST  RC

⑤ PHRA NAKHON RC  ⑥ PHRA PINKLAO－
DHONBURI　RC  ⑦ SRAPATHUM  RC）と、
RID2840 地区９クラブ（①館林ミレニアム
RC　②桐生西 RC　③高崎北 RC　④伊勢崎 RC
　⑤桐生 RC　⑥前橋 RC　⑦太田 RC　⑧渋川
RC　⑨沼田 RC）とのバナー交換が行なわれ
ました。
　さらに例会終了後、別室にてRID3350 地
区の各クラブのロータリアン８名と、私達
研修生との間で話し合いが持たれ、「またタ
イに来る予定があるか？皆さんの職業は何

か？どんな奉仕活動をしているか？タイの
ローターアクトについて」等の意見交換が
1 時間半に亘りなされました。
　そして、矢野ガバナーに宜しく伝えて下
さいとのことでした。
　その後、私達は15：00にインドラ リー
ジェント ホテルを後に、次の訪問先である
「マハメック ホーム フォーボーイ」へと向
いました。（ここは男子だけの孤児院で、年
少組約100 名位）

　そこには、
YANNAWA  RCの会長
エレクトＭｒ．ＳＨ
ＩＮＰＡＴ　ＳＥＴ
ＡＢＯＤＩをはじめ
とした、ロータリア
ン６名の人達が、孤
児達と共に私達を迎
えてくれました。
　途中バスにアクシ
デントが生じ、予定
より遅れたため、子
供達と一緒に遊ぶこ
とは残念ながらでき
ませんでしたが、日
本からの古着と
5,000バーツ、日本

のオモチャを贈呈しました。子供たちから
は、お礼にとタイダンスのショーをプレゼ
ントしていただきました。そして、子供達
の夕食の時間になったため、アクター達は
子供達一人一人に食事を運んで上げ、大変
喜んでいただくことができました。
　夜は、YANNAWA  RCのロータリアンとの
夕食会が、シルバーパレス レストランにて
行なわれました。
　そこには、RID3350 地区のパストガバ
ナー、Ｍｒ．ＫＲＩＡＮＧＰＥＴ　ＴＨＯ
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ＮＧＢＯＲＩＳＯＯＴ、YANNAWA  RCパス
ト会長のＭｒ．ＴＡＮＡＴ　ＡＰＩＪＩＲ
ＡＰＨＯＫＥＥをはじめとした、13 名の
ロータリアンが出席して下さり、タイと日
本のRCについて、またRID2560 地区、新発
田RC の高橋パスト会長を良く存じていると
いうタイのロータリアンもいて、話が大い
に盛り上がりました。
　そして、矢野ガバナーにくれぐれも宜し
くとのことでした。
　さらに、近いうちにRI 会長ビチャイ・ラ
タクル氏が例会にお見えになるので、私達
のことも宜しく伝えてくれるとのことでし
た。
　
　２月11 日（火）５：00、モーニングコー
ル。ホテル６：00 出発。空港へは、
６：30 到着。そしてタイの素晴らしい人達
との楽しい思い出と感動を心に刻み、
JAL708 便は８：35バンコク国際空港を離陸
しました。成田には16：00 到着。帰国手続
を終え、16：50 解散となりました。
　
　今回の海外研修は、市川　暁 実行委員長
を中心に、研修先の検討、そして現地での
スケジュールの企画立案、タイのRC との打
合せ等、全てアクターが行ないました。幸

いにも、前述したタイからの留学生、「ネ
イ」さんがいてくれたため、大変協力して
いただくこともできました。
　RA の活動指標の一つに、「国際理解につ
とめ、世界の平和に寄与しよう」という言
葉がありますが、若いアクターが世界の
ロータリアンと接することにより、ロータ
リーの素晴らしさを認識しつつ、国際感覚
を養うこともできることでしょう。
　貴重な体験をなるべく早くもつことによ
り、人生観、世界観もより大きく広がって
くることでしょう。
　現在、イラクや北朝鮮問題等で国際情勢
が緊迫している中で、若者達が国境を越え、
異国の人々と親睦を図り、相互理解を深め
ることにより、時には戦争すら回避し、平
和な国際社会を構築する事も出来ると思い
ます。
　そういった意味に於いても、RA の海外研
修は必要不可欠の事業であると思われます。
『慈愛の種が播かれ、それが芽を出し、やが
て実を結ぶ日も必ず来ることでしょう』
　今回のプロジェクトが、皆様からご支援
とご協力をいただき、大成功を収められた
ことに対しまして、全ての関係者の方々に
心から感謝とお礼を申し上げます。
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　２月１６日、桐生プリオパレスに於いて、
ＲＩＭＺＣ　髙橋文夫様（ＰＧ山形北ロータ
リークラブ）をお迎えし、第２回会員増強・
退会防止と地区拡大セミナーが１００名の参
加にて開催されました。
　矢野亨ガバナー挨拶、役員紹介、アナハイ
ム帰りの森田均ガバナーエレクトの挨拶、Ｒ
Ｉメンバーシップゾーンコーディネーター髙
橋文夫様の講話、「人間誰しも楽にして良い
結果を得たいものだと思いますが、これは堕
落の道に繋がると私は思っているからです。
せめてロータリーだけでも正常な路を堂々と
闊歩したい。ですからこの素晴らしい「ロー
タリー哲学」に惚れ込んでこれを発展させた
い、の一念から申し上げる訳です。世界中が
非行、不正、粉飾、金権が全ての社会から脱
却してノーマルな社会を創造するのがロータ
リーの理念であります。だから「ロータリー
の哲学」を広く社会に流布するために組織の
強化、拡大を図らなければなりません。チャ
レンジしている時こそ自分に誇りがもてま
す。皆でチャレンジして誇りを持って取り組
みたいものです。時代の変化の激しい又厳し
い、今こそ原点に返って見直す必要がありま

す。1905年ポール・ハリスの、クラブ創設時
の経緯を振り返れば、当時の荒んだ社会、荒
廃した商業道徳を立て直すことを考え異なる
職業の３人に呼びかけ、ビジネス上の発展、
社会浄化、商業道徳の確立と地域社会への奉
仕活動を実施し、自己の職業の安定を基本と
して発足しました。
　職業の安定は顧客満足が基本で、高い職業
倫理と相互信頼、つまりロータリーで唱える
職業奉仕の実践が不可欠であります。」講話
より
　ＲＩＭＺＣ　髙橋文夫様の輝かしい職歴お
よびロータリー歴から説得力の有る講話でし
た。
　佐藤弘地区拡大委員長の富岡かぶらＲＣの
設立経過説明。矢野年度早々８／４の第１回
会員増強・退会防止と地区拡大セミナーでの
新クラブ設立予定から１２／３創立総会、３
／３チャーターナイト迄の活動努力と苦労
話、休憩をはさんで会員増強退会防止委員会
　新井良雄委員長の軽妙な司会進行で意見交
換。各地区で会員減少傾向の中、当地区特筆
すべきは新クラブ設立、伝統ある前橋クラブ
に女性会員の誕生。ＲＩ２８４０地区全体と
して会員数維持に新井委員長が各クラブの努
力に感謝しながらも夢を持って前進そしても
う一段の御協力を御願いし終了。
　最後に根本地区幹事より地区の予算を預か
る立場の者として森田年度の地区運営の尚一
層の御協力を御願いしてセミナー終了。
　御協力ありがとうございました。
　　（クラブ奉仕担当副幹事 堀口信行　記）

第２回　会員増強第２回　会員増強第２回　会員増強第２回　会員増強第２回　会員増強・・・・・退会防止と地区拡大セミナー退会防止と地区拡大セミナー退会防止と地区拡大セミナー退会防止と地区拡大セミナー退会防止と地区拡大セミナー
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　国際ロータリーでは１９９６年頃から、会
員の減少が始まりました。１２１万３千余の
ピークから２０００年には、１１８万会員に
まで落ち込みました。
　このような背景の中、２００１年のシカゴ
の規定審議会における決議０１－６５８号
で、２００５年に創立１００周年を迎える１
００年祭までに、１５０万人の会員目標を承
認する決議案が採択されましたことはご承知
のとおりであります。
　これを受けて前年度キングＲＩ会長は、
「グローバル・クエスト」運動を展開され毎
月１クラブ１名の純増を呼びかけられ、２０
０２年５月２４日現在、全世界の会員数は、
1,235,173名に達しました。今年度ビチャイ・
ラタクルＲＩ会長は、「グローバル・クエス
ト」は継続実施し、今年度はボトムアップで
クラブの活性化を図り、年間１クラブ５名の
純増を呼びかけられ、各種会合・行事で強調
され強力に実施中であります。
　歴史は繰り返すと申しますが、１９３０年

代も世界的大不況と大戦のハザマで１９３１
年には１８クラブが消え、続いて３２年には
新しいクラブよりも、失ったクラブ数が多く
なり、その数２７クラブに及び、２千を超え
る会員を失った記録があります。
　それから７０年を経た現在を見ますと、文
明・文化の進歩、科学技術の進歩によって物
質的には比較にならない豊かさで生活を楽し
んでいますが、豊かさゆえの頽廃から心の痛
みが増加し心の豊かさが失われて、政治・経
済・社会のあらゆる分野で、腐敗・不祥事・
モラルの頽廃が続出しております。特に目立
つ企業の不祥事は枚挙に暇が無いほど次々と
報じられ、企業を揺るがす大事件として企業
倫理が大きく取り上げられています。法令遵
守（コンプライアンス）が企業の命運を決す
ると言っても過言ではない時代になったので
す。
　その一部を考えると、企業が大型化して競
争力、管理能力、コストダウン、経営効率、
占有率が高まり安定成長に結びつくといわれ
ています。しかしその反面合併による「リス
トラ」が平然と行われ、結果的に市場占有率
が高まり、競争原理が効せずアメリカのカリ
フォルニアで起きた電力会社の破綻に見られ
る社会の混乱、産業の停滞と国民生活を不安
に陥れた例もあります。
　きめ細かいサービスが行き届かず顧客の利
便性が低下。市内スーパーの不採算店舗が閉
鎖して近所の高齢者所帯が困っている例もあ
ります。
　企業合併で選別排除された中小下請け会社

■会員増強セミナー講演

今、今、今、今、今、ロータリーは何故増強拡大なのかロータリーは何故増強拡大なのかロータリーは何故増強拡大なのかロータリーは何故増強拡大なのかロータリーは何故増強拡大なのか
　　RIMZC  髙橋　文夫（山形北RC）
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の倒産とか、そして常に企業の統廃合が実施
される社会不安、雇用不安が増大し、貧富の
格差が拡大し、犯罪の増加、紛争の種が増え
ます。「競争こそ進歩を生む」とよく言われ
ますが、現在のような過当競争が良い社会を
齎すとは思えません。かつての日本のよき伝
統は、企業においては「終身雇用」に見られ
る「社員は家族」という経営手法が「戦後５
０年の驚異的な経済大国を生み、世界の注目
を浴びた時期がありましたが、競争と共生が
並存する多元的社会こそ今求められていると
思っていますし、競争だけでよい社会が出来
るとは思いません。又一極集中より地方分
権・分散、地方自治で住みよい社会・国土つ
くりが叫ばれています。産業構造の改変も
97.3％の中小企業を抱える日本の産業構造は
中小企業を抜きしては成り立ちません。又恣
意的な規制緩和も不公正の助長を図るのみ
で、影の官僚統制が社会を暗くするのみだと
思います。
　競合の激化は「優勝劣敗」社会が現出し
「ロータリーの精神」は抹殺されます。
　最近アメリカの景気後退が注目されてきま
した。原因はアメリカ資本主義の構造問題が
露呈して、巨大な産業界が信頼を失墜し始め
ました。先に「エンロン」最大のエネルギー
会社が不良債権隠しで倒産し、グローバル・
クロッシング社通信会社が不正経理で破綻し
連邦破産法を申請、「ワールドコム」通信会
社が粉飾決算で、85,000 人の全従業員の内
17,000人をリストラして更生法を申請した、
と報じています。オープンで透明化が計ら
れ、フェアーで信頼の置けるはずのアメリカ
企業、グローバルで効率的なアメリカ企業の
はずが、この様な不祥事がぞくぞくと出てき
ました。コンサル業務と会計事務所で世界
ビッグ５の「アンダーソン」も不正経理の指

処で発揮して、ロータリーの存在感を示して
頂きたい。これが私の願いであります。
　翻ってロータリー活動を省みますと、やや
もすれば私たちはロータリーの論理を「教条
主義的」に固執する愚を犯し勝ちですが、示
唆にとんだ言葉を思い出します。
　それは１９３４年のデトロイド大会で、ハ
ロルド・Ｔ・トーマス氏（１９５９～６０Ｒ
Ｉ会長）が理事会より提案されたある制定案
に反対して、「私は、ロータリーの驚くべき
成長の主たる原因の一つであり、おそらく現
在のロータリーの威力の要となっていると言
うものは、その適応性であり、融通性であり、
そしてあらゆる儀礼的な堅苦しい形式主義に
とらわれない、その性格であると終始確信し
ていた。言葉の意味のニュアンスについて、
極めて些細なことをあげつらう論争は儀礼
的、形式的に過ぎる嫌いがあって、ロータ
リーの精神とは異質のものである」と説いて
います。時代の変化の激しい今こそ特に心す
べきことで含蓄にとんだ言葉だと思っており
ます。
　何故この様な話をするのか、とお思いで
しょうがロータリーも今同じ思想の規制緩和
を昨年の規定審査会で採択しました。
　人間誰しも楽にして良い結果を得たいもの
だと思いますが、これは堕落の道に繋がると
私は思っているからです。せめてロータリー
だけでも正常な路を堂々と闊歩したい。です
からこの素晴らしい「ロータリー哲学」に惚
れ込んでこれを発展させたい、の一念から申
し上げる訳です。世界中が非行、不正、粉飾、
金権が全ての社会から脱却してノーマルな社
会を創造するのがロータリーの理念でありま
す。だから「ロータリーの哲学」を広く社会
に流布するために組織の強化、拡大を図らな
ければなりません。チャレンジしている時こ
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導と、不正を見逃した罪で告発され解散の憂
き目にあっております。
　こうした背景を考えれば「職業宣言」「四
つのテスト」の実践を標榜する「ロータリー」
の存在が貴重になり、今社会が求めているの
はこのような活動ではないか。まさに出番が
到来したと考えられます。
　私たちロータリアンは職業倫理を高め、職
業を通して奉仕の理想を鼓吹・育成・実践し
て、その目的を達成しようと活動を続けてい
る集団でもあります。今こそ、この意識に共
鳴する友人をより多く仲間にする努力は、共
鳴のバイブレーションを引き起こし拡大し、
組織の強化に繋がりを持たせ、会員の増強を
図って世直しのスタートにしなければならな
い。これが「グローバル・クエスト」の真意
だと思っております。是非皆さんのお力を此
そ自分に誇りがもてます。皆でチャレンジし
て誇りを持って取り組みたいものです。
　コロンビア大学社会学教授のハーバート・
Ｊ・ギャンズ氏は「平等の欲求と理念」とい
う論文の中で、経済部門でも「経済ももっと、
民主化、社会化、平等化されなくてはならな
い。企業は消費者、従業員、および一般大衆
に奉仕すると言う、今までは企業の経営要綱
には無かった倫理精神・同類精神を持って経
営され、又企業活動に伴う社会的なもの、或
いは必要でないと思われるような間接的な経
費さえも負担するようにしなければならな
い」と説いています。まさにロータリー精神
そのものであります。
　地球の人口は昨年６１億３千百万人に達し
ました「国際ロータリー」は世界中のポリオ
撲滅のために、そのうち２０億人にワクチン
を投与し、此処２２年ほどＷＨＯ、ユニセフ
その他多くの関係団体と協力し、ロータリア
ン１２０万人の力を結集し協力してまいりま

した。間もなくその目的を達成しようとして
おります。
　わずか世界の人口0.02％のロータリアン
がこの力を発揮したのです。この実績は私た
ちに自信と気概を齎しました。
　そこで、私たちはもう一度クラブ活動を、
原点に返って見直す必要があります。1905年
ポール・ハリスの、クラブ創設時の経緯を振
り返れば、当時の荒んだ社会、荒廃した商業
道徳を立て直すことを考え異なる職業の３人
に呼びかけ、ビジネス上の発展、社会浄化、
商業道徳の確立と地域社会への奉仕活動を実
施し、自己の職業の安定を基本として発足し
ました。
　職業の安定は顧客満足が基本で、高い職業
倫理と相互信頼、つまりロータリーで唱える
職業奉仕の実践が不可欠であります。
　以下活動のポイントを絞って要点を述べて
みます。
１．クラブ地域のニーズの調査をして、地域
と密着した活動計画を立てます。

２．クラブの現況調査、意識調査、会員の
ニーズ調査、をして過去の会員入退会の
内容調査を実施します

３．クラブを活性化のための会合を開き、対
応の検討を行います。

４．職業分類の調査を行い、地域にマッチし
た職業分類を選定します。「職業別電話
帳の活用等」（地域的に相違あり、実体把
握できない場合に適用）

５．具体的な増強・拡大の目標設定と、役割
分担を決めます。

６．目的意識を植え付けるためのフォーラム
を何回も開きます。何よりも地域の人が
ロータリーを認識していただく努力は一
番大切です。

７．クラブを楽しい例会にする為、運営をど
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うするかの変革も大事な要因です。
８．奉仕活動に興味を持って貰う為の、奉仕
活動指針等作成できれば、推進が容易に
なると思います。

以上述べましたが、実行は容易ではありませ
ん。熱意を持つ、楽しくやる仕組みが一番大
切で、楽しいから、得るものがあるから、人
は集います、此処からクラブが蘇えります。
衆知を集めて楽しいクラブを作り、前進しよ
うではありませんか。ロータリアンは綱領・
Ｒ定款に反しない限り自由に自己の意見を主
張し行動が出来るのです。日本の良い慣習を
生かして地域の繁栄から先ず始めましょう。
このことによって「グローバル・クエスト」
運動も必ず１５０万人の会員目標を達成し、
究極の目的である世界平和を目指して、有終
の美を飾り、真に豊かで平和な世界の実現に
向けて努力し、前進できると信じておりま
す。

■髙橋　文夫氏　プロフィール■髙橋　文夫氏　プロフィール■髙橋　文夫氏　プロフィール■髙橋　文夫氏　プロフィール■髙橋　文夫氏　プロフィール

■略歴
生年月日　昭和３年２月２７日
所属クラブ　山形北ロータリークラブ
現職　東北電化工業株式会社　代表取締役会長
■職歴
1975 年　東北電化工業㈱　代表取締役社長
1996 年　　　　〃　　　　代表取締役会長
　　　　　　　　　　　　　　　現在に至る
1992年　ｴｱﾎﾟｰﾄﾎﾃﾙ㈱　代表取締役社長　〃
　　　　山形協同電気㈱　代表取締役社長　　〃
　　　　山形電業協会　　会長　　　　　　　〃
1996 年　システムエンジニヤリング㈱
　　　　　　　　　　　　代表取締役会長　　〃

1989 年　昭和ｵｰﾄﾘｰｽ山形㈱　代表取締役社長　〃
1992 年　㈱ケーブルテレビ山形　代表取締役副社長
2001 年　㈱バーチャルシティ山形　代表取締役会長
1983 年　山形県電気工事工業組合　　理事長　〃
　〃　　山形県電気工事技術協会　　会長　　〃
　〃　　全日本電気工事業工業組合連合会
　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　　〃
1986 年　山形県建設産業団体連合会　副会長　〃
1987 年　山形県消防設備保守協会　　　会長　〃
1987 年　山形商工会議所　　　　　　常議員　〃
1991 年　山形県中小企業団体中央会　　理事　〃
　〃　　（社）山形法人会　　　　　　理事　〃
　〃　　建設大臣　表彰
　〃　　消防庁長官　表彰
1987 年　山形県職業能力開発協会会長　　　　表彰
1990 年　東北七県電気工事工業組合連合会長　表彰
1990 年　法務大臣　表彰
1993 年　全日本電気工事工業組合連合会長　　表彰
1994 年　東北通商局長表彰　　　　電気保安功労者
1995 年　　　　　〃　　　　　　中央会組合功労者
1996 年　　　　　〃　　　
                　　　山形市しあわせ貿易Ｍ会長
1993 年　資源エネルギー庁長官　表彰
1997 年　通商産業大臣　表彰
1998 年　山形商工会議所　副会頭
1999 年　内閣総理大臣　表彰
　〃　　労働大臣　表彰
■ロータリー歴
1972 年　山形北ＲＣ入会
1979 年　　　〃　　幹事
1986 年　第253 地区ＧＳＥ特別委員会委員
1987 年　ポール・ハリス・フェロー
1990 年　山形北ＲＣ会長
1991 年　米山功労者（４回）
1992 年　第2800 地区５分区代理
1992 年　マルチプル・フェロー（Ⅰ）
1993 年　第2800 地区財団年次寄付小委員長
1994 年　マルチプル・フェロー（Ⅱ）
1998 ～ 99年度　RID　2800地区　ガバナー
1999 年　マルチプル・フェロー（１２回）

ロータリー インターナショナ
ルメンバーシップ ゾーンコー
ディネーター　　　　　　　　
（ＲＩＭＺＣ）
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●クラブ奉仕委員会大委員長
　　　　　　曽我隆一（前橋RC）

　本日は日曜日にも関わらず地区の第二回会
員増強、退会防止と地区拡大セミナーにご参
加頂きまして誠にありがとうございます。
昨年の８月４日には高崎ビューホテルにて年
度スタートに当たっての方向づけを主眼とし
て、渡邊RIMZCを研修リーダーを迎えて開催
いたしました。
　その後の成果、経過につきましてはそれぞ
れの委員長さんからもご報告があろうと存じ
ますが、大変厳しい経済、社会環境の中で会
員数も２３００人を若干上回る水準を保つこ
とができ、新クラブ設立では佐藤拡大委員長
のお骨折りで、３月３日にはめでたく富岡か

■会員増強■会員増強■会員増強■会員増強■会員増強・・・・・退会防止と退会防止と退会防止と退会防止と退会防止と
　地区拡大セミナープログラム　地区拡大セミナープログラム　地区拡大セミナープログラム　地区拡大セミナープログラム　地区拡大セミナープログラム
　　２００３年２月１６日（日）
　　於：桐生プリオパレス
　　司会地区副幹事　堀口信行 （桐生西）
13:30～ 13:50
　挨拶　ガバナー　矢野　亨　（桐生西）
　地区役員紹介　
13:50～ 14:00
　エレクト挨拶 　森田　均　（渋川）　

14:00～ 15:00
　講演　ＲＩＭＺＣ
　　　　　髙橋　文夫　様　（山形北）
15:00～ 15:30　質疑応答
15:30～ 15:40
　富岡かぶらＲＣ設立経過説明　　
   佐藤　  弘  （富岡中央）
 　（チャーターナイトご案内）
15:40～ 15:50　休憩
15:50～ 16:50　意見交換と討論
  ﾘｰﾀﾞｰ  ｸﾗﾌﾞ奉仕大委員長
      曽我　隆一（前橋）
  ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ　ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ
　　司会進行
　　担当委員長
　　新井　良雄（太田南）

　ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ　ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ
　　佐藤　弘　（富岡中央）
　ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ　ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ
　　菊地 雅子（桐生中央）
16:50～ 17:00　お願い 地区幹事　　
　　根本　正則　（桐生西）
閉会
17:00～ 17:40 　懇親会
   司会　地区副幹事 堀口　信行（桐生西）
   開会  挨拶・乾杯
             ガバナー 矢野 亨　（桐生西)
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ぶらクラブがチャーターナイトを迎える事が
できました。また、私の所属クラブのことで
恐縮ですが、前橋クラブの５０年の歴史上始
めて女性会員が先月誕生致しました。
　ことしは羊年です。大変化の中いろいろな
時代のキーワードが言われていますが、その
中でも、「波乱」と「自立」、そして「選択」
と「集中」の年だとする人が多いと思います。
羊の漢字に大、大きいを下に加えれば「美し
い」という字になります。
　今まで先送りしてきたあらゆる懸案事項が
今年の前半にはその方向、結論づけを迫ら
れ、やがて後半には一筋の光明を見いだせる
ように是非ありたいと願ってます。
　今回のセミナーには研修リーダーとして
RIMZCの髙橋文夫PGをお迎えしてます。今日
は前述の観点で、矢野年度の会員増強委員長
さんと次年度森田年度の各クラブ会長エレク
トさんにご出席頂き、まだ矢野年度５ヶ月余
り残していますが、年度内の残された仕事の
遂行と次年度の課題について限られた時間内
ですが、研修なされて、クラブ運営に参考に
して頂ければ幸いです、
　本日はご出席本当にありがとうございまし
た。

●クラブ奉仕委員会
　会員増強退会防止
  委員会委員長
　　新井良雄
　　　（太田南 RC）

　本日はご多用の所御出席たまわり有難う
ございます。
　会員増強退会防止に対し各クラブ会長、

担当役員、委員長の皆様には大変なるご尽
力を頂き有難うございます。ＲＩのテーマ
「慈愛の種を播きましょう」のもと「ロータ
リーは他人に対する奉仕を通じての親睦と
いう機会を提供するものでそして心に訴え
る単純な呼びかけが相手を動かす」とビ
チャイ・ラタクル会長が申しています。Ｒ
ＩＭＳゾーンコーディネーター渡邊　隆氏
は「まず貴方が辞めない事が大切です」と
申しています。
　御蔭さまで2840 地区は矢野ガバナーのも
と各クラブのご努力で減少が微減で推移し
ております各人の意識と奉仕の心、そして
友情によりまして今後も会員増強にお力添
えを宜しくお願い致します。
　14年 11 月 29 日大阪でのゾーンミーティ
ングにラタクル会長がみえ女性会員につい
て「私は女性会員に対して私自身あまり考
えていなかったこれからは女性も会員とし
てどんどん入会をしていただきたく皆様の
協力をお願い致します」と申していました。
世の中の景気もどの業種も大転換期に来て
いると思いますでも「この世で起きた事は
この世で治まる」のも事実です。皆様方の
ご努力に敬意を表すとともにこれからも会
員増強と退会防止をあきらめずにお願い申
し上げます。

●クラブ奉仕委員会
　地区拡大委員長　
  佐藤　弘
   （富岡中央RC）

　今年度上半期の拡大委員会の報告をさせて
頂きます｡
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●クラブ奉仕委員会
　女性会員特別増強
　委員会委員長
　　菊地雅子
　　　（桐生中央 RC）

　
女性会員拡大の半期報告、その他
　1996 年をピークにRI全体の会員数は減り
つづけていますが、女性の会員数は徐々に増
えてきています（現在日本では約２％、世界
では約８％）。クラブ数は増加しています。世
界的にはこのような傾向が見られています。
男性が中心の社会ですが、女性の社会進出が
増えてきていることの現れだと思います。欧
米や中国など、世界を相手に仕事をしている
ロータリアンの皆さんたちは、女性の活躍を
実感されていることと思います。女性の経営
者が増えてきていることを理解していただき
たいと思います。世の中が変化していくよう
に、RCも変わっていきます。女性会員の増加
は自然の流れです。

清年度より進めてきた第３分区の富岡中央
ロータリークラブがスポンサーとなり､新ク
ラブを立ち上げようという気運になり、昨年
３月頃､新クラブ設立準備委員会が発足しま
した｡
　準備委員長には田島正夫君が選出され､特
別代表には野村圀典君が清ガバナｰより
４月２５日に委嘱状が渡されました｡
　一方、伊原会長も新クラブ設立という大事
業を重点項目の一つにし､クラブ全員が新ク
ラブを立ち上げようと盛り上がってきまし
た｡
　一方、準備委員会では新クラブ設立の基本
的な事項を確認し翌日より募集を始めまし
た｡
　募集の目標は５０名と定めました｡９月末
日をもって〆切りました｡
　９月末の時点で約４０名位を確保すること
が出来ました｡その後推薦者と準備委員会､そ
して新入会員とで初の会合を開き､名称･例会
場･例会日等、取り決めました｡
　名称は､『富岡かぶらロータリークラブ』と
決まりました｡
　１１月１２日にオリエンテーションを開
き､１１月１９日には第一回の仮例会を開く
ことが出来ました。
　そして１２月３日には創立総会を矢野ガバ
ナー始め､地区役員･拡大委員皆様の出席を頂
き､盛大に創立総会が出来ました｡心より感謝
申し上げます｡
　その時の会員数は､富岡中央ロータリーク
ラブから２名の移籍者と入会者の２８名で､
計３０名でした｡創立総会が終えると同時に､
RI へ加盟申請書を提出致しました｡
　幸い､１月１５日にRIの理事会において加
盟が承認されたとの連絡が入り､我々一同大
変喜んでおるところです。今は､認証状の到

着を待つばかりです｡
　この２月は富岡かぶらロータリークラブの
メンバー､そしてスポンサーである富岡中央
ロータリークラブのメンバーが一致協力し､
来る３月３日の認証状伝達式に向け､一丸と
なって頑張っております｡
　現在メンバーの人数は３５名です｡なんと
か４０名位にしようと､これ又頑張っており
ます｡
　どうぞ３月３日には大勢の皆様のご来場、
心よりお待ちしておりますので宣しくお願い
致します｡
　皆さん本当に有難うございました｡
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■ロータリー広報担当と八社会の■ロータリー広報担当と八社会の■ロータリー広報担当と八社会の■ロータリー広報担当と八社会の■ロータリー広報担当と八社会の
　懇親会報告　懇親会報告　懇親会報告　懇親会報告　懇親会報告
　　　広報・オンツーブリスベーン委員会
　　　　　　　　　清水正已（前橋西RC）

開催日・時間：２００３年１月２７日（月）
       １１：００～１３：００　
会場：群馬ロイヤルホテル９F 　
出席者：
　ガバナー　矢野亨
　クラブ奉仕委員長　曽我隆一
　社会奉仕委員長　塚越裕子
　広報・オンツーブリスベーン委員長
　　　　豊泉清
　広報・オンツーブリスベーン委員
　　　　清水正已
　地区幹事　仙田一夫
　前橋西ＲＣ　竹内嘉一
　上毛新聞　編集局次長　萩原哲様
　朝日新聞　支局長　白石陽一様
　毎日新聞　支局長　沢田均様
　読売新聞　支局長　斎藤直人様
　産経新聞　支局長　高橋一十六様
　日経新聞　支局長　須貝道雄様
　時事通信　支局長　小形道雄様
　ＮＨＫ　　放送部長　鎌田常靖様
　群馬テレビ　放送局長　伊藤春男様
　エフエム群馬　放送部長　小林和夫様

　2002年7月1日から2003年1月1日の半期
だけをみますと、2840地区では、ロータリア
ン数2339名（女性58名含む）から2320名（女
性54名）となり、1９名（女性4名）の減少
となっています。世界全体では、女性の割合
が増えてきていますが、この半期だけをみま
すと2840 地区では女性会員も減少していま
す。全体の流れとしては女性会員は徐々に増
えると思いますが、女性の経営者の絶対数は
少ないですから、女性会員も拡大の努力なし
には増えないという危機感が必要と思われま
す。
　会員増強に関し、今年度の最も画期的な話
題は、伝統ある前橋RCに女性が入会したこと
だと思います。現在の前橋RCは、会長・幹事
さんが、女性の会員増強に関し、大変熱心で、
お会いして、話をしているとその熱意が伝
わってくるような方たちです。他のRCにとっ
て、大変刺激的なことだと思います。これを
契機に2840 地区のRCの女性会員に対する見
方、考え方が大きく変わることを願っていま
す。
　伝統は作っていくもの、変えていくもの、
自然に変わるものです。21世紀は、適切な経
営者であれば女性でも自然に受け入れられる
RC に変わり、RC がますます繁栄していくこ
とを願っています。
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報告事項
　ロータリー広報の一環として、ガバナーと
スタッフによる報道各社との懇談会が１月２
７日前橋市の群馬ロイヤルホテルで開催され
ました。
　この懇談会は、ロータリーとその活動をよ
り広く社会に伝え、一層の社会貢献を果たす
目的で、群馬県内で報道に従事する新聞・通
信・放送メディアの代表者の集いである「八
社会」のメンバーとガバナー並びにスタッフ
が忌悼のない語り合いをするというもので、
昨年清年度に於いて第一回が催されました。
　二回目となった今回は、ロータリーを巡る
一般論に留まらず、特に矢野年度の柱の一つ
であるこどもと教育問題について資料を用意
し意見を求めました。
　この中で報道側からはロータリーやその活
動について依頼があれば当然取材するが、要
は内容次第であること。世間が見て価値ある
活動であることが必要。その意味でこども教
育問題への取り組みはまさにタイムリーで
メディアとしても関心を持っている。各社は
いつも依頼に応ずる姿勢であるので、地域・
分野それぞれの取材現場にその旨伝えて欲し
い。
　ロータリーについて理解も進んできたの
で、今後もコミュニケーションを滑らかにし
て一層理解を深めたい。等の意見を聞くこと
ができました。

■ＧＳＥ派遣チ■ＧＳＥ派遣チ■ＧＳＥ派遣チ■ＧＳＥ派遣チ■ＧＳＥ派遣チｰーーーーム壮行会ム壮行会ム壮行会ム壮行会ム壮行会
　ＧＳＥ派遣チーム壮行会が盛大に開催さ
れました。
　ＧＳＥチームは２月１１日に訪問国フィ
リピンへ向けて出発し、３月１１日に帰国
の予定です。

日　時　平成１５年2月 2 日　
　　　　１３：００～　　　
会　場　ホテルメトロポリタン高崎
　　　　ルビーの間　7 階
出席者名簿
　2840地区(群馬県)
　　ガバナｰ　矢野　　亨
　　2840 地区幹事　根本　正則
　　副幹事　正田  恵一
　　副幹事　下井田　秀一
　　ロｰタリｰ財団委員長　秋間　良憲
　　GSE 委員長　為谷　福一
　　GSE委員　福田  朋英
　　GSE委員　川堀  良治
　　派遣メンバｰ　新井  久絵
　　派遣メンバｰ 　小林  美季
　2560地区(新潟県)  　　　　　
　　2560 地区幹事　笹川　豊
　　ロｰタリｰ財団委員長　柴野　俊子
　　GSE委員長　 丸山　常彦
　　GSE 委員　長部　三郎
　　GSE派遣チｰムリｰダｰ
　　　　チャールズ・Ｃ・ストラットンⅢ
　　派遣メンバｰ　齋藤　賢司
　　派遣メンバｰ　島垣　裕一
１３：００  開　会
　　司会　川掘委員
開会宣言　 柴野R財団委員長
　ガバナー挨拶　矢野ガバナー
　壮行の言葉　秋間R 財団委員長
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■■■■■ 20042004200420042004 ～～～～～ 20052005200520052005 年度年度年度年度年度 RI2840 RI2840 RI2840 RI2840 RI2840 地区地区地区地区地区（（（（（群群群群群馬馬馬馬馬県県県県県）））））

ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団
国際親善奨学生申請の募集国際親善奨学生申請の募集国際親善奨学生申請の募集国際親善奨学生申請の募集国際親善奨学生申請の募集

２００３～２００４年度
ロータリー財団委員長
成塚和頼（太田南ＲＣ）

　2004 ～ 2005 年度ロータリー財団の活動の
ひとつとして国際親善奨学金申請の募集を
いたします。
　このプログラムはシェアシステムを通じ
て選択されたものです。清ガバナー年度に
寄付された一般寄付の合計額の６０％が地
区財団活動資金（DDF=District Designated
Fund)となり、それを矢野ガバナー年度で選
択・募集し、森田ガバナー年度で選考し、
２００４～２００５年度で実施する事にな
ります。
　各ロータリークラブの皆様には、その地
域に向けて積極的に広報を行っていただき、
より多くの学生に機会が与えられますよう
ご努力いただきたいと思います。当委員会
も地区内の多くの大学教育機関へ募集要項
を送付し、広報に努めております。
　各クラブでは下記Ａ・Ｂ、２種類の国際
親善奨学金に２名までの候補者を推薦する
ことができます。優秀な学生が多数応募し
て下さるよう申請者をご指導下さい。申請
書のお取り寄せ及び提出、奨学金全般に対
するご質問は森田ガバナーエレクト事務所
が窓口となっております。

１．募集する国際親善奨学金の種類と人数
　Ａ．１学年国際親善奨学金　2名
　　　この奨学金は、１学年度海外で勉強しよ
　　うとする学生に授与されるものです。奨学

　餞別並びに記念ｸﾞｯｽﾞ贈呈
　　丸山：為谷委員長
　ＧＳＥ派遣チーム代表挨拶
　  ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　ﾁｬｰﾙｽ ・゙Ｃ・ｽﾄﾗｯﾄﾝⅢ氏
　チームメンバー抱負　メンバー

０２－０３　ＧＳＥ派遣メンバー紹介０２－０３　ＧＳＥ派遣メンバー紹介０２－０３　ＧＳＥ派遣メンバー紹介０２－０３　ＧＳＥ派遣メンバー紹介０２－０３　ＧＳＥ派遣メンバー紹介
＜リーダー＞
チャールズ・Ｃ・ストラットン
　　               ４０才
くびき野創造教育研究所
Ｉ ＣＡＮ体験教室
第２５６０地区メンバーＲＣ

　          高田ロータリークラブ
＜メンバー＞

島垣　裕一　　３７才
新潟総合学院・国際エアー・
リゾート専門学校　科長
第２５６０地区　スポンサー
新潟南ロータリークラブ

齋藤　賢司  　２８才
施設工業株式会社
         　環境プラント課
第２５６０地区　スポンサー
新潟東ロータリークラブ

新井　久絵　　２９才
群馬県庁（団体職員）企画部
情報政策課
第２８４０地区　スポンサー
新田ロータリークラブ

小林　美季　　２９才
社会福祉法人希望の家療育病
院　理学療法士
第２８４０地区　スポンサー
桐生西ロータリークラブ
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　　金は往復旅費、授業料と学費、適切な生活
　　費、そして財団によって指定された場合に
　　は語学研修費を含めて上限米貨25,000ドル
　　を受け取ることになります。
　Ｂ．マルチ・イヤー国際親善奨学金　２名
　　この奨学金は、２年間ほかの国で学位を取
　　得しようとする学生に授与されます。財団
　　は１年間につき一律米貨12,500ドルまたは
　　その相当額を支給します。２年間で合計米
　　貨25,000ドルとなります。
２．申請資格・条件・提出書類　等
　　　　※別表－１参照
３．申請者への注意事項
　①国際親善とロータリーへの理解
　　　申請者はまず「国際親善」の意味を理解
　　することが必要です。というのは、奨学生
　　になったら親善大使としての役割を果たし、
　　両国のより良い相互理解に貢献することが
　　必要だからです。従って申請者としては、　
　まず健康であり、学業あるいは職域で良好な
　　成績を挙げていることは必須の条件ですが、
　　それと同時に国際交流・国際平和について
　　も理解を深めていることや、有能な指導者
　　となる可能性があることも求められていま
　　す。また、当地区では、当然のことながら、
　　ロータリーに対する理解が申請者には求め
　　られます。
　②修学期間終了後について
　　帰国後は、ホストロータリークラブと連携
　　しながら留学で得た体験を何らかの形で地
　　元に還元することに努力して下さい。
　③留学先について
　　留学できる国としては、原則としてロータ
　　リークラブのある国に限られています。
　④志望教育機関について
　　申請者には志望教育機関を第１志望から第
　　５希望まで記入してもらいますが、その決
　　定はロータリー財団が行います。つまり　
　　ロータリー財団としては、より多くの地域
　　に親善学生を振り分けたいと考えているか
　　らです。尚、留学先の国際事情や受入体制

　　については、申請者自身で調査して下さい。
　⑤留学期間の延長
　　以前から留学生の中で、修了証や学位取得
　　のため、滞在を延長することが見受けられ
　　ますが、奨学生には一切延期が認められて
　　いません。学位を取得したい人はマルチ・
　　イヤー奨学金が適しています。
　⑥語学力について
　　　従来から親善大使として適任であると認
　　められる申請者の中には、語学力が不足で
　　留学生になれない場合がありました。ぜひ
　　留学先の語学については十分に力をつけて
　　頂きたいと思います。
４．支給上限額について
　　奨学金について、それぞれ示した上限額を
　　上回る費用がかかる場合は、その不足分は
　　奨学生の自己負担となります。申請者は志
　　望教育機関を選択する際に費用の点も十分
　　調査しなくてはなりません。財団では、１
　　年間の費用が上限以下であると認める大リ
　　ストを発表していますので、必要ならガバ
　　ナーエレクト事務所にお問い合わせ下さい。
　　また奨学金は本人分に限られます。家族同
　　伴の場合は、その分は自己負担になります。
５．募集要項
　２００３年　
　　　　６月　２日（月）　ロータリークラブへ
　　　　　　　　　　　　の申請締切
　　　　６月１６日（月）　地区への申請締切
　　　　８月１０日（日）　選考試験（予定）
　　　１０月　１日（水）　ロータリー財団
　　　　　　　　　　　　　　　　最終受理日
　　　１２月１５日以降　ロータリー財団から
　　　　　　　　　　　　　　　の承認受理日
　２００４年
　　７月３日以降　就学年度開始
６．申請書類の請求と問い合わせ先
　　書類の申請や問い合わせは下記へお願いし
　　ます。
　　国際ロータリー第２８４０地区（群馬県）
　　森田ガバナーエレクト事務所
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※別表－１　申請資格※別表－１　申請資格※別表－１　申請資格※別表－１　申請資格※別表－１　申請資格・・・・・条件条件条件条件条件・・・・・提出書類等提出書類等提出書類等提出書類等提出書類等

種類 資格 支給上限額 　　　　　　　条　　　　件 提出する書類（各１通）

１学年度 ａ.奨学生の年度が始まるまでに、２年 US＄25,000 ①当2840地区（群馬県）に居住し ・奨学金申請書

奨学生 　の大学課程を終了していること。 　ている日本人であること。（一時 ・語学力証明書

（2名） 　的に居住していない場合は条件③ （申請書綴込みＰ５－６又は

ｂ.または、高卒以上で専門職業の就 　に適合すること） Ｐ７－８）

　務経験が２年以上あること。 ②ロータリアン（名誉会員）でない ・教育者又は勤務先の雇い

　こと。その配偶者、直系卑属、尊 主/上司２名の推薦状

上記ａ.ｂ.どちらかで良い。 　属でないこと。直系卑属の配偶者 （申請書綴込みＰ９－１０又

　でないこと。 はＰ１１－１２）

ｃ.ホスト国の言語の読み書きができ、 ③ＲＣや地区が実施する面接試験に ・小論文

　かつ流暢に話せる。 　応じること。 （申請書Ｐ３又はＰ１４参照

④奨学期間終了後、派遣地区に戻る １，２，３全て）

マルチ 　※資格ａ.ｃ.共通 ＵＳ＄25,000 　こと。 ・小論文の翻訳

イヤー ⑤国際ロータリー職員でないこと。 ・大学（又は高校/専門学校）

奨学生 d.成績が良く学位を取得しようとす １年につき ⑥財団管理委員会が指定する教育 の成績証明書

（２年） 　る学生であること。 ＵＳ＄12,500 　機関で勉学研究を行うこと。 ・その他

⑦学位や修了証取得のために就学

　期間を延長しないこと。 詳しくは申請書参照

その他　国際親善奨学金資料参照

　　〒３７７－０００７
　　群馬県渋川市石原１４４－１
　　　（協）渋川電気センタービル２Ｆ
　　ＴＥＬ０２７９（３０）２８４０
　　ＦＡＸ０２７９（３０）２８４１
　　Ｅメール  morita＠ rid2840.net
　　URL　http://www.rid2840.net
提出書類について
　①どの奨学金の申請についても共通のロータ
　　リー指定申請書を使用してください。
　②奨学金申請書とそれに添付する書類は、タ
　　イプ印字で各一通提出してください。記入
　　は日本語であっても差し支えありませんが、
　　添付書類には志望する国の言語への翻訳が
　　必要なものがあります。
　③小論文の課題は１学年後、マルチ・イヤー
　　は申請書の３ページ記載されています。
　④１学年度、マルチ・イヤーの申請書志望教
　　育機関の大学名は第１から第５まで５つが、

　　大学の学部に相当するものも併せて記述さ
　　れなくてはなりません。また過去において、
　　６ヶ月以上滞在したか留学したことのある
　　都市、州、地方の教育機関を志望すること
　　はできません。
　⑤「申請者の契約」のページに必ず署名をし
　　てから提出してください。
　⑥英語圏の国に留学を希望する１学年度、マ
　　ルチ・イヤー奨学生候補者は、申請書と一
　　緒に「ＴＯＦＥＬ」のテストを受け、１７
　　３点以上の成績証明書が必要。　英語圏以
　　外の希望の場合は、ベルリッツＡのテスト
　　を受け、申請書と一緒に提出して下さい。
　⑦「ロータリークラブの確認」のページがあ
　　ります。地区へ書類を提出される際、その
　　欄にもれなくご記入下さい。また、顧問　
　　ロータリアンは必ずお決め下さい。
　⑧提出書類一式についてはクラブはコピーを
　　保管しておいて下さい。
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　茶の湯倶楽部の第6回研修会が2月2
日(日曜日)午後2時半より､桐生崇禅寺
において開催されました｡一昨年発足し
た茶の湯倶楽部も3年目を迎え､研修会
も6回目を数
える事とと
なりました｡
今回の研修
会は､恒例の
ガバナｰ輩出
地区での開
催という事
で桐生市川
内町の万松
山崇禅寺を会場に矢野亨ガバナｰをはじ
め県下12クラブ39名のロータリアンの
参加を得ての開催となりました｡
　今回は､武者小路千家　佐伯江南斎宗
匠､前群馬県教育委員長　福田日出子先
生を来賓と
してお迎えいたしました｡佐
伯宗匠は､RID2660地区大阪
心斎橋ロｰタリｰのメンバｰで
もあり､2660地区の茶の湯
倶楽部の統括としても活発
な活動を展開されていらっ
しゃいます｡また､福田日出
子先生は､茶の湯の祖､千利
休の祖先は田中一族､新田一族の同族で
そのルｰツは上州にあることを立証され
た方です｡

　矢野ガバナｰ､佐伯宗匠､福田日出子先
生にご挨拶を頂いた後､2席設けられた茶
席に移動して研修茶会が行われました｡
　第一席は本堂において佐伯江南斎宗匠

による献茶を拝見しました｡献
茶式の張りつめた空気と宗匠
の見事なお手前に､参加者は過
去の研修会にはない緊張感を
味わったようでした｡その後天
目台で薄茶を頂くという貴重
な体験もさせていただきまし
た｡
　第2席は､武者小路千家家元
による「春の声｣のお軸､結び

柳に神楽鈴というはなやいだ初釜のしつ
らえのもと､なごやかに薄茶を頂きまし
た｡
　その後､懇親会が行われ予定どおり午
後5時半に散会しました｡

　今回の桐生
地区での開催
にあたっては､
ガバナｰ事務
所､茶の湯倶楽
部東毛地区世
話人井本上輔
様をはじめ桐
生西クラブの

メンバｰの皆様に､多大なご協力を頂きま
したことを､改めて深謝いたします｡

RID2840RID2840RID2840RID2840RID2840　茶の湯倶楽部　第　茶の湯倶楽部　第　茶の湯倶楽部　第　茶の湯倶楽部　第　茶の湯倶楽部　第66666 回研修会回研修会回研修会回研修会回研修会
西尾　仁志（前橋西）
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「「「「「マママママイイイイイトトトトトリリリリリーーーーー学学学学学園園園園園にににににロロロロローーーーータタタタタリリリリリーーーーー文文文文文庫庫庫庫庫開開開開開設設設設設」」」」」

　２００２年１０月１８～２０日のＲＩＤ２８４０地区、地区大会ゴルフのチャリ
ティー募金の中から、オープニングセレモニーに７６名の園児が出演。その記念に図
書を贈呈。
　２００３年２月１０日　矢野亨ガバナー、星野幸男資金委員、根本地区幹事、鈴木
理之桐生西ＲＣ会長出席のもと、マイトリー学園大間々南幼稚園　岩間恒子園長と数
人の園児の参加でささやかな贈呈式、園児達の
「新しい沢山のご本ありがとうございます」とい
う嬉しそうなはずんだ声に心なごんだひとときで
した。



慈愛の種を播きましょう慈愛の種を播きましょう慈愛の種を播きましょう慈愛の種を播きましょう慈愛の種を播きましょう

26

Sow the Seeds of  Love

■■■■■ローターアクト例会訪問記録ローターアクト例会訪問記録ローターアクト例会訪問記録ローターアクト例会訪問記録ローターアクト例会訪問記録
報告者　松本　博（太田ＲＣ）

訪問クラブ　伊勢崎RAC
日時　平成１４年１１月２１日（木）　　　
　　１９時００分～２１時００分
会場　クレインパークホテル山楽荘
感想
　身障者との交流と支援を積極的に取組む
ボランティア活動のすばらしいクラブです。
手話教室例会も和やかな内に終わってしま
いました。又、親クラブの伊勢崎ＲＣ、伊
勢崎南ＲＣと複数のＲＣに支えられて環境
にも恵まれたアクトクラブです。高いレベ
ルとさらなる活躍を期待いたします。
出席者　合計２２名
　伊勢崎ＲＣ　２名／伊勢崎南ＲＣ　２名
　／地区ＲＣ　３名
　伊勢崎ＲＡＣ　６名／地区ＲＡ　７名／
　講師・通訳　２名

■米山奨学生選考会■米山奨学生選考会■米山奨学生選考会■米山奨学生選考会■米山奨学生選考会
     　　準備委員会報告　　準備委員会報告　　準備委員会報告　　準備委員会報告　　準備委員会報告
開催日・時間：平成１５年１月５日
　　　　　　１５：００～１８：００
会場：前橋東急イン
出席者：矢野亨ガバナー、高木貞一郎米
　山理事、関口隆パストガバナー、
　清章司パストガバナー、横山公一米山
　委員長、堀口靖之米山委員、鈴木海祐
　米山委員、根本正則地区幹事、星野幸
　男地区資金委員、片貝良一地区副幹事
報告事項
開会の辞　横山公一委員長
挨拶　矢野亨ガバナー
指針　高木貞一郎理事

議題
１　選考会面接グループ分けについて
　面接委員を２グループに分けて面接す
　ることにし、Aグループは矢野G、高
　木理事、清PG、野辺委員、堀口委員、
　Bグループは関口PG、横山委員長、鈴
　木委員、根本地区幹事、星野地区資金
　委員で構成することにした。Aグルー
　プはYM担当で１８名を面接し、Bグ　
　ループはYDと YU担当で１６名を面接
　することにした。
２　面接会審査選考方法について
　応募者３４名、採用数２２名（継続８
　名）、新規採用数１４名を確認し、審
　査方 法を決定した。
３　例年行っている選考会前日の宿泊委
　員会は本年度は行わないこととした。
　選考会は１月２６日（日）午前９時よ
　り受付開始、１０時より面接を開始す
　ることにした。
４　今後の米山委員会関連行事の確認を
　行った。
　３月２日（日）午前９時３０分　米山
　歓送会、　午後１時より米山奨学セミ
　ナー
　５月２５日（日）米山奨学生オリエン
　テーション
　６月１５日　午前　米山学友会総会　
　午後米山委員会引継
５　その他
閉会の辞　根本正則地区幹事

片貝良一記（米山奨学担当副幹事）
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■米山奨学生選考会■米山奨学生選考会■米山奨学生選考会■米山奨学生選考会■米山奨学生選考会
開催日・時間：平成１５年１月２６日（日）
会場：前橋東急イン
出席者：矢野亨ガバナー、高木貞一郎米山
　理事、関口隆パストガバナー、
　清章司パストガバナー、横山公一米山委
　員長、堀口靖之米山委員、鈴木海祐米山
　委員、根本正則地区幹事、星野幸男地区
　資金委員、片貝良一地区副幹事
報告事項
　午前９時より応募者の受付を開始した。
出席委員は選考方法の確認を行った。
　午前１０時より面接を開始した。各応募
者につき２０分の面接を行った。応募者１
名が欠席した。
　午後４時３０分より面接結果に基づいて
合格者、補欠合格者を決定する委員会を開
催 した。その結果、YD３名、YM７名、YU
４名、合計１４名の合格者と、補欠合格者
５名を決定 した。

片貝良一記（米山奨学担当副幹事）

■■■■■ 第１回教育問題シンポジウム第１回教育問題シンポジウム第１回教育問題シンポジウム第１回教育問題シンポジウム第１回教育問題シンポジウム
　打合せ会報告　打合せ会報告　打合せ会報告　打合せ会報告　打合せ会報告
開催日．時間：２００３年２月１７日（月）
　　　　　　　　１６：００～１８：００
会場：矢野ガバナー事務所　会議室
出席者：
　　前文部省生涯学習局長
　　群馬県立女子大学長　富岡賢治様
　　ガバナー　矢野　亨
　　社会奉仕委員長　塚越裕子
　　　　　　　　　　　（所用で欠席）
　　新世代奉仕委員長　川生　宏
　　地区幹事　根本正則
　　地区副幹事　鳥嶋隆一

　　地区副幹事　金子福松
報告事項：
　矢野ガバナーより｢第２８４０地区におけ
る教育問題への取り組み｣の一環として、社
会奉仕委員会と新世代奉仕委員会は合同で、
＜教育問題シンポジウム＞を開催するよう要
望があり、その第１回の打合せ会が行われま
した.
　予定としては、
　　開催日時：２００３年４月２９日（祝日）
　　　１２：３０　　開場　
　　　１３：００　　開演
　　　１６：００　　閉会
　　開催場所：群馬県民会館　小ホール
　　テーマ：＜こども達の教育はいま＞
　　講演者：総括講演として富岡賢治様　　
　　他の講演者は未定
　シンポジウム形式がよいか、講演会形式が
よいか、未だ検討の余地があり、講演者に
よっても変わると思います。
　開催に当たっては、地区内各ロータリーク
ラブの社会奉仕委員会、新世代奉仕委員会を
中心に、ロータリアン及びご家族に特にご協
力をお願いし、又、教育関係者、社会一般の
方々へも広く参加を呼びかけて行くことにな
りました。
　具体的に明細が決定次第、各クラブへご案
内致しますので、その節は宜しくお願い申し
上げます。

金子福松記（社会奉仕担当副幹事）

第２回シンポジウム打合せ第２回シンポジウム打合せ第２回シンポジウム打合せ第２回シンポジウム打合せ第２回シンポジウム打合せ
教育問題講演会のお知らせ
　＜こども達の教育はいま＞　　　　
場所：群馬県民会館　小ホール　４９９人
日付：２００３年４月２９日（祝日）
時間：１２：３０　開場
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文　庫　通　信文　庫　通　信文　庫　通　信文　庫　通　信文　庫　通　信（１８５号）

　「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、１万９千余点を収集・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。
　クラブの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。

興味ある講演より
◎「男女の機微」　渡辺淳一　2002　２ｐ（D.2530 地区大会）
◎「上杉鷹山に学ぶ危機を乗り切る条件」　蛮門冬二　2002　６ｐ（D.2570 地区大会）
◎「日本人の心とことば」　岡野弘彦　2002　１２ｐ（D.2550 地区大会）
◎「美しく力強いニッポンの再生への提言」　福岡政行　200 １　６ｐ（D.2650　IM）
◎「日本語のみだれ」　阿川弘之　2002　１２ｐ（D.2690 地区大会）
◎「２１世紀の環境問題」　加藤尚武　2002　１１ｐ（D.2690 地区大会）
◎「これからの東南アジアと日本」　恩田宗　2001　２４ｐ（D.2620 地区大会）
◎「戦後日本の忘れ物」　西原春夫　2002　９ｐ（D.2810 地区大会講演）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［上記申込先：ロータリー文庫（コピー）］

〒105-0011　東京都港区芝公園2-6-3 abc会館７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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■ＲＩニュースから■ＲＩニュースから■ＲＩニュースから■ＲＩニュースから■ＲＩニュースから
広報調査にご協力ください広報調査にご協力ください広報調査にご協力ください広報調査にご協力ください広報調査にご協力ください
　ＲＩでは、国際社会におけるロータリー
の知名度を高め、国際連合その他の国際組
織と連携・協力を推進するために、「国際社
会におけるロータリーの知名度」という広
報調査を実施しています。
本調査の日本語書式はＲＩホームページに
ありますので、ご利用ください。
http://www.rotary.org/surveys/
visibility_survey_ja.html

　　　１３：００　開演
　　　１６：００　閉会
講演者予定
①北村　邦夫
　（社）日本家族協会クリニック　所長
　若者達の"性 "が危ない
　講演５０分　討論及び発言１０分
②明石　要一
　千葉大学教育学部教授
　付属教育実践総合センター長
　教育からみた"食 "と " 街づくり"
　講演５０分　討論及び発言１０分
③ 富岡　賢治
　前文部省生涯学習局長

　群馬県立女子大学長
　いま教育の在り方を問う　講演５０分
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相崎奎二殿相崎奎二殿相崎奎二殿相崎奎二殿相崎奎二殿

太田ロータリークラブ
逝去日：2003 年 1月 27 日逝去　
　　　　(享年89歳)
ロータリー歴：
　1956 年 11月入会
　チャｰターメンバー

謹んでご冥福をお祈りいたします謹んでご冥福をお祈りいたします謹んでご冥福をお祈りいたします謹んでご冥福をお祈りいたします謹んでご冥福をお祈りいたします

太田ロータリークラブ
逝去日：2002 年 7月 18 日逝去　
　　　　(享年52歳)
事業所：大鈴メリヤス工業(株)
　　　　代表取締役
ロータリー歴：
　　1995 年 7月 1日入会

鈴木俊博殿鈴木俊博殿鈴木俊博殿鈴木俊博殿鈴木俊博殿

新新新新新     会会会会会     員員員員員     紹紹紹紹紹     介介介介介

館林東ロータリークラブ
入会年月日：2003 年 1月 1日
職業分類：マンション経営
勤務先：ミズタニインターメディ
　　　　エーション
役職：代表取締役
推薦者：橋本　弘美

前橋中央ロータリークラブ
入会日：2002 年 12 月 25 日
職業分類：和装創作
勤務先：塙きもの学院
　　　　塙エンタープライズ
役職：家元
推薦者：稲木　愛子

水谷　勇水谷　勇水谷　勇水谷　勇水谷　勇

塙　麻左塙　麻左塙　麻左塙　麻左塙　麻左

富岡ロータリークラブ
入会年月日：2003 年 1月 29 日
職業分類：総合保険代理業
勤務先：
　　（株）ジェイ・ケイ・プラン
役職：代表取締役
推薦者：今井　義一

高橋優一郎高橋優一郎高橋優一郎高橋優一郎高橋優一郎

亀井徳之殿亀井徳之殿亀井徳之殿亀井徳之殿亀井徳之殿

新田ロータリークラブ
逝去日：2002 年 11月 23日
　　　　（５９歳）
ロータリー歴：
　昭和５８年７月１３日入会
　ポール・ハリス・フェロー

深須久男殿深須久男殿深須久男殿深須久男殿深須久男殿

新田ロータリークラブ
逝去日：2002 年 12月 2日
　　　　（５３歳）
ロータリー歴：
　平成１年９月１日入会



■ 第２８４０地区　２００３年１月出席報告第２８４０地区　２００３年１月出席報告第２８４０地区　２００３年１月出席報告第２８４０地区　２００３年１月出席報告第２８４０地区　２００３年１月出席報告

■ ３月の３月の３月の３月の３月の行事予定行事予定行事予定行事予定行事予定
3月１～2日　RA研修会（横浜）
3月 1日　R財団セミナー
3月 2日　米山歓送会・米山奨学セミナー
3月 8日　桐生RC50周年
3月 16日　碓氷安中RC5周年
3月 16日　青少年交換派遣学生
　　　　　オリエンテーション
3月20～ 24日　IA海外研修（台湾）
3月22～ 23日　PETS

３月のロータリー３月のロータリー３月のロータリー３月のロータリー３月のロータリー・・・・・レートはレートはレートはレートはレートは

　　　　　　　　　　　　　　　11111 ドル　ドル　ドル　ドル　ドル　122122122122122 円です円です円です円です円です

■ 印刷用紙について印刷用紙について印刷用紙について印刷用紙について印刷用紙について
　月信は見開きになりますので両面に印刷してくださ
い。インクジェットプリンタの場合、裏面ににじみま
すのでインクジェット用両面印刷用紙をお勧めしま
す。レーザープリンタ、コピーの場合は普通紙でも可
です。

1月初 1月末日 純増減会員数 女性会員数 当月平均出席率

47 2,320 2,366 46 57 86.59

会員数
クラブ数

月初 月末 増減 女性

第 前橋 4 94.77 99 102 3 1
1 前橋西 4 100.00 69 69 0 0
分 前橋東 4 90.46 71 71 0 0
区 前橋北 2 84.57 62 63 1 3
前橋南 4 94.88 41 39 -2 0
前橋中央 4 95.89 41 39 -2 5
合計(6クラブ) 93.43 383 383 0 9

第 桐生 3 81.54 69 69 0 0
2 伊勢崎 4 88.43 71 73 2 0
分 桐生南 4 79.35 53 52 -1 2
区 群馬境 4 93.34 49 49 0 3
桐生西 4 92.55 64 65 1 0
伊勢崎中央 4 83.93 59 59 0 0
伊勢崎南 4 87.81 41 41 0 1
桐生中央 4 80.75 38 38 0 5
伊勢崎東 3 85.96 39 38 -1 1
桐生赤城 4 90.93 44 43 -1 2
合計(10クラブ) 86.46 527 527 0 14

第 高崎 3 95.23 74 74 0 0
3 高崎南 4 94.54 73 73 0 3
分 富岡 4 98.14 57 58 1 3
区 藤岡 4 88.60 59 59 0 2
安中 4 70.60 37 37 0 0
高崎北 4 85.38 63 63 0 0
藤岡北 4 69.11 20 20 0 1
高崎東 4 94.22 61 61 0 0

クラブ名
例
会
数

会　員　数出席率
(%) 月初 月末 増減 女性

第 富岡中央 4 87.21 44 44 0 0
3 高崎ｼﾝﾌｫﾆｰ 4 84.04 52 52 0 3
分 碓氷安中 4 69.16 31 30 -1 3
区 高崎ｾﾝﾄﾗﾙ 4 81.70 43 43 0 0
藤岡南 4 78.75 34 36 2 4
富岡かぶら 7 74.50 0 35 35 1
合計(14クラブ) 83.66 648 685 37 20

第 太田 4 90.45 98 96 -2 0
4 館林 4 87.66 58 58 0 0
分 大泉 4 91.50 54 55 1 2
区 太田西 4 82.05 41 39 -2 1
太田南 3 88.30 53 54 1 0
館林西 4 81.25 23 29 6 0
新田 4 79.17 34 34 0 0
館林東 4 81.67 31 32 1 1
太田中央 4 83.33 36 36 0 3
館林ﾐﾚﾆｱﾑ 4 83.33 31 32 1 0
合計(10クラブ) 84.87 459 465 6 7

第 渋川 4 89.62 74 74 0 2
5 沼田 4 88.13 58 59 1 0
分 草津 4 85.75 28 29 1 2
区 水上 4 87.50 8 8 0 0
中之条 3 94.79 28 28 0 1
沼田中央 4 89.75 62 63 1 0
渋川みどり 4 88.96 45 45 0 2

合計(7クラブ) 89.21 303 306 3 7

クラブ名
例
会
数

会　員　数出席率
(%)
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