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　新年度が始まり、早いものでもう一ヶ月が経ってしまいました。まことに
月日の経つのは・・・・�
　さて、今月は会員増強・拡大月間であります。ウィルフリッドＪ．ウィルキン
ソンＲＩ会長は、「私たちは会員増強を通じて愛を分かちあいます。どんな
に多くの業績を数え挙げてみたところで、新しい会員を増やし、既存会
員を維持し続けることが出来なければロータリーは生き残れません。」と
おっしゃっております。真にその通りだと思います。�
　そしてロータリーへの勧誘が必ずしもたやすく運ばないことは承知して

おります。二度目、三度目、四度目の勧誘で「イエス」と言ってくれる場合もあります。ロータリー
はこの「イエス」を皆さんに求めています。「私たちの活動がどんなに立派で尊いものであった
としても、新しい会員がいなければロータリーは数十年のうちに消滅してしまうからです。」とも
言っております。そして自らが44年のロータリー活動の中で、ロータリーの発展に寄与してこなか
ったと反省しております。それは、会員増強に自分は役立ってこなかったと申しております。そ
こで現在は、会員増強を率先して行っているのであります。そこで本年ウィルキンソンＲＩ会長が
考え出したのが、スポンサーバッジであります。新入会員を推薦して頂いた会員一人ひとりの
胸に付けて頂き、会員増強運動の励みになればと申しております。是非会員の皆様スポンサ
ーバッジを頂いてもらいたいと思います。�
　日本のロータリアンが最大13万余名の会員を擁しておりましたが、本年10万名を割ってしま
いました。我がＲＩ第2840地区でも2000年～01年には2500余名の会員がおりましたが、2000余
名という数字まで落ち込んでしまいました。これでは活力は生まれてきません。我々は網領に
謳われておりますロータリーの理念「奉仕の理想」の鼓吹・育成に努め、会員及び組織の質的
向上を図ることを目的としております。しかし、会員が減少していては質的向上以前であります。
会員を増やし、自分達の存在基盤を確立していこうではありませんか。地元・地域の人々に「ロ
ータリーは良いことをしてくれる」と言って頂ける頼もしい団体になろうではありませんか。�
是非、各クラブ会員純増１名を達成して頂きたいと思います。そして、「会長賞」にチャレンジし
て頂きたいと思います。それには、各クラブの会員の皆様が会長・幹事を中心として、一致団
結して取り組んで頂きたいと思います。必ずや成果は出ると信じております。�
　会員の皆様の健闘を期待しております。それではウィルフリッドＪ．ウィルキンソンＲＩ会長の言
葉でしめくくりたいと思います。�
�
“私は新しい会員を勧誘し、ロータリーを分かちあいます。「イエス」”�

国際ロータリー第2840地区�
2007－2008年度�
ガバナー　横山　公一�
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日時：2007年8月19日（日）9:30～登録・受付�
会場：ディラン（0278－24－0222）�
＊メイン講師として関場慶博2830地区パストガバナーをお迎えし「ロータリー、このすばらしき世界」
という題でご講演を頂きます。関場先生は「発展途上国で自らのポリオ・プラスの実践をされた
方」で、その体験談は感動的です。�
出席対象者：�
【会員増強セミナー】クラブ会長、クラブ幹事、会員増強委員長（CLP採用クラブは会員増強退
会防止委員長）�
【新会員セミナー】入会1～2年までの新会員（各クラブ5名程度）�
【奉仕プロジェクトセミナー】奉仕プロジェクト・社会奉仕・職業奉仕・国際奉仕各委員長�
登録料：1名　3,000円�

日時：2007年8月25日（土）10：00～16：45�
会場：ディラン（0278－24－0222）�
出席対象者：クラブ会長、ロータリー財団委員長、国際奉仕担当委員長�
登録料：1名　3,000円�

　Ｒ財団活動を支援する目的で、ロータリーカードが発行されています。日本で5,000名の方が
このカードをご利用されることにより、自動的に財団に寄付される仕組みになっています。（カー
ドショッピング利用金額の0.3％が財団に還元されます）登録者数が4,826名となりました。シル
バーカードですと維持費は無料です。あと少しですので是非ご登録のご協力をお願い致します。�

　今年度7月1日現在の地区会員数は上記の通りとなりました。集計にご協力いただきました
各クラブの会長・幹事・事務局員の皆様、ご協力ありがとうございました。�
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特別訪問先としまして�
�前橋市長 様　　　　平成19年7月3日�
�群馬銀行 様　　　　平成19年7月3日�
�上毛新聞社 様　　　平成19年7月4日�
�群馬テレビ 様　　　　平成19年7月5日�
等に表敬訪問してまいりました。�
�
　特に群馬テレビ様に於かれましては、当日7月5日の夕方6時～7時のニュース番組に取り上
げていただき、6時31分位から放送されました。�
　内容と致しまして、奉仕の精神で活動している群馬地区の新役員に就任された皆様が、挨
拶に群馬テレビに来ました。�
　県内の7月1日からの新ガバナーとして 横山 公一 様が就任いたしました。ガバナーには、い
ろいろ条件がありまして、群馬県内の47クラブある中で、ロータリーの会長を務めた経験が条件
であり、その他、いくつかの基準をクリアし、2年間の準備期間を経て、就任するものです。横山
ガバナーは奉仕の精神に基づいた活動を更に行っていきたいと決意を新たにしました。又、奉
仕活動の中には米山奨学金制度の寄付があり、県内24名の奨学生の支援をしている。�
等との紹介をしていただきました。�
�
　RI第２８４０地区で新ガバナーが、テレビで紹介されたのは初めてのことかと思います。群馬
テレビ社長 鈴木 叡様は前橋ロータリークラブの会員でもございます。このテレビ番組は他の地
区でもなかなかないと思います。RI第２８４０地区の大変素晴らしい広報ではなかったかと思い
ます。�
�

以上�
�

国際ロータリー 第2840地区�
第一分区 ガバナー補佐　井上　芙美子�
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　拝啓　盛夏の候、皆様におかれましては、益々御健勝の事とお慶び申し上げます。�
　さて、この度私共、沼田ロータリークラブがホストクラブとなりまして、地区大会を開催させてい
ただく事となりました。北毛の地「沼田」で地区大会が開催されます事を会員一同、喜びに感
じております。皆様には交通の便等でご不便をお掛けする事とは思いますが、ご参加の皆様
に楽しんで頂けます様準備を進めております。�
　つきましては、地区内４７ＲＣの皆様に於かれましては、沢山の会員の方の登録を御願い申
し上げますと共に、ご家族の皆様のご参加も併せてお願申し上げます。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   敬具�

日　　　時／2007年10月14日（日）AM9：30（受付はAM8：30より）�

会　　　場／利根沼田文化会館�

　　　　　　（沼田市上原町1801-1　電話0278-24-2935）�

大会登録料／9,000円(懇親会費含む)�

登録申込み／登録用紙に参加人員と金額をご記入の上、8月31日（金）迄に沼田ロータリー�

　　　　　　クラブ地区大会事務局迄、FAXにてお申し込み下さい。【FAX0278-23-8789】�

送　金　先／利根郡信用金庫　本店　普通No.1112578�

　　　　　　地区大会実行委員長　割田一敏（ワリタカズトシ）�

送 金 期日／8月31日（金）�
問い合わせ先／378-0053　沼田市東原新町1540　利根郡信用金庫本店内　　　　　　　
　　　　　　沼田ロータリークラブ地区大会事務局�
　　　　　　電話　0278-24-1177�
　　　　　　FAX　0278-23-8789

ガバナー　　　　　　 横山　公一�
地区大会実行委員長　割田　一敏�

記�
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期　　日　　2007年9月2日（日）�
�
会　　場　　伊香保国際カンツリークラブ�
　　　　　　〒377-0025　群馬県渋川市川島2470-8�
　　　　　　TEL（0279）22-1270　FAX（0279）24-3574�
�
プレー費用　　¥15,000円（乗車カート、キャディフィ、昼食、税込み）各自精算をお願いします。�
　　　　　　＊その他の買い物・飲食等については別途�
�
競技方法　　＊使用ティ　男子：白　　女子：赤　　70歳以上の方はコールド使用可�
　　　　　　＊１８ホールストローク・プレー　、新ぺリア方式（ハンディキャップ36上限）�
　　　　　　＊スルー・ザ・グリーン・オール６インチ、　ワングリップOKとする。�
　　　　　　  （その他は当クラブのローカルルールによる）�
　　　　　　＊個人戦、団体戦とも同ネットの場合は年齢上位とする。�
�
参加費用　　＊個人戦　　お一人¥5,000円　（チャリテイ募金1,000円含む）�
　　　　　　＊団体戦　　1クラブ¥10,000円　（上位3名のネットスコア合計で競います）�
　　　　　　●2名以下での参加クラブにおていは団体戦参加費の10,000円は頂かず、個人戦のみと�
　　　　　　　なりますが1名からの参加でも歓迎します。�
　　　　　　●個人戦の参加費5,000円×人数分と団体戦の参加費10,000円をまとめて8月8日（水）�
　　　　　　　までに下記口座へお振込み願います。尚、振込み後の参加費は返金できませんので、代�
　　　　　　　わりの方の参加をお願い致します。�
　　　　　　●口座名： 群馬銀行　渋川支店　（普）No.1779404�
　　　　　　　　　　  渋川ロータリークラブ　地区大会ゴルフコンペ実行委員会�
　　　　　　　　　　  実行委員長　 加藤　義男�
�
登録受付　　午前6：30より受付。各自スタートの40分前迄に受付をお願いします。�
�
スタート　　午前7：25～　　赤城・榛名・伊香保　3コース同時スタート�
�
表 彰 式　　当クラブのレストランにて行います（午後3時30分予定）�
�
申込方法　　別紙参加申込書に必要事項を記入の上、7月31日（火）までに渋川RC事務局宛にFAXで
　　　　　　ご返答下さい。�
　　　　　   （渋川ＲＣ事務局　FAX 0279-23-7080　TEL 0279-23-7766）�
�
そ の 他　　組合せにつきましては後日送付致します。�
�
※尚、貴クラブにおいて、どなたも参加されない場合は、お手数ながら参加申込書にクラブ名と幹事名欄に�
　不参加と記入の上、FAX頂ければ幸いに存じます。宜しくお願い致します。�

地区大会実行委員長　　　　　　　　　割田　一敏�
地区ゴルフ大会ホストクラブ 渋川RC会長　町田　　久�
地区ゴルフ大会実行委員長 　　　　　　加藤　義男�
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1． 地区会員数報告＜過去6年度会員数月別推移＞�
　諮問委員会当日は7月1日現在の会員数2,046名と報告致しましたが、後日P－3の如く2,045�
　名に訂正となりました。�
2． 地区予算修正の件�
3． ガバナー公式訪問の件�
4． 地区大会の件�
5． 地区主要行事の件�
6． 地区役員名簿�
7． 2009年国際大会の開催地変更�
　韓国のソウルはキャンセルされ、イギリスのバーミンガムへ変更�

1． 青少年交換のＮＰＯ法人が認可されたので、これに対する経費を会員１人当たり100円（年�
　間）を拠出する件  ………………………………………………………………………了承�
2． ガバナーノミニーを青少年交換委員とする件   …………………………………………了承�
3． 新潟県中越沖地震に対する義捐金の件………………………………………………了承�

7月21日（土）前橋のマーキュリーホテルで横山年度の第１回諮問委員会が開催され、下記事
項の報告等がなされました。�
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　6月30日（土）ティアラグリーンパレスにおいて第４回地区諮問委員会が開催されました。津久
井ガバナーより一年間の御礼を兼ねたご挨拶の後、下記の通り報告されました。�
�
【報告事項】�

1.  2006-07年度　地区主要行事報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
2.  2006-07年度　ガバナー公式訪問報告　　�
3.  2006-07年度　周年行事報告　　　　　　　　　　　　　　　　�
4.  地区会員数最新報告〔過去５年度会員数月別推移〕�
5.  2006-07年度　地区資金会計報告〔仮決算〕�
6.  清章司規定審議会委員より６月シカゴで行なわれた規定審議会の報告がされました。�
7.  2009-10年度地区ガバナー指名委員会報告�
　清章司地区指名委員会委員長から現在候補者を選定中である旨の報告がされました。�
8  ガバナー補佐、地区委員長年間活動報告が別紙で配付されました。�
�
【諮問事項】�

1.  （財）米山梅吉記念館評議員に曽我隆一パストガバナーが留任された事が了承されました。�
2.  横山年度地区運営方針について�
　 横山ガバナーエレクト及び保坂地区幹事より次年度地区運営方針について詳細な提案が�
     なされ、了承されました。　�

津久井年度�
地区幹事　長谷川　嘉宣�
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　6月30日（土）ティアラグリーンパレスにおいて第４回地区諮問委員会終了後、津久井年度と
横山年度の新旧ガバナー補佐・地区委員長とガバナースタッフも加わり、新旧地区役員連絡
会議が開催されました。津久井ガバナー・長谷川地区幹事・岡田会計長・各ガバナー補佐・各
地区委員長一人一人、年間の活動報告をしていただき、横山ガバナーエレクトが新年度の熱
気あふれる抱負を述べられました。�
　この連絡会議には、津久井年度のガバナー補佐と地区委員長の年間報告が資料として提
出され、新旧地区役員間で引継ぎ・情報交換が行なわれました。また、地区運営の継続性を
図るため、松倉ガバナーノミニー（富岡RC）とガバナースタッフ予定者にも参加していただきまし
た。津久井年度のカウントダウンをしながら、和気藹 と々大変有意義な意見交換がなされ、盛会
のうちに終了いたしました。参加者総数70名でした。�
　なお、ガバナー補佐と地区委員長の年間報告は、津久井年度報告書に掲載される予定で
すのでご覧下さい。�

津久井年度�
地区幹事　長谷川　嘉宣�

津久井ガバナー挨拶�

司会の竹内副幹事�

高木パストガバナー挨拶�

高木パストガバナーの締めで閉会�

長谷川地区幹事挨拶�
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　強大な台風四号が北上する中七月十四日、十五日と二日間台風に向かって上京、高輪プリ
ンスでみっちり研修を受けて来ました。ガバナーの出席は少数でしたが、その中には横山ガバ
ナーがおられました。�
　まずJYEC委員長の関場慶博氏からは青少年交換プログラムの括括的な話を、続いてRI元
青少年交換委員長の神田憲氏から委員長に必要な情報と題して、RI青少年奉仕支援グル
ープゾーン・コーデネーターの松山隆氏�
からは委員長が陥りやすいピットフォールというテーマで研修を受けました。　　　�
　続いてガバナー会事務局、篠永征男氏より書類作成上の注意点について、最後に質疑応
答という手順でした。終了は七時。�
　その後懇親会は場所を移し品川駅近くの居酒屋で開催、交換談義に花が咲きました。�
　翌日曜日は朝十時再開。RI理事の渡辺好政氏、ガバナー会議長の坂本俊雄氏のご挨拶
の後、関場氏からは、青少年交換プログラムの歴史、日本の現状について話を聞きました。�
　昼食の後、神田氏から、危機管理について、最後に松山氏から地区委員長として、必要な事、
大切な事の注意があり、三時終了でした。�
　全国委員長会議に参加して感じた点はこのプログラムに命を賭けている、ロータリーの原点
そして目標は次世代を担う青少年の育成のこの事業だ、と深く信じてやまない熱心というか異
状なほど情熱を傾けている会員が多くいるという事でした。�
　そして五年も十年も委員長を続けている地区も数多くありました。�
　一年交換の学生は02年から06年迄５年間で全国では1209名派遣され、これを34地区で割
ると平均35名となりますが当地区は11名と極めて少数で下から４、５番目という事も知りました。�
　これは、県民性なのか、このプログラムのPRが不足しているのか、もっと多くの会員に訴えて
いきたいものです。�
　是非、会員諸兄におかれましては、もっともっと多くの学生を派遣していただけますよう改め
てお願い致します。�
　また、直近の課題として、青少年の危機管理の重大性について、熱心な討議も行われ、近
日中にガバナー会で別法人を作り、保険に入るという報告も受けました。�
　青少年交換プログラムに対しての暖かいご理解とご支援をお願いして報告とさせて戴きます。
ありがとうございました。�

青少年交換委員長�
小暮　高史�
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　津久井年度最後の茶の湯倶楽部研修会が、前回と同じ「茶
寮いま泉」で開催されました。初夏の木々の深緑が雨にぬれ
た6月24日、しっとりと落ち着いた会場と雰囲気のなかで、津
久井ガバナーを始めとする大勢のお客様、部員をお迎えして、
和やかの中にも実りある研修会でありました。�
　さて、どうしたことか私にお点前をするようにと2ケ月程前に
連絡があり、大変困惑した。「ＲＣの茶会だ、しかも研修会だ、

つたなくても、間違えても同じロータリアン、許してくれるだろう」と腹をくくってお引き受けすることに
した。しかもお点前が終え冷や汗を拭いていたら、地区副幹事の加藤さんから「ガバナー月信に載
せるから何か一文を書くように」と脅され（？）、いっそう汗が噴き出た。茶才（？）も文才もない私にと
ってはこれ以上の大役はない。でも恥をかくのは一度も二度も同じことだと、また腹をくくった。�
　お床には「瑞雲」の軸、銘を「ロータリーの友情」というお茶杓、ロータリーのマーク入りの数茶碗、
高砂棚とお道具を見て、くくったはずの腹がまた揺らいだ。第1席の正客はもちろん津久井ガバナ
ーだ、目が合うと一層あがりそうなので視線をそらしたら、三客に日頃敬愛の念をもつ神山さん（前
橋東、元ガバナーアシスタント）がいた。私よりずーっとベテランだ、ああ目をそらせるんじゃなかった、
と思っているうちに柄杓を落としてしまった。大失敗だ。でも席主を務めていただいた森田総括世
話人（パストガバナー）がうまくその場をとりなしてくれた。さすが森田総括世話人、私にとってはか
えって失敗、間違いを繕う所作を学ぶことが出来たような気がする。これこそ「怪我の功名」か？研
修会の実りか？�
　2席目は小さな間違いはいくつかあったけど、なんとか終えた。しかし、足がもう限界だ、たいして
長くもない足が棒のようになった。でももう1席ある、3席は「内々役員だけだから気が楽だ」といわ
れたけど、正客が森田総括世話人なので一層緊張して　帛紗捌きを間違えた。これもまた研修。�
　我ながら、修業不足のこの腕前でよくもこんな大役を受けたものだと、つくづく後悔している。そ
の反面、ひとつのものが終えて身をもって大きな勉強をさせていただいたという、ちょっぴり充実感
もある。大日本茶道学会　山田松仙先生のもとで、あがらず、あせらず、冷や汗もかかない程度に
精進しようと意を新たにしている。�
　ありがとうございました。変わらぬ御交誼を願い、茶の湯倶楽部の更なる御発展をお祈りします。�

前橋北ＲＣ茶道部　�
関口　要（部長小山　清、部員宮田　輝）�
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　２８４０地区には１１のローターアクトクラブがあり、それぞれのクラブは毎月２回の例会とクラブ
の個性を活かした奉仕活動や親睦活動を行っていることを、前号で紹介させて頂きました。�
　今月号では、２８４０地区ローターアクトの地区の活動について紹介させて頂きます。�

　最も大きな行事が、「地区年次大会」です。これはＲＣでいう地区大会に該当するもので、
地区内全クラブが協力し、企画運営を行います。年次大会には全国のアクターが集まり、お互
いの交流を深めています。�
　主な大会内容は、各クラブ活動報告や表彰（最優秀アクター・ＭＶＰクラブ）、記念プログラム
では、毎年様々な企画が行われています。ローターアクトクラブってどんな団体なんだろう？とい
う疑問をお持ちの方はぜひ一度この年次大会に参加してみてください。各クラブの活動内容
やアクターのエネルギーを肌で感じることができます。全クラブが一斉に点鐘する「一斉点鐘」
は２８４０地区の名物的存在。必見です！�

　年に一度、日本を出て海外で奉仕活動や親睦活動を行う研修です。近年は、インド・ベトナム・
タイ・韓国・台湾などに行き、現地のＲＣやＲＡＣと交流会を行ったり、孤児院や障害者施設に
訪問し、古着や文房具などを寄贈、子供達と一緒に遊んだりしました。今期はグアムを予定し
ており、現地のグアムＲＣとの交流や日本人学校への訪問、平和記念公園への千羽鶴の寄
贈などを行いたいと考えています。�

国際ロータリー第２８４０地区�
地区ローターアクト代表　小林 朱里�

　ＲＣでいうＰＥＴＳに該当する行事です。次年度の会長幹事は義務出席となっており、この
研修でリーダーシップやクラブ運営について学びます。�
　以上の３つが地区３大行事です。年次大会につきましては、今期の実施日も記載させて頂
きましたので、ご都合のつくロータリアンの方がいらっしゃいましたら、ぜひご参加ください。オブ
ザーバー同伴の参加も大歓迎です。もちろんメイクにもなります。�
　この他に、２ヶ月に１度各クラブの会長幹事を集めて行う会長幹事会や地区内全クラブが集
まり親睦を深める地区レクリエーションを行っています。また今期は初の試みとして「合同公式
訪問」を行います。この合同公式訪問についての詳細は次号にてご紹介させて頂きます。�

（地区行事で毎年欠かすことなく行われている行事）�
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　　　クラブ名 　　　　　　　 例会時間 　　　　　　　　例会日（例会場所）�

前　橋ローターアクトクラブ 　　19:00～20:30 　　毎月第２・第３水曜日（県庁　昭和庁舎）�

前橋南ローターアクトクラブ 　　19:00～21:00 　　毎月第２・第４水曜日（中央情報経理専門学校）�

桐　生ローターアクトクラブ 　　19:00～21:00 　　毎月第２・第４金曜日（桐生倶楽部）�

桐生西ローターアクトクラブ 　　19:30～21:00 　　毎月第２・第４木曜日（桐生プリオパレス）�

伊勢崎ローターアクトクラブ 　　19:30～21:00 　　毎月第１・第３木曜日（ｻﾞｸﾚｲﾝﾊﾟｰｸ山楽荘）�

高崎北ローターアクトクラブ 　　19:00～21:00 　　毎月第２・第４水曜日（高崎ビューホテル）�

太　田ローターアクトクラブ 　　19:30～21:00 　　毎月第１・第３木曜日（ロイヤルチェスター太田）�

渋　川ローターアクトクラブ 　　19:30～20:30 　　毎月第１・第３水曜日（渋川電気センタービル）�

沼　田ローターアクトクラブ 　　19:30～21:00 　　毎月第１・第３木曜日（沼田市場下水道指定工事店組合）�

藤　岡ローターアクトクラブ 　　19:30～20:30 　　毎月第１・第３木曜日（藤岡公民館）�

富　岡ローターアクトクラブ 　　19:30～21:00 　　毎月第２・第４水曜日（ホテルアミューズ富岡）�

★前号でご紹介しました通り、ローターアクトクラブは例会を毎月２回行っています。�
　各クラブの例会実施日は上記の通りです。メイクができますので、ぜひロータリアンの皆様も�
　ローターアクトの例会に足を運んでみてください。�
★移動例会や日程変更の為、例会日が変更になることがあります。�
　参加される前に提唱ＲＣの事務局様へご確認ください。�
★どのクラブにおいても、会員減少が続いております。�
　１８～３０歳の方でしたら、どなたでもローターアクトに入会ができます。�
　身近に１８～３０歳の方がいらっしゃいましたら、ローターアクトにご紹介ください。�
�
●ローターアクトに関するご意見・ご質問・会員紹介・卓話依頼などは…�
　地区ローターアクト代表　小林　syuri_onepiece@ybb.ne.jp　までお願いします。�
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1． 寄付金速報　― 予算達成、ありがとうございました ―�
2． 財団設立40周年　★オリジナル切手シートを発行！�
3． 第１期現地採用奨学生がついにベトナムから来日�
4． 外務省の招へいで米山学友が来日�
5． 米山学友がクラブ会長に！【第2710地区 東広島RC】�
6． 名誉理事長が仏政府から勲章を受章�

　2006-07年度の寄付金は約14億5千万円でした。前年同期に比べ0.8％減（普通寄付金：
0.4％減、特別寄付金：1.0％減）、約1千2百万円の減少となりましたが、予算を達成することが
できました。会員数が減少する昨今、皆様には大変健闘していただきましてありがとうございま
した。�
�
　個人平均寄付金額は、第2590地区【神奈川県横浜市・川崎市】が28,351円と、12年間連
続首位を達成されました。なお、上位5地区は全て2万円以上であり、全国平均は昨年よりも
142円アップして14,620円となりました。心より厚く御礼申し上げます。�
�
新年度も引き続き、当奨学事業にご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。�
�
★2007年7月より、当会寄付金に対する表彰制度が変わります！�
詳細は下記をご覧ください。�
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/r_member/r_m_01_3.html

2007年7月12日発行�
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　ロータリー米山記念奨学会は今年7月1日、財団設立40周年を迎えました。これを記念して、8
月からオリジナルデザインの切手シートを頒布します。�
　1シートにつき80円切手が10枚、価格は1,000円（送料当会負担）です。�
　すでに全クラブへご案内文書を送付していますが、より多くの皆様に米山奨学事業を知っ
ていただくためにも、改めて周知をお願いいたします。ゴルフコンペの参加賞や、外部講師へ
の謝礼、会員への贈り物など、さまざまなシーンでご利用ください。なお、切手の発送は8月初め
となります。�
 詳しくはこちら　　�
 →　http://www.rotary-yoneyama.or.jp/r_member/r_m_01.html

　現在、ベトナムを対象に試行中の「現地採用米山奨学金」。これは、ロータリアンが直接現
地に赴いて、向学心に燃える優秀な若者を選び、日本に招へいする新プログラムです。その記
念すべき第1期生となる2人がこのほど相次いで来日を果たしました。�
　まず6月17日、成田空港に到着したのはゴ・ホン・ニュンさん。ベトナム社会で今後必要とされ
る福祉政策を学ぶため、日本社会事業大学大学院（東京都清瀬市）で研究生として学部・修
士課程の授業を聴講し、来年4月の同大学大学院修士課程入学を目指します。世話クラブの
東京神田ロータリークラブ（第2580地区）との交流も順調に始まりました。�
　続いて6月30日、タイ・ヴァン・ナムさんが関西国際空港に到着。ＪＡＳＳＯ大阪日本語教育セン
ターで日本語研修を受けながら、大阪大学大学院工学研究科の指導教員の許にも週2回通い、
研究テーマ「ベトナムにおける土壌汚染」の調査・分析に着手します。ニュンさんと同じく、来年
4月の博士課程入学が目標。世話クラブは千里ロータリークラブ（第2660地区）です。�
　2人とも笑顔の似合う明るい奨学生で、勉学はもちろんのこと、民間親善交流の担い手とし
ても、今後の活躍が期待されます。�

2007年7月12日発行�
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　母国で活躍中の元日本留学者に、現在の日本への認識と絆を深めてもらおうとの目的から
外務省が主催する「元日本留学者の集い」。今回は、東南アジア、中国を中心に41人が来日。
そのうち2人がマレーシア出身の米山学友でした。6月4日に都内のホテルで開かれた歓迎レセ
プションには、両学友のリクエストで米山奨学生時代のカウンセラーや地区米山委員長が招待
され、久しぶりの再会を楽しんでいました。�
●黄　逸仙(ウォン・イセン)さんと荒野吉生カウンセラー�

【第2820地区鉾田RC】�
　1999-2000年度米山奨学生、茨城大学大学院卒。世話クラブは鉾田RC。現在は、日本に本
社のあるバイオシャークフーズのマーケティング部長。マレーシアに帰国した日本留学生の同窓
会組織「JAGAM」の中部支部理事を務めており、マレーシアに米山学友会を立ち上げたいと
希望している。�
�
●沈　玉蕊(シム・イーロォイ)さんと西口雅彦元地区米山委員長�

【第2780地区】�
　1994-96年度米山奨学生、明治大学卒。世話クラブは相模原RC。現在は、ブラザー工業（マ
レーシア）の企画・開発担当。「人とのつながりが大切」と言う沈さんは、来日するたびに地区
やクラブに顔を出し、「日本に住んでいる学友よりもよく会うなぁ」とロータリアンに感心される人
気者。�

　日本に帰化し、ロータリアンになった米山学友、島崎高志さん（東広島RC）が2007-08年度ク
ラブ会長に就任されました。�
　島崎さんは1981-84年度の米山奨学生で、世話クラブは西条RCでした。大学院卒業後は日
本に住み、歯科医として活躍。1991年9月、東広島RCへ入会し、クラブの国際委員長や米山
委員長などを歴任、今年度はクラブ会長の重責を担います。�
　島崎さんは「本年度はクラブとしてＣＬＰを採用しますが、私は米山委員会を特別委員会と
して単独で設置します。米山奨学事業は、日本独自の偉大な制度ですので、地区内に限らず、
友 好クラブ及び留学生を通じて、多いに紹介し、輪を広げ、国際交流に貢献したい」と、抱負
を語ってくれました。�

2007年7月12日発行�
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　米山記念奨学会名誉理事長の末永直行氏（福岡西RC）が7月9日、フランス政府から「レジ
オン・ド=ヌール勲章オフィシェ」を受章しました。戦後の福岡に一流の音楽家を招いたり、福岡
日仏協会の運営に関わり、永年に渡って日仏文化交流促進のために、芸術文化育成と人材
育成に尽力されたことが高く評価されたものです。フランス政府からの4度目の栄誉ある受章に
対して末永氏は「今まで仏日両国の親善・交流に尽くされた多くの皆様を代表してお預かりす
るという気持ちです」と語っています。�

2007年7月12日発行�



2007年�
2008年�
2008年�

富岡かぶら�
富　岡�

　ホテルアミューズ富岡�
　ホテルアミューズ富岡�
　太田ナウリゾートホテル�
　ツインプラザ（吾妻郡学習センター）�
　高崎ビューホテル�
　レストランジョイハウス�
　並木苑�

年度�

2008年�
2008年�
2008年�
2008年�

24

クラブ名�

中之条�
高崎北�
館　林�
碓氷安中�

　新旧地区役員連絡会議� 　前橋マーキュリーホテル�

 ６月30日（土）�
 ７月７日（土）�

　新旧地区役員連絡会議 （津久井事務所主催）�
　ガバナー・元・次期懇親会�

 ４月27日（金）�

 ６月８日（日）�

　ローターアクト年次大会�

　ロータリー財団奨学生オリエンテーション・壮行会�

 ２月23日（土）� 　米山奨学生終了式　奨学生歓送迎会� 　前橋ホテル�
 ４月19日（土）� 　米山カウンセラーセミナー　米山奨学生オリエンテーション�　前橋ホテル�

　群馬音楽センター�

 １月26日（土）� 　地区財団補助金審査会�

2008年�
 12月９日（日）�
 １月６日（日） 

　米山奨学学友会クリスマス会�
　第３回ガバナー諮問委員会　ＧＥ壮行会�

　前橋ホテル�
　前橋マーキュリーホテル�

 11月24日（土）・25日（日）�
 12月１日（土）�

　日本地区研修リーダーセミナー�
　地区指導者育成セミナー （深川純一先生）�

　お台場　メリディアンホテル�
　前橋マーキュリーホテル�

 10月14日（日）�
 11月�

　地区大会 （佐藤千寿先生）�
　ＲＡＣ海外研修 （未定）�

　利根沼田文化会館�

 ９月30日（日）�
 10月６（土）・７日（日）�

　第２回ガバナー諮問委員会�
　ライラ研修会 

　前橋マーキュリーホテル�
　桐生市青少年野外活動センター�

 ８月26日（日）�
 ９月２日（日）�

　地区ロータリー財団国際親善奨学生選考会�
　地区大会記念ゴルフ大会 （主催:渋川ロータリー）�

　前橋ホテル�
　伊香保国際カンツリークラブ�

 ７月28日（土）�
 ８月19日（日）�

　インターアクト年次大会�
　地区会員増強・地区新会員セミナー�

　共愛学園高等学校�
　ディラン（沼田）�

　新高輪プリンスホテル�

 ５月26日（土）�
 ６月17日（日）～20日（水）�

　財団国際フェローシップ審査会�
　国際大会 （ガバナー出席) 　ソルトレイクシティ�

 ４月22日（日）～28日（土）�　規定審議会� 　シカゴ�
 ５月12日（土）� 　国際ロータリー第2840地区協議会 （田中毅先生）� 　利根沼田文化会館�

 ３月24日（土）� 　会長エレクト・次期幹事研修セミナー （ＰＥＴＳ）� 　ディラン（沼田）�
 ３月４日（日）� 　地区チーム研修セミナー� 　前橋マーキュリーホテル�2007年�

開催日� 項目� 場所�

 ６月７日（土）� 　米山奨学会学友会総会� 　前橋ホテル�

 ６月30日（土）�

 ７月８日（日）�
 ７月８日（日）�

 ７月22日（日）�
 ７月21日（土）�

 ８月19日（日）�
 ８月22日（水）�
 ８月25日（土）�
�

 ９月７（金）・８日（土）�
 ９月15日（土）�
 ９月16（日）～17日（月）�

 11月21日（水）～23日（金）�
 11月21日（水）～23日（金）�

�

 １月20日（日）�
 １月13日（日）～20日（日）�

 ６月15日（日）～18日（水）��
 ６月21日（土）�
 ６月21日（土）　　�

　第4回ガバナー諮問委員会 （津久井事務所主催）�

　インターアクト合同会議�
　ロータリー財団地域セミナー�

　青少年交換学生壮行会�
　第１回ガバナー諮問委員会�

　奉仕プロジェクトセミナー （関場慶博先生）�
　米山指定校説明会�
　地区財団セミナー�

　第９回　日韓会議�
　米山委員長セミナー�
　ＧＥＴＳ・ガバナーエレクト研修セミナー�

　ロータリー・ゾーン研究会�
　ロータリー財団地域セミナー�

　米山奨学生審査会�
　国際協議会�

　国際大会�
　第４回ガバナー諮問委員会�

　�

　�　�

　�
�

　�
　京王プラザ�
　ロイヤルチェスター前橋�

　�　前橋マーキュリーホテル�
　前橋マーキュリーホテル�

　ディラン（沼田）�
　前橋マーキュリーホテル�
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正解者の中から抽選でグッズを送らせていただきました。�
発送をもって発表と代えさせていただきます。�

●賞品は以下のものでした。�



26

 栗原　弘�
 伊勢崎RC

入 会 日／2007年6月27日�
職業分類／商業銀行�
勤 務 先／（株）群馬銀行伊勢崎支店�
役　　職／支店長�
推 薦 者／伊能富雄　柏井喜市�

木村　好文�
前橋RC

入 会 日／2007年6月19日�
職業分類／建設�
勤 務 先／木村工業（株）�
役職／代表取締役社長�
推 薦 者／三原豊章�

小林　公明�
富岡RC

入 会 日／2007年7月4日�
職業分類／損害保険�
勤 務 先／あいおい損害保険（株）富岡支社�
役　　職／支社長�
推 薦 者／佐俣廣房�

田村　研一�
富岡RC

入 会 日／2007年7月4日�
職業分類／第二地方銀行�
勤 務 先／東和銀行富岡支店�
役　　職／支店長�
推 薦 者／横山昇一�

高橋 總一郎�
富岡中央RC

入 会 日／2007年6月28日�
職業分類／不動産管理�
勤 務 先／（有）真栄商事�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／大島雅彰�

久松　一夫�
前橋東RC

入 会 日／2007年6月28日�
職業分類／リサイクル業�
勤 務 先／久松商事（株）�
役　　職／専務取締役�
推 薦 者／小林　勇�

松野　秀彦�
沼田中央RC

入 会 日／2007年6月1日�
職業分類／ホテル�
勤 務 先／ベラヴィータ�
役　　職／営業�
推 薦 者／浅川忠良�

須藤　明義�
渋川みどりRC

入 会 日／2007年7月17日�
職業分類／建築板金業�
勤 務 先／（株）須藤板金工業�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／小見山健次�

横山　幸男�
前橋中央RC

入 会 日／2007年6月20日�
職業分類／農業�
勤 務 先／（株）トゥモローワールド�
役　　職／ 取締役　企画室長�
推 薦 者／横山和男�

阿部アキ子�
前橋中央RC

入 会 日／2007年6月20日�
職業分類／司会企画サービス�
勤 務 先／(有)シープ　アイビー企画　�
推 薦 者／井上芙美子�

志賀　重貴�
前橋RC

入 会 日／2007年6月19日�
職業分類／建設�
勤 務 先／清水建設（株）関東支店群馬営業所�
役　　職／所長�
推 薦 者／曽我孝之�
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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（貸出可）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。�
　文献資料の電子化を進めており、資料ＰＤＦ閲覧の項目を追加しました。文庫通信もＰＤＦ
で閲覧できます。ＰＤＦにアクセスしていただきますと、文献資料をパソコン画面に取り出すこと
ができます。�
　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。�

ロータリー文庫�
〒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�
開館＝午前10時～午後5時　休館＝土・日・祝祭日�
http://www.rotary-bunko.gr.jp

 「パネルディスカッション　クラブ活性化」　上條優雄（コーディネーター）（D.2790地区大会）�

 「ロータリーと私」　佐原 元　（D.2800地区大会）�

 「時間に愛を込め、仕事に愛を込めることを」　深川純一　（D.2580地区大会）�

 「社会奉仕について」　野_元治　（D.2740地区協議会）�

 「CLPの一考察」　成川守彦　（D.2640月信）�

 「CLP研修委員会の報告」　三木 靖　（D.2730月信）�

 「参考!! CLPアンケート」　（D.2830月信）�

 「危機管理委員会設置の目的、経緯・内容」　落合雅雄　（D.2550月信）�
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 「危機管理委員会設置の目的、経緯及び内容等について」　本山新三　（D.2680月信）�

 「ロータリーとは？－ロータリアンであることの意義」　成川守彦　宇都宮北R.C.
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　ガバナー月信につきましては、主に次の要領で掲載して参りますので、ご協力の程何卒宜し
くお願い申し上げます。�
�
【主要事項】�
１. ガバナーからのメッセージ�
２. ガバナー補佐、地区幹事、委員会、地区副幹事からのメッセージ�
３. 当月の主要行事の案内、お知らせ�
４. クラブだより（各クラブ主催行事の原稿を掲載）�
５. 新入会員の紹介、訃報�
６. 地区出席報告（クラブ出席率の一覧）�
�
　以上のものを、インターネットホームページ上で配信して参ります。�
●出席報告の締切は、毎月７日迄です。�
　（ＩＤとパスワードは各事務局へ近日中にメールにて送信致します。）�
●原稿の締切は、ワード文書又はエクセル書式で毎月１５日迄です。�
　写真等の画像がある場合は、デジタル情報でお送り下さい。�
●新入会員の紹介、訃報のご連絡は、毎月１５日迄にお願い致します。�
　（１５日以降のご連絡分につきましては、次月号の掲載になります。）�
●月信の配信は、翌月１日に行ないます。�
●新入会員・訃報は、略歴・写真を添えて、メールにて横山ガバナー事務所�
　（yokoyama@rid2840.jp）までお送り下さい。�
●メールアドレスを登録してある会員には、ホームページが更新された時、従来通りメールにて�
　お知らせ致します。�

横山公一ガバナー事務所�
地区副幹事（月信担当）津久井　功�
ＴＥＬ：０２７８‐３０‐２８４０�
ＦＡＸ：０２７８‐３０‐２８４１�
E-mail　yokoyama@rid2840.jp�
ＨＰアドレス　http://www.rid2840.jp




