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　会長、幹事の皆様、暑さ厳しい折いかがお過ごしでしょうか。�
　９月は新世代のための月間であります。ロータリーは新世代のために色々
なプログラムを用意しております。「RYLA」「インターアクト」「ローターアク
ト」「青少年交換プログラム」等であります。�
　RYLAは1959年にオーストラリアのブリスベーン・ロータリークラブが主催
し、１０代の若者たちが交流、文化、教育活動がぎっしりと詰まった日程に
参加し、クラブは参加者の素晴らしさに感銘し、また参加者もこのプログラ
ムがどれほど個人的成長を助けたかについて賛辞を惜しまなかったため、
このプログラムは毎年継続・拡張され、オーストラリア国内に広がりました。�

　1971年ＲＩ理事会は正式にロータリー青少年プログラムとして、RYLAを採択致しました。
RYLAとはRotary・Youth・Leadership・Ａwardsの略で、青少年指導者育成プログラムと訳さ
れます。�
　インターアクトとは、1960年代の初めに世界中のロータリアンの中から各大陸で５名を選抜し、
委員会を構成し、ロータリー・クラブをモデルとして14歳から18歳までの高校生を対象とする奉
仕クラブ、インターアクトを結成しました。インターアクトとは、インターナショナル(International)と
アクション(Action)の合成語であります。高校で会合を開き、教師１名と地元ロータリアンが顧
問を努め、会員はクラブを提唱した地元のロータリー・クラブと活動しております。�
　ローターアクトとは、インターアクトが活発になってくると、ロータリアンは奉仕の流れの中に途
切れがあることに気づきます。それは18歳以上の人達に対する奉仕プログラムが無いことです。
そこで、1968年アメリカのシャーロットロータリー・クラブで18歳以上30歳までの若い人達を集め、
最初のクラブが発足致します。社会奉仕を志し、高い道徳基準を備え、同じ奉仕を目指す人々
との交友を求め活動しております。�
　青少年交換プログラムはデンマークのコペンハーゲン・ロータリークラブが1972年アメリカの少
年数人を受け入れる手配をしたことに始まりました。現在15歳から19歳の学生が約7000人数
週間から１年間という期間設定で他国のロータリアン家庭にホームステイしております。そして、
自分の地域を越えた世界を意識し始めた年齢の彼らに異文化への配慮を教える素晴らしい
出発点となっております。�
　本年ウィルフリッドＪ．ウィルキンソン会長は、「私たちが青少年活動を通じて愛を分かちあうの
は、青少年はロータリーだけでなく全ての人々にとって未来であるからです。青少年プログラム
の強化に努めることにより、今日ここにいる私たちがやがて席を譲る日がやって来たときに、強
い責任感と倫理観を持つボランティア志向の新世代が、私たちの場所を埋め尽くしてくれるは
ずです。これら若い人々は私たちのはるか先に広がるロータリー未来の架け橋なのです。」と
問いかけております。�
　若者たちに、そしてロータリーの未来のために、沢山の若者たちに様々なプログラムを提供し
てあげようではありませんか。�
　明日の地域のために、明日の奉仕のために。�
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横山公一カバナー、関真一地区副幹事、安藤震太郎第三分区カバナー補佐が来訪。�
重田政信国際ロータリー前理事もカバナー一行を出迎え、高崎ビューホテルにおいて12時30
分より開催。�
�
横山公一カバナー�
ウィフリッドJ.ウイルキンソンＲＩ会長のメッセージを始め地区目標などについて、パワーポイントを
使って発表された。（当クラブではガバナー訪問の際、パワーポイントを利用しての説明は横山
ガバナーが最初と記憶している。）�
　�
会長報告�
｢先達の心を継承し 奉仕の心を分かちあい 北の友愛を深め 創立40周年を祝おう｣�
● 先達の心を継承　�
〔高崎北ローターアクトクラブ22名で再出発。〕当クラブは1972年にローターアクトクラブを設立。
設立後35年の歴史の中でＲＣ会員の減少同様アクト会員も減少。本年度に入り高山秀男ロ
ーターアクト委員長を中心に一ヶ月間でアクト会員を21名増強。7月25日にはＲＣ会員・アクトＯＢ
を含む総勢38名にて初例会を開催。今後より充実した活動を再開する。なお、地区ローターア
クト代表小林朱里と当クラブに表敬訪問中の第2560地区吉田昭平パストカバナーも特別参加
された。�
● 奉仕の心を分かちあい　�
〔できる奉仕を〕南アメリカの先住民に伝わる物語の本（監修・辻信一  光文社）に『森が燃え
ていました。森の生きものたちはわれ先にと逃げていきました。でもクリキンディという名のハチ
ドリだけは、いったりきたり、くちばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは、火の上に落としていきま
す。動物たちがそれを見て、「そんなことをしていったい何になるんだ」といって笑います。クリ
キンディはこう答えました。「私は、私にできることをしているだけ」』と。ハチドリの世界に奉仕団
体があり、数百万羽が同じ行動したら、燃えていた森はどうなっていたか。人間の内面に秘めら
れた才能は知的行動によって昇華される。私たちも、ハチドリのようにできることをしてゆきたい
と思っている。�
〔高崎経済大學在籍のアジアからの留学生学費援助〕�
国際奉仕・米山委員会の共同企画で8月17日、高崎経済大學在籍留学生27名とＲＣ会員お
よびアクト会員の総勢47名が藤井秀久国際奉仕委員長の軽井沢別荘において親睦交流会
を開催予定。�
● 北の友愛を深める�
〔会員増強〕前年度5名の増強実績。本年度2名増強済。�
（横山ガバナーより会員紹介者2名にスポンサーバッチがプレゼントされた。）�
● 創立40周年を祝おう�
創立40周年記念式典（井上達之助実行委員長）は平成20年4月16日（水）高崎ビューホテル
にて開催予定。�
〈以上会長報告〉�
その後、重田前理事よりガバナー訪問に対し謝辞。閉会後、記念撮影にて終了。�

会長　稲川　庫太郎�
幹事　鈴木　洋二�

平成19年8月1日（水） 　高崎北ロータークラブ�
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　去る7月22日、日米夏季交換学生の歓送迎会が前橋のマーキュリーホテルにて開催されまし
た。      �
　出席者は横山ガバナー、松倉エレクト、笠原ガバナー補佐、ホストの伊勢崎中央クラブ、日米
の学生９名、ホストファミリー他四十名弱でした。今回は諸般の事情から夏季交換のみになって
しまいました。      �
　D5100米国・オレゴン州からの16歳の学生、男子3名、女子2名は、去る６月２４日来日。平日３
週間は伊勢崎高校に通い、文化祭を楽しみ、終業式も体験しました。また、週末には、バーベ
キューを楽しんだり、'デイズニーランド、東京観光を満喫。楽しい想い出を胸に、滞在先の日本
の学生と一緒に帰国しました。      �
　彼等は快活で明るく、他方では非常にまじめで、日本の食べ物をはじめ異文化を積極的に
チャーレンジ。      �
　彼らと一緒に渡米した伊勢崎の４名高校生は8月25日に帰ってきますが、どのように成長し
て帰国するのか楽しみです。�

青少年交換委員長�
小 暮　高 史�

ホストファミリーと交換学生�

日本の学生とガバナー� 米国学生�

地区役員と交換学生�
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青少年交換委員長�
小 暮　高 史�

氏　　名� Ahron DeBenedetti�
16歳　男�

Evan Rumble�
16歳　男�

Tory Brown　�
16歳　男　�

第1外国語日本語�

Sarah Baker�
16歳　女�

Michelle  Chen�
16歳　女�

将来の夢� 外国特派員� コンピュータ�
アニメ技師�

国際ビジネスマン。�
オリンピックの�
体操選手�

当座は最初の小説の発表。�
二作目は大学卒業後。�
作曲にも興味あり。�
グラフィックアート�

異なった文化を�
体験したいから。�
広い視点を�
持ちたいから�

いろんな人と�
会うのが好きだから。�
積極的になりたい�

ほとんど全ての州を�
踏破。�

別の大陸へ�
行ってみたい�

異なった文化の�
視点で�

物を見たいから�

外国を旅行し、�
創作活動の�
一助にしたい�

医者・精神医�

応募の動機�

何家族かと�
親しくなれた�

文化の体験。�
学校生活�

食事はうまかった。�
食べ物の違いに�
びっくりしました�

ホストファミリと�
知り合えた事、�

家族の一員となれた事。�
日本の文化を体験できた事�

ホストファミリの寛容さ。�
アットホームな気分に�
するため気配りしてくれた �

このプログラムの�
一番良い点は？�

家族と離れ離れなる。�
日本を離れるから�

ありません。�
雨が降り過ぎ！�

全く何もなし。�
ただし湿度がちょっと�

生涯忘れることは�
ないだろう沢山の想い出と�

経験をした。�
人格形成に有効だった�

特にありません。�
学校へ３週間は�
永すぎる!�

今は夏休みです�

このプログラムの�
一番悪い点は？�

勧める。このプログラムは�
素晴らしい。�
また、近い将来�
日本に戻りたい�

勧めます。�
素敵な時間を過ごす事が�

出来ました。�
ロータリーに感謝します�

勧めます�

勧めます。�
このプログラムは素晴らしい。�
訪問した所は良かった。�

(来年は、別の国に行って見たい）�

友人に勧めますか？�
コメント�

肥満・ドラッグ・�
集団暴力・�

世界への無関心�

免許の引上（16-18歳）・�
堕胎・イラク戦争・選挙�

教育・無知・無関心・�
ドラッグ・アルコール・�
暴力・イラク戦争無関心�

固定観念・集団暴力・�
ドラッグ・アルコール�

ドラッグ・アルコール・�
性・うつ病�

青少年が直面する�
最需要課題四点は�

父親の職業� TVAプロジェクト�
マネージャー�

CPA 水道技師� ビジネスマネジャー� 自営業�

学校� 友人� 学校� ローラリー� 学校�

City Tigard City Ridgefield City Tigard City Battle Ground King City

日本人学生� 稲田堅斗君� なし� 鈴木太陽君� 星野玲美� 柳井梨可�

全体の評価？� 非常に良い� 非常に良い� 非常に良い� 非常に良い� 非常に良い�

ホストファミリィ？� 非常に良い� 非常に良い� 非常に良い� 非常に良い� 非常に良い�

研修の手配？� 非常に良い� 良い� 良い� 非常に良い� 非常に良い�

このプログラムを�
何処で知りましたか�

非常に良い� 非常に良い� 良い� 良い� 良い�
米国での�

オリエンテション？�

非常に良い� 非常に良い� 非常に良い� 非常に良い� 非常に良い�
日本での�

オリエンテション？�
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　8月の厳しい残暑の残るなか、本年度の奉仕プロジェクト・会員増強・新会員セミナーが8月19
日（日）、ディラン（沼田）に於いて開催されました。�
　当日は特別講師としてRI研修リーダー・第2830地区パストガバナーの関場　慶博先生をお
迎えしました。また地区役員の方々、各クラブの会長・幹事・会員増強委員長・奉仕プロジェクト
委員長・新会員の皆様にお集まりいただき、総勢283名の活気あるセミナーとなりました。�
　午前のプログラムでは、特別講師の関場先生より「ロータリー、この素晴らしき世界」をテーマ
に90分間ご講演いただきました。ご自身のロータリー経験をもとにお話いただき、会場からは盛
大な拍手が送られました。（尚、関場先生が講演時に使用されたデータを当地区のHPから近
日中にダウンロードできますので是非ご覧ください。）�
　午後のプログラムは、まず関口隆地区研修委員よりロータリーの魅力についてお話いただき
ました。その後会員増強セミナーと新会員セミナーに分かれて分科会が行われ、活発な意見交
換の後、各分科会の発表が行われています。�
�
●会員増強セミナー　１、会員増強・退会防止について（30分）　　関場　慶博先生�
　　　　　　　　　２、分科会　各分区ごとに意見交換（60分)�
　　　　　　　　　　　　　　（リーダーは各ガバナー補佐）�
●新会員セミナー　　A会場：カウンセラー　清　章司地区研修委員　�
　　　　　　　　　B会場：カウンセラー　森田　均地区研修委員�
　　　　　　　　　C会場：カウンセラー　横山　公一ガバナー�
�
　そして最後に高木貞一郎地区研修リーダーより講評をいただき、無事にプログラムを終了し
ています。ご参加された皆様お疲れ様でした。そして有難うございました。�

日時：2007年8月19日（日）　9：30～17：00�
会場：ディラン（沼田）�

関場慶博先生� 活発な意見交換がされた分科会�
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　地区のロータリー財団セミナーが８月２５日（土）に開催されました。�
当日は横山ガバナー、高木地区研修リーダー、森田ロータリー財団委員長を中心に、第１ゾーン
ロータリー財団年次寄付アドバイザー（ＲＩＤ２８３０地区パストガバナー）島村吉三久氏をお迎え
し、松倉エレクト、ガバナー補佐、地区ロータリー財団委員、地区青少年交換委員、地区世界社
会奉仕・友情交換委員、各クラブ会長・財団委員長・国際奉仕担当委員長の総勢１５２名の参
加がありました。全体会では、島村吉三久年次寄付アドバイザーの「財団寄付の増進及びポー
ルハリスソサエティーについて」と各委員長からの講演がありました。分科会はガバナー補佐を
中心に各分区ごとのクラブ会長・ロータリー財団委員長で構成する８分科会が「寄付金の増進
活動等」をテーマに、国際奉仕担当委員長も分科会を行うなど９分科会に分れ活発な討議を
行いました。最後にガバナー補佐等による各分科会からの意見発表もあり、各クラブともこれか
らの参考になったことと思います。ご参加をいただいた皆様大変お疲れ様でした。�

日時：2007年8月25日（日）　10：00～16：50�
会場：ディラン（沼田）�

挨拶をする横山ガバナー�

活発な討論が行われた分科会�

森田ロータリー財団委員長�

RID2830地区�
島村吉三久パストガバナー�
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　今月号は、今期の地区活動で最も重点を置いている「合同公式訪問」についてお話させて
頂きます。�

　例年、地区ローターアクト代表が各クラブを訪問して実施していた公式訪問例会を、今期は
分区ごとに合同で実施することにしました。�
なぜ合同で行うのか、その理由は３つあります。�

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�

  分区 　　　実施日 　　　　　　参加クラブ 　　　　　　　   時間   　　　  場　所�

中　毛　　10.29（月）　前橋RAC・前橋南RAC・伊勢崎RAC　　19:00～　中央情報経理専門学校�

東　毛　　11.11（日）　桐生RAC・桐生西RAC・太田RAC　　　19:00～　太田ナウリゾートホテル�

北　毛　　11.25（日）　渋川RAC・沼田RAC　　　　　　　　  12:00～　ディラン�

西　毛　　12. 2（日）　高崎北RAC・藤岡RAC・富岡RAC　        14:00～　高崎ビューホテル�

※詳細案内は、実施日2ヶ月前に各提唱RC事務局様に送付致します。�

★地区ボランティア『能登半島地震 チャリティーフリーマーケット』�
　６月２４日　高崎人情市にフリーマーケットを出店。�
販売した古着・傘・日用雑貨等はすべてアクターで集めました。�
当日の売上金￥６４，８３０は、全額 能登半島地震の義捐金として送金致しました。�
�
●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　小林朱里までお願いします→E-mail　syuri_onepiece@ybb.ne.j　�
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　2007年度最初の月である7月の寄付金は約2億2千万円でした。前年度に比べて6.6％減、
約1千5百万円の減少です。普通寄付金が5.2％減、特別寄付金が10.4％減と、やや厳しい滑
り出しとなりました。とはいえ、2年前、9年ぶりに前年度実績を上回った2005年度も、今回と同
じ約2億2千万円でスタートし、年度末には14億6千万円を達成しましたので、今年度も次月以
降が期待されます。�
今年度の予算目標は前年と同じ、14億5千万円です。今後も、日本のロータリーが誇りとする米
山奨学事業発展のため、何卒ご協力を賜り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した！�

　毎年好評をいただいている米山月間資料、『米山奨学事業・豆辞典』を今年も発行します。
※9月中旬に全ロータリークラブへ送付します�

2007年8月13日発行�抜粋�

　本冊子は9月中旬に「米山月間用資料」として、全クラブに1冊ずつ送付いたします。ご希望
があれば追加でお送りしますので、米山事務局までご連絡ください。�

　現在、千葉大学大学院の博士課程に在学中のラジブさんは、国際協力の勉強をするために、
9年前に来日。秀明大学から千葉大学大学院へ進み、ＮＧＯ活動をテーマに研究を進めるとと
もに、母国ネパールの教育支援を実現するため、2005年6月にＮＧＯ「ネパール教育医療文化
協会」（ネペムコ）を立ち上げました。ネペムコは、ネパール国内の2ヶ所で識字学級運営を支
援し、すでに40人の成人に識字教育の機会を提供しています。�
「親の意識が変われば、子どもたちの就学を促進することができる。だからこそ、識字教育では
成人、特に母親への教育支援が重要」と、ラジブさんは言います。多くの場所から識字学級支
援の依頼が集まることから、現在2ヶ所の識字学級を3ヶ所に拡大すること、そして、子ども達へ
の直接の就学支援となる奨学金基金を設立することが、ラジブさんの当面の目標です。�
ネペムコの活動に興味がある方は、ラジブ・シュレスタさん宛てにご連絡ください。�
→ネペムコ・ホームページ : http://www.nepemco-jp.org　�
　連絡先Eメール : rajeebshresthajp@yahoo.co.jp
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　新旧地区役員連絡会議� 　前橋マーキュリーホテル�

 ４月27日（日）�

 ５月10日（土）�

 ６月８日（日）�

　ローターアクト年次大会�

　次年度地区協議会�

　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�

　生涯学習センター（富岡市）�

 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�

 ９月２日（日）� 　地区大会記念ゴルフ大会 （主催:渋川ロータリー）� 　伊香保国際カンツリークラブ�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�

 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�

　青森市�

　ディラン（沼田）�

　お台場　メリディアンホテル�

　�

　お台場　メリディアンホテル�

　お台場　メリディアンホテル�

　前橋ホテル�

　サンディエゴ�

�

　ロサンゼルス�

　前橋マーキュリーホテル�

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�

クラブ名�

中之条�

高崎北�

館　林�

碓氷安中�

国際ロータリー第2840地区　2007－2008年度　周年行事予定クラブ�

周年�

５�

45

30

40

40

50

10

開催場所�予定日�

11月17日（土）�

３月�

４月  5日（土）�

４月12日（土）�

４月16日（水）�

４月26日（土）�

3月16日（日）�

�

太田南�
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野中　志保�
前橋西RC

入 会 日／2007年7月27日�
職業分類／マルチメディアアーティスト�
勤 務 先／（株）サンネット�
役　　職／取締役  映像制作部  部長�
推 薦 者／竹内嘉一�

長谷　浩克�
前橋RC

入 会 日／2007年7月24日�
職業分類／種苗�
勤 務 先／カネコ種苗（株）�
役　　職／常務取締役財務部長�
推 薦 者／曽我孝之�

吉永　國光�
前橋RC

入 会 日／2007年7月31日�
職業分類／銀行�
勤 務 先／（株）東和銀行�
役　　職／取締役頭取�
推 薦 者／斎藤　煕�

前田　喜成�
沼田RC

入 会 日／2007年7月3日�
職業分類／空調設備�
勤 務 先／（株）前田設備�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／関　真一�

深津　卓也�
沼田RC

入 会 日／2007年7月3日�
職業分類／旅館業�
勤 務 先／（株）ホテル辰巳館�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／関　延夫�

佐々木　操�
沼田RC

入 会 日／2007年7月31日�
職業分類／葬祭業�
勤 務 先／（株）関越聖苑�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／塩浦敬之�

井上　正士�
高崎北RC

入 会 日／2007年7月25日�
職業分類／住宅建設�
勤 務 先／トヨタホームはやて（株）�
役　　職／代表取締役社長�
推 薦 者／滝沢政吉、秋本格摩�

吉田　靖之�
高崎北RC

入 会 日／2007年7月25日�
職業分類／火災保険�
勤 務 先／あいおい損害保険（株）北関東本部�
役　　職／群馬支店長�
推 薦 者／滝沢政吉、秋本格摩�

小林　寿雄�
前橋南RC

入 会 日／2007年7月4日�
職業分類／医療器販売�
勤 務 先／日本プロジェクト（株）�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／中島　博�

島田　渉�
前橋南RC

入 会 日／2007年7月4日�
職業分類／葬祭業�
勤 務 先／（株）シマダ葬祭�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／野口道雄�
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平沢　洋一�
富岡RC

入 会 日／2007年7月25日�
職業分類／商業銀行�
勤 務 先／（株）群馬銀行富岡支店�
役　　職／支店長�
推 薦 者／湯川重太郎�

川田　秋穂�
渋川RC

入 会 日／2007年8月2日�
職業分類／半導体ガス製造�
勤 務 先／関東電化（株）渋川工場�
役　　職／取締役執行役員渋川工場長�
推 薦 者／石田享史�

　「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

 「サービス思想の意味するもの」　塚本義隆　大阪R.C.

 「フォアウエイ・テストは前進する」　大阪R.C.

 「小話「フォアウエイ・テスト」　塚本義隆　大阪R.C.

 「フォアウエイ・テストの日本語訳は正しいか」　塚本義隆　D.366

 「浪費ひどすぎる≪こうして物を大切に≫」　塚本義隆　D.366

 「むつかしくはないヴォケーショナル・サービス」　塚本義隆　大阪R.C.

 「ロータリー定礎の三人」　塚本義隆　大阪R.C.・D.266

 「ロータリアンのお題目」　塚本義隆　大阪RC
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