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　いよいよ秋本番、季節も良くなり錦秋の侯となりました。本１０月は当地
区にとって最大の行事が行われます。それは地区大会であります。�
　本年の地区大会は“会員の為の会員の大会”と位置づけ、諮問委員
会皆様の御賛同を得まして、ご来賓でご招待いたしておりました群馬県
知事様・沼田市長様・沼田市商工会議所会頭様をお呼びしないで、ロ
ータリアンだけの大会とさせていただきました。その分、中身の濃い、味の
ある大会にしていきたいと実行委員会共々張り切っております。�
　何と言っても、目玉と言いますか、大変力を入れておりますのは、RI会
長代理と記念講演の講演者が一人ということであります。その方は１９７

４～７５年度RI２５８０地区パストガバナー佐藤千壽先生であります。御年齢は確か８９歳になら
れるとお聞きしております。そして“道徳と資本”等多数の著書があり、本年はRID２６８０パスト
ガバナーの深川純一先生と書簡の往復を行った私信を“雙鯉雁信帖”として、一冊の御本に
まとめ「株式資本主義時代の公開企業経営にロータリーの古典的職業奉仕論が果たして機
能し得るか？」「利潤追求の道が物財生産より知財戦略と金融派生商品に移行する経済先
進国で、ロータリーは如何なる貢献をなし得るか？」と問うております。真に我々日本のロータリ
アンが大切にしておりますところの「職業奉仕」の精神を現代的にお話ししていただけると確
信しております。�
　是非、会員の皆様、地区大会の記念講演を楽しみにしていただきたいと思っております。式
典が終了いたしますと、皆様お楽しみの懇親会であります。会場の都合で、懇親会会場移動
というご不便をお掛けいたしますが、その分会場に素晴らしい料理と地元のお酒等を沢山ご
用意いたしまして、会員皆様の友情の輪と情報交換を広げていただけるよう配慮いたす所存
であります。　　　　　　　　�
　どうぞ天高くの季節を一日沼田の地でロータリーに満足していただきたく、ホストの沼田ロータ
リークラブ実行委員会、コ・ホストの渋川ロータリークラブ・沼田中央ロータリークラブ・水上ロータ
リークラブの会員一同心よりお待ちいたしておりますので、会員の皆様にご参加をお願いいた
します。�
　また１０月は「職業奉仕月間」と「米山奨学月間」であります。地区大会で職業奉仕の心を
学んでいただき、その後は米山奨学会に目を向けていただきたいと思っております。各クラブ
の公式訪問にお邪魔したおり、「米山奨学会に協力し、寄付目標一人１５，０００円を達成しまし
ょう」とお願いしております。現在一年間に８００名の奨学生に奨学金を支給し、民間最大の奨
学金団体として頑張っております。米山奨学会もこれを維持していく為には、年間１４億５千万
円のお金が必要になってまいります。会員皆様の浄財を是非宜しくお願いしたいと思います。
そしてクラブの卓話に米山奨学生や学友会の皆様をお呼びして聞いていただきたいと思いま
す。私たちの寄付がどんなに大切でどのように生きているかを知っていただきたいと思います。
私たちの目指す「奉仕の理想」に少しでも近づく為に、皆様のご協力をお願いいたします。�
　「ROTARY  SHARES　ロータリーは分かちあいの心」を実践する為に！！�

国際ロータリー第2840地区�
2007－2008年度�
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2007年8月31日�
第三分区　ガバナー補佐　安藤震太郎�
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　地区大会ゴルフコンペが9月２日(日)に伊香保国際カン
ツリークラブにて開催されました。�
当日、朝は曇り空でしたが徐々に日も差すようになり「爽や
かな風・・・ロータリーの友情を深めよう！」のスローガンどおり、
皆さん友情が深められたこととおもいます。�
総勢２４０名参加で赤城、榛名、伊香保３コースに分かれ
てのスタートとなりました。�

表彰式は当日ゴルフ場のレストランでおこなわれ、成績発表の前に渋川社会福祉協議会へ横
山公一ガバナーよりチャリティーの益金が贈呈されました。�
　成績においては個人の部では優勝が太田南RCの佐藤三男氏、準優勝が太田中央RCの
鈴木孝史氏でした。また団体戦では優勝が沼田中央RC、準優勝が太田南RCでした。�
ご参加いただいた皆様大変お疲れ様でした。また設営していただいた町田久会長、佐藤秀樹
幹事、加藤義男実行委員長をはじめとする渋川RCの皆様大変ご苦労さまでした。�

日時：2007年9月2日（日）  6:57～17：30�
会場：伊香保国際カンツリークラブ�

ガバナー挨拶�

伊香保国藍カンツリークラブ�

成績発表�

優勝の佐藤三男氏�チャリティー益金の贈呈�
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　９月７日(金)・８日(土)、第９回日韓親善会議が青森市において開催されました。元ＲＩ理事の
今井鎮雄氏を議長とし、当地区からは重田元ＲＩ理事ご夫妻、横山ガバナー夫妻、松倉ガバナ
ーエレクト、長谷川地区幹事、太田ＲＣより栗原会員、竹内会員の８名が参加致しました。�
　青森市の中心に位置するHOTEL青森のホールにて、今後日韓の親睦が一層深まり、両国
のロータリアンの信頼と友情が益々強まることを心に誓う２日間でありました。�
　また、ローターアクト世界大会が２００８年８月１７日(日)～２３日(土)の７日間韓国のソウルにて
開催されることが報告され、盛会のうちに閉会致しました。�

「～友情を深め、新世代を育てよう～」�
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　2007年9月15日にロータリー米山奨学会セミナーがディラン(沼田)で開催をされました。�
　今回は、地区内各クラブの米山奨学委員長と米山奨学生カウンセラーの皆さんを対象とし、
ガバナー補佐の皆様にも出席いただき、総勢58名に参加いただきとても活発なセミナーとなりま
した。�
　横山ガバナー、野辺米山委員長の挨拶から始まり、米山奨学会常務理事高木貞一郎パスト
ガバナーのパワーポイントを使った米山奨学会事業の説明に続き、２クラブから米山寄付増進
事例発表、米山カウンセラーの体験発表をしていただきました。その後の質疑応答では、活発
な意見交換ができ有意義なセミナーになったと思います。ご参加いただいた皆様には大変ご
苦労様でした。�
　今年度も地区目標額（１人￥15,000）に向けて各クラブとも宜しくお願い致します。�

日時：2007年9月15日（土）12:00～15:30�
会場：ディラン（沼田）�

横山ガバナー�

野辺委員長� 会場風景�

高木理事�
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　高崎経済大学の外国留学生と高崎北ロータリークラブ会員及び高崎北ローターアクトの合
同による国際親睦と食文化に関する交流会が、同クラブ国際奉仕藤井秀久委員長宅の招きで、
真夏の北軽井沢の同委員長別荘(主催・高崎北ＲＣ)において開催された。�
　この会は留学生(叢 勝会長中国人19名・韓国人3名の22名と同ＲＣ会員(稲川庫太郎会長)
ほかアクト会員(高林夏彦会長)10名など総勢42名が参加。�
　藤井秀久委員長の挨拶あと参加者全員が紹介され、清涼な空気のなかでお互いに有意
義な親睦を深め、自国の民謡などもお互い披露した。又、用意されたそうめん流しなどを通して
日本の伝統的な食文化を味わった。初めて軽井沢を訪れた留学生も多く｢世界的にも有名な
軽井沢でこのような有意義な経験をさせていただきロータリークラブの皆様に感謝しております。｣
又、｢ようこそ軽井沢へ、の看板に感動いたしました。｣と話していた。�

高崎北ロータリークラブ�
国際奉仕委員会報告�
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　皆さんこんにちわ!!�
　今日は横山Ｇ年度の出前講座サービス・フログラム
によりまして、お招き頂き、お邪魔いたしました。�
　この会場で思い出しますのは、３年前の2004.4.21
に田村会長、矢尾実行委員長のもとで、創立50周年
の記念式典にGNとしてご招待頂いたことをいまでも
懐かしく覚えています。当日は伊勢崎クラブが支援し
ていました伊勢崎ジュニヤーオーケストラの演奏が披
露され、大変立派な式典でした。当時は森田Ｇでし
たが、以来早いものでＧも山崎、そして私、津久井、そ
して今年度の横山Ｇと時の経つ速さに驚く次第です。�
　さて、今日頂いた卓話の題は「奉仕の理想」につ
いてと言う、ロータリーの一番の根幹に触れることで、
些か緊張をしておりますが、プログラム委員長さんの
要請にどれだけお応えできるか、忸怩たるものがありま
すが、私なりの理解の範囲で精一杯、努力してみた
いと思います。�
　本題に入ります前に、二つの事について、触れて
おきたいと思います。�
　一つは、日本のロータリアンの会員数が10万人の
大台を割ってしまったということです。�
今年の６月末には、クラブ数が2,319、会員数が97,008
人でした。�
幸い、私達の2840地区は私の年度で、下げ止まりと
なり、今年の横山年度の7／1は2,046人で久しぶりに
前年を上回ることができました。これは各クラブのご
努力の賜であると有り難くおもっております。�
　しかし日本全体では特に第一ゾーン此は北海道、
東北、新潟、北関東３県と千葉での減少が多いのが
特長です。今、中央と地方の格差、業種間、企業間
の格差が大きな政治課題となっていますが、両者に
何らかの相関関係があるのかも知れません。�
今、世界ではロータリアンは約120万人いますが、アメ
リカ、日本が減少傾向が続き、ヨーロッパ、特にドイツで
はむしろ微増しています。昨年GSEチームの交歓をド
イツ1890地区と行いましたが、ロータリークラブへの入
会をかなり厳しくしている感じを持ちました。結果的に、
退会率の低さに結びついていると思います。�

　なんといっても、急増しているのが、インドであり、東
アジアの諸国であり、先ほども申し上げましたが、経済
成長との相関関係があると思います。�
　これらの減少は今、世界に34ゾーンあり、日本は第一、
第二、第三、第四の一部ですが、このゾーンの再編が
RIで俎上にのりつつありまして、今、日本で２人のRI
理事の割り当てですが、この人数も減りかねない恐
れが出てきています。�
　もう一つの話題は、皆さまも既にご承知の北海道
で起きた企業の不祥事についてであります。具体的
にはミート・ホープ社の田中社長がロータリアンであっ
たこと。しかも、彼は40歳代で入会し、20年のベテラン
であり、2003年にはクラブ会長をつとめ、いま、ロータリ
ー情報委員長だとのことです。�
　皆さまも、TVで撮されたさいの社長の襟に付けら
れたロータリー・バッヂ、それに加えて、息子に真実を
語るように諭され始めて、罪を認めたとのことで、元会
長が息子から逆に四つのテストを試されたということに、
極めて恥ずかしいと思ったのは私だけでなく、全国の
善良なロータリアンは皆同じ心境であるとおもいます。�
　以上、先ず二つの話題を提供しましたが、私は、今
こそロータリーの原点、ロータリーの心を勉強し直す時
であると、強く感じています。�
　私達ロータリアンにとって、社会に奉仕するために
職業があり、ロータリーは職業倫理の向上こそが、一
番大切なことと、本当に心底理解し、改めて「四つの
テスト」のできた経緯と中身を理解と、職業奉仕の基
本をなすところの「奉仕の理想」とは何なのか、言い
換えれば「ロータリーの心とは何か」今日は短い時間
ですが、考えて見たいと思います。�
　「奉仕の理想」は英語では　Ideal of Service で
すが、米山梅吉さんはServiceは日本語に適当な訳
はない、むしろそのままサービスと言うべきと言ってい
ます。もともとサービスと言う言葉は、人をおもんばか
って、人のために行動する行為でなお、倫理的な意
味が大変強い。語源的には神に対する人間としての
義務を果たすと言う意味をもつものであります。�

平成19年9月19日�
伊勢崎ロータリークラブ�
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　先日、前RIの重田PGから伺ったのでありますが、今、
RIでは奉仕の理想の定義をロータリー章典にきちん
と書き込むべきかで議論が別れているようであります。
と、言いますのも、ロータリーにはいろいろな文献があ
りますが、唯一、Ideal of Service について記述して
いるのがあります、それは毎年発刊されますOfficial 
Directory。此は全世界のロータリークラブの所在・連
絡先が記載された会員（クラブ）名簿ですが、その背
表紙の裏にこの様に英文で書かれているのみであり
ます。Rotary clubs everwhere have one basic 
ideal-the"Ideal of Service", which is thoghtfulness 
of and helpfulness to others. （何処においてもロー
タリークラブにも、一つの基本となる理念を大切にして
いる、それは他人を思いやり、そして他人のために尽
くすことである）此は国際ロータリーとしての組織化に
貢献したチェスレー・ぺリーの言葉が載っています。も
っと、突き詰めて言えば、弱者に涙し、手を差し伸べる
ことであります。�
　もう一つ、確認しておかねばならないのが、Object 
of Rotary ロータリーの綱領といわれていますが、むし
ろロータリーの目的といったほうが適切ですが。�
　その前段に、ロータリーには有益な事業の基礎とし
て奉仕の理想を鼓吹し育成する、と目的が明記され
ています。�
　即ち、ロータリーの唯一の目的は「有益な事業、職業」
の基礎に「Ideal of Service」{奉仕の理想}（サービス
の心・理念）を据える、と言うことであります。また、この
ことは「自分の職業の倫理性を高めそれを通じて広
く世の中に貢献する」と言うことであります。�
　ポール・ハリスは「ロータリーとは、古くから存在する
道徳律の現代生活、就中実業生活における実践に
他ならない」と言い残しています。�
　私の年度2005－06のRIテーマはSERVICE 
ABOVE SELF「超我の奉仕」でした。�
　此はロータリーの基本理念・哲学を表すモットーそ
のものであり、もう一つのロータリーのモットーはアーサ
ー・フレデレック・シェルドンが提唱した" He profits 
most who serves best." 最も良く奉仕する者最も多
く報いられる。�

　この二つのモットーは伊勢崎クラブの認証状にも
必ずロータリーエンブレムの両サイドにきちんと記載さ
れております。�
　これら二つが私達がロータリー・ソングとしても良く
歌う奉仕の理想の具体的なエッセンスであります。�
若干整理したいと思います。�
　ロータリーは基本的には寄付団体でも、慈善団体
でもありません。また、特定の事業を標榜するボランテ
ィア団体出もありません。�
　奉仕（サービス）を志す人の集まりであります。現代
の矛盾に満ちた社会で、自然を破壊することは、人間
も自然の一部であるから人間自身も破壊することにな
ります。ロータリーはシェルドンが提唱したように、物と
心を対立させるのでなくて、「物と心の相関と調和」
をといてきました。�
　如何に世の中が変わろうとも、ロータリアンがロータ
リー運動の真の目的-----例会での親睦を大切にして
奉仕の心の涵養を忘れず、日常万般の行動する限り、
ロータリー運動は不滅であると信じます。米山梅吉は「ロ
ータリーの例会は人生の道場」と言われました。�
　ロータリーは人づくりの修練の場と言えるのではな
いかと思います。�
　今、RIはCLPを推奨するに当たって、CLPの目的は
あくまで効果的なクラブを創ることであり、CLPはその
一つの手段にすぎないとしています。即ち強くて、魅
力あるクラブを創るには次の四つの条件を挙げてい
ます。�
　一に、会員基盤を維持拡大すること。二に、ニーズ
に合った、奉仕プロジェクトを実施、成功させること。
第三に、RFへの寄付増進とプログラムへの参加。　
　最後の第四は、クラブの枠を越えて、ロータリーに
対して奉仕できる指導者を育てること。この最後の四
番目が今、伊勢崎クラブが請われていると思っており
ます。�
伊勢崎クラブは歴史と伝統を誇る名門クラブであります。
伊勢崎クラブの限りない発展と会員皆さまのご健勝
ご多幸を祈念し、卓話を終わります。ご静聴有り難う
ございました。�
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　２８４０地区の各ローターアクトクラブの会員数は以下の通りです。�
今期スタート時より増加しましたが、まだ会員数が一桁のクラブが多い厳しい状況です。�

★高崎北ＲＡＣは、今期スタート時に会員数わずか１名でしたが、提唱ＲＣである高崎北ＲＣの皆様が「ア
クトを復活させよう！」と立ち上がってくださり、２１名もの新会員を入会させてくださいました。�
その結果、高崎北ＲＡＣは一気に地区内最多の会員数のクラブへと生まれ変わりました。�
  また、桐生ＲＡＣと渋川ＲＡＣも、提唱ＲＣのロータリアンの方からのご紹介で会員数が増えました。アクトの
会員増強には提唱ＲＣのご協力が必要です。今後ともよろしくお願い致します。�

　来る１０月６・７日に桐生市にて開催されますライラ研修会に、アクトブースを設けさせて頂きます。受付の
横に設置し、アクターがアクトについての説明などを行う予定です。『インターアクトからローターアクトへライ
ラ研修会からローターアクトへ』とロータリー家族の流れとつながりを作り、アクトの会員数増強へつなげた
いと考えております。事業所会員の方が出席される場合は、ぜひアクトブースまで足をお運びください！！�

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�

  　　　クラブ名 　　　　　　　　　提唱ＲＣ 　　会員数（9月15日現在） 　7月1日からの純増�

前　橋ローターアクトクラブ 　　　　　前　橋ＲＣ 　　　　　７名 　　　　　　　　　０�

前橋南ローターアクトクラブ 　　　　　前橋南ＲＣ　　　　 　９名 　　　　　　　　　０�

桐　生ローターアクトクラブ　　　　 　桐　生ＲＣ 　　　　　４名　　　　　　　　 ＋１�

桐生西ローターアクトクラブ　　　 　　桐生西ＲＣ 　　　　　５名　　　　　　　　　 ０�

伊勢崎ローターアクトクラブ 　　　　　伊勢崎ＲＣ　　　　　 ４名 　　　　　　　　＋２�

高崎北ローターアクトクラブ 　　　　　高崎北ＲＣ　　　　   ２２名 　　　　　　　  ＋２１�

太　田ローターアクトクラブ　　　 　　太　田ＲＣ 　　　　  １５名　　　　　　　　 ＋８�

渋　川ローターアクトクラブ 　　　　　渋　川ＲＣ　　　　 　５名 　　　　　　　　＋２�

沼　田ローターアクトクラブ　　　 　　沼　田ＲＣ 　　　　　３名　　　　　　　　　 ０�

藤　岡ローターアクトクラブ 　　　　　藤　岡ＲＣ 　　　　　５名 　　　　　　　　　０�

富　岡ローターアクトクラブ 　　　　　富　岡ＲＣ 　　　　　８名　　　　　　　　　 ０�

●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　�

　地区内のローターアクトクラブから義捐金を募り、集まった６５，０８５円を全額２５６０地区を通じて、被害が
最も大きい柏崎市へ送金しました。�
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　10月の米山月間をひかえ、事務局では全ロータリークラブへ米山月間用資料をお届けいたし
ます。卓話やセミナーなどで使用する寄付金データのご希望がございましたら、事務局・大庭（お
おば）までご連絡ください。なお、『豆辞典』『クラブ米山奨学委員長の手引き』などの新しい資
料にも、寄付に関する資料が含まれています。併せてご活用いただきますようよろしくお願い
申し上げます。�

　2007年度第1回の評議員会および2007年度第1回・第2回の理事会が、それぞれ8月30日（木）、
メルパルク東京（東京都港区）にて開催されました。�
【第２回理事会における決議】�
●2007年度役員の選任： 役員候補者指名委員会から答申された以下の役員候補者を承認�
　理  事  長：板橋敏雄氏（2550）�
　副理事長：金子　千侍氏（2570）・仁田　一也氏（2710）�
　常務理事：伊藤　長英氏（2510）・高木貞一郎氏（2840）・近藤　雅臣氏（2660）�

〈お知らせ〉�
 今年も米山月間用資料を全ロータリークラブへお届けします！�

　北京で法律事務所を構える米山学友の姫 軍(ジ・ジュン)さん「在学中に米山奨学金に大
変お世話になった恩に報いたい。それとともに、私がいただいた恩を次の世代に伝えたい。米
山奨学会に寄付することで、この2つの目的を同時に達成できると考えました。できれば、これ
から毎年50万円ずつ寄付したいと思います」と語る今年6月、商標権をめぐる訴訟で、日本の
最高裁にあたる中国最高人民法院が、ヤマハ発動機全面勝訴の判決を下したニュースが日
本でも報道されましたが、姫 軍さんはこの裁判の担当弁護士として、渉外商標権の損害賠償
としては過去最高額の830万元（約1億3千万円）を勝ち取ることに成功しました。�
　米山奨学生当時の思い出として、一番心に残っていることを尋ねると、カウンセラー会員の
大澤成美さんからの「どのように偉くなっても、自分の初心を忘れないでください」という言葉は、
今でも忘れられないと言います。�
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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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角田　尚夫�
前橋RC

入 会 日／2007年8月21日�
職業分類／銀行�
勤 務 先／（株）群馬銀行本店営業部�
役　　職／執行役員本店営業部長�
推 薦 者／堤　公男�

丸橋　幹�
伊勢崎RC

入 会 日／2007年9月5日�
職業分類／電気器具製造�
勤 務 先／（株）丸橋製作所�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／牛久保哲男　菊池榮作�

小田原　茂�
沼田中央RC

入 会 日／2007年8月9日�
職業分類／産業廃棄物処理業�
勤 務 先／小田原緑化開発（株）�
役　　職／取締役�
推 薦 者／藤井昭宏�

小倉　敦秀�
高崎RC

入 会 日／2007年8月6日�
職業分類／たばこ製造販売�
勤 務 先／日本たばこ産業（株）高崎支店�
役　　職／支店長�
推 薦 者／羽鳥修司　茂木晴男�

田村　重喜�
渋川RC

入 会 日／2007年9月13日�
職業分類／飲料製造�
勤 務 先／サントリー（株）榛名工場�
役　　職／工場長�
推 薦 者／戸鹿野栄一�

松尾　敏枝�
前橋中央RC

入 会 日／2007年9月19日�
職業分類／保険代理店�
勤 務 先／（株）マネージメント赤城�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／北爪國平�

亀山　正�
伊勢崎RC

入 会 日／2007年9月5日�
職業分類／歯科医�
勤 務 先／亀山歯科医院�
役　　職／院長�
推 薦 者／牛久保哲男　前原恒春�

篠原　喜良�
伊勢崎中央RC

入 会 日／2007年8月2日�
職業分類／商業銀行�
勤 務 先／東和銀行  伊勢崎支店�
役　　職／支店長�
推 薦 者／小堀重明�

高崎RC

入 会 日／2007年9月3日�
職業分類／建設業�
勤 務 先／（株）エス・ティー・ケー�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／市川豊行・後藤俊雄�



14

　「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。�

米山月間にあたって�

 「ロータリー・クラブ」　米山梅吉�

 「國際ロータリーの組織に就て」　米山梅吉�

「八十五年前の日本・明治初期の海外留學生と男爵團琢磨」  米山梅吉 （「看雲録」より）�

 「人と為り」　米山梅吉　（「提督ペルリ」より）�

 「ポールハリスと父米山梅吉」　米山桂三　東京世田谷R.C.

 「ロータリーと父　米山梅吉」　米山桂三　東京南R.C.

 「米山梅吉伝」　長井盛至　米山記念館�

 「米山梅吉と雑誌『えいさい頴才新誌』『太陽』」 井口賢明 （米山梅吉記念館館報Vol.9）�

1929 20P PDF
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10P

  5P

  6P

  8P

  6P
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PDF

PDF

PDF
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PDF

 「米山梅吉と「新隠居論」登載誌『実業之日本』」 井口賢明 （米山梅吉記念館館報Vol.10）� 2007   5P PDF
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