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　新年明けましておめでとうございます。会員皆様に
於かれましても、清清しい気持で新年を迎えたことと
お喜び申し上げます。旧年中は大変お世話様になり、
ありがとうございました。本年もどうぞ宜しくお願い致し
ます。�
　昨年中は、ＰＥＴＳ、地区協、公式訪問、各種セミナー、
地区大会と、会長、幹事様を始め、多くのメンバーの
皆様にご協力して頂きありがとうございました。地区協
におきましては、第2680地区パストガバナー田中　毅
先生に“アーサー・フレデリック・シェルドン”が提唱して
おりました「He profits most who serves best」（最もよく奉仕する者、最も多く報いられる）を
勉強させていただきました。ロータリーが「職業奉仕」を金看板にしている意味が、良く理解で
きたのではないかと思います。そして8月19日に開催致しました、奉仕プロジェクト・会員増強・
新会員セミナーでは、第2830地区パストガバナー、そして今年度のＲI研修リーダーであられます
関場慶博先生に「ロータリー、この素晴らしき世界」のテーマで、関場先生が実践されてこられ
ましたロータリーの楽しみをユーモアたっぷりにお話いただき、まとめの「天国ロータリー」には大
変驚かされたものでした。�
　8月25日には、ロータリー財団セミナーにおきまして、当地区の森田パストガバナーと同期のロ
ータリー財団年次寄付コーディネーター、第2830地区パストガバナー島村吉三久先生に「財団
寄付の推進及びポールハリスソサエティーについて」のお話をいただき、財団に対する認識が
深まったことと思います。そして迎えた地区大会では、日本でガバナー経験が四番目に古い、
第2580地区パストガバナー佐藤千壽先生にＲＩ会長代理のメッセージ「分かちあいの心」の現
況報告をいただき、記念講演ではこれまた佐藤千壽先生に「黄金の十字架・茨の冠 －見果
てぬ夢の職業奉仕－」と題しまして日本のロータリアンが大切にしてきました「職業奉仕」を丁
寧にお話頂き、今、日本のロータリアンが直面しております問題を解説していただき、冊子まで
発刊していただき大変ありがたく思っております。�
　年も押しつまりました12月1日の地区指導者育成セミナーでは、第2680地区パストガバナーで
あられます深川純一先生に「ロータリーにおけるリーダーシップ」との題でご講演をいただき、ロ
ータリーにおけるリーダーシップは「徳性」によるものであるとのご指導をいただき、益 ロ々ータリー
の奥深さを知らされた思いであります。�
　年5回のセミナー・講演会を無事終了出来ましたのも、会員皆様の御陰と中心より感謝申し
上げます。ありがとうございました。�
　本1月は「ロータリー理解推進月間」であります。昨年行いました5回のセミナー・講演会を今
一度振り返っていただきますれば、ロータリーへの理解が進むのではないかと思っております。�
お正月、のんびりとおこたつにあたりながら、又、初夢を見ながら昨年のセミナーを思い出すのも、
　今年の出発にあたりましていかがなものかと思います。本年もどうぞ宜しくお願い致します。�

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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　RI細則13条1節により、2010－11年度の地区ガバナー候補者を本年度末（2008年6月末）ま

でに指名･推薦する必要があります。�

　つきましては、RI細則13条2節4項（クラブからガバナー・ノミニーを推薦）に基づき、2010－11

年度国際ロータリー第2840地区ガバナー候補者をご推薦賜りたくお願い申し上げます。�

�

記�
�

　地区ガバナー候補者の資格要件として、下記の各項が要求されます。詳しくは2004年手続

要覧（24・218・219ページ）をご参照ください。�

　�

（1） 地区内のクラブの瑕疵なき会員であること�

（2） 完全に会員資格を有する者�

（3） RIまたは地区に対して負債残高をもたない瑕疵なきクラブの会員であること�

（4） クラブ会長を全期務めたことのある者�

（5） ガバナーの任務と責任を果たす意思と能力のある者�

（6） ガバナー就任時点で通算7年以上クラブ会員であること�

�

　ガバナー候補者推薦状は、RI細則13条2節4項（2004年手続要覧では3項）をご参照の上、

クラブ例会で採択された決議の形で、クラブ幹事が正式に証明した文書をもって、2008年3月

31日までに、横山ガバナー事務所にご提出ください。�

�

送付先　〒378-0054　群馬県沼田市西原新町138-9　�

　　　　（株）グリフ内 　横山ガバナー事務所�

ガバナー　　　　　　　　　横山　公一�
ガバナー指名委員会委員長　矢野　　亨�

ロータリー・クラブ会長　各位�
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地区指導者育成セミナー報告書�

　2007年12月1日、マーキュリーホテルにて地区指導者育成セミナーが
開催された。�
　第一分区の会長の意見として、クラブレベルを超えた地区指導者育
成の意味が良く分からず出席したという各クラブの意見でした。�
そのようななかで各クラブの報告としまして�
　・会長ノミニーを決めるのが会長の最大の仕事である。�
　・上に立って会員を引っ張っていく人がいない。�
　・21世紀委員会を立ち上げたことにより、RIとロータリークラブの基礎を教えてくれた。�
　・例会については、出席してメリットのある例会にし、これにより会員増強につなげたい。�
　・創立３１年目に入り、CLPの導入等でなにかを変えていきたい。�
　・親睦活動のやり方を変え、新しい風を吹き込んだ。出席率が上がった。�
　・以前は退会者が多かったが、今期2名増員している。この年度に10名迄増員したい。�
　・親睦委員長をロータリー歴の少ない若者に変えたが、問題もあり任せきりに出来ない。�
　・地区からの今回のように3日前ぐらいにいきなり「クラブレベルを超えた指導者の育成」に　  ついて考えておくように
と連絡がありましたが、意味も分からず、考えることが出来なかった。　  したがって、これ等の通知については、1ヶ月前ぐら
いに通知を出してほしいとの事でした。�
　・CLPを導入したが運営が難しい。又、細則をよく検討し、変えていかないと駄目だ。委員会　  の構成も変えた。�
　・適度な会員がいないと役割が果たせない。�
　・地区に出て、勉強させられた。�
　・クラブを超えた人間関係が出来た。�
　・CLPは第一に継続性がなければならない。又、指導力の養成にもつながる。�
　・指導者としてのプログラムとして、新会員のオリエンテーション、現在の会員の教育も大切。�
�
総括と致しまして�
　1. やはり地区から各クラブあての連絡は、出来る限り早めにお願いしたいこと。�
　2. 分区セッションのレイアウトが悪いため、自分区の声が届かなかった。�
　3. 討論のテーマの解説と事前の連絡をお願いしたい。�
講師の深川 純一 先生のお話はとても勉強させられました。�
　・大局を見る目を養う。�
　・指導性 → 上下の関係（ロータリーは横型式である）�
　・ロータリーの指導者は横型社会におけるもの。�
　・ロータリーは1つの仕事が終わっても、離れることは出来ない。�
　・茶席 ― 大名、武士、商人、平等にいただく（契茶去）�
　・異業種の中の良質の人、等質であること。�
等たくさんの事を教えていただき、本当に勉強になりました。「ロータリーシェアーズ」愛と親切心を忘れず、愛を分かちあい、
これからもロータリアンとして、はじることのない様、努力していきたいと思います。�
以上�

第1分区ガバナー補佐�
井上　芙美子�
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　過日の地区指導者育成セミナーは、出席されたロータ
リアンの皆様が積極的に発言し、大いに実のあるセミナ
ーとなった。勉強会4回シリーズの最後に行われた内容
の濃い講演会と、ミュージカルでロータリー活動を紹介
するという新しい試みが行われ、実に華やかで熱いセミ
ナーであった。�
　第二分区Aにおける分科会では関口パストガバナーをアドバイザーにお迎えし、全員が発言
する熱いセミナーとなった。各クラブの問題点と要望、各クラブの枠に捕らわれない指導者育成、
および若手の育成についての提言が行われた。青少年交換事業でホストファミリーを他のクラ
ブでも引き受け、青少年交換事業を体験してもらう事で、自分のクラブでも青少年交換活動を
行う事ができる。�
　一緒に活動するためにはお互いにもっと知る必要がある。そのために第二分区A全体でス
ポーツのチームを作り、他の分区と試合を行う。スポーツを通じて地区内皆がより知ることができ、
クラブを超えて事業を行いやすくなる。�
　各クラブでロータリアンがロータリーの理解を深める勉強を行い、その後共同して事業を行わ
なければ指導者の育成は計られない。�
　これからのロータリーを担う分区全体の若手ロータリアンを集め、若手だけで共同事業を行
わせる。この事業を行うことで人は育ち、指導者となってゆく。�
　桐生市の活性化をめざし5のロータリークラブ共同で事業を行う。あらゆる職業を網羅してい
るロータリークラブならではの街作り活動ができる。この事業で人が育つことで、クラブや地区の
未来も明るくなる。さらにロータリークラブが皆に認知されることで、優秀な会員の増強ができる。�
　これ以外にも多くの建設的な意見が出ていた。分科会の時間が足りないと思うような熱い
分科会であった。�

第2分区Aガバナー補佐�
笠原　康利�
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　多くのロータリアンが地区指導者育成セミナーに熱心
に参加する姿、心を動かされます。�
　深川PGの講話は素晴らしい内容で大いに参考にな
り、第2セッションで引用させていただいた次第です。�
　ミュージカルには驚きました。関場PGの実話を基に、
ロータリーの行動力と実績が解り易く表現されておりもっと多くのロータリアンに観てもらう機会
をつくるべきと思った程です。又、セミナーの流れがスムーズで疲労感を感じる事なく、プログラ
ムに集中出来ました。�
　さて、第２セッションでは、横山ガバナー、牛久保ガバナーノミニーに参加いただき意見交換が
活発に出来ました。�
○クラブ運営が会員の減少により大変な思いをしている。�
　指導者育成どころではない。�
○指導者はつくられるもの、地区に派遣すべく人材をクラブ内で計画的に育成し、いつでも対
　応出来るようにする。いかに人を育てるかでロータリーの価値は決まる。�
○D.L.PとC.L.Pの整合性がないところがある。�
　奉仕プロジェクトの国際奉仕、ＷＣＳ、青少年交換の区分が分りづらい。又、地区から各クラ
　ブに対し１人でも多くの人材の要請があれば、地区で活躍し指導者育成の道が開かれる。�
○魅力ある人は行動力がある。ポールハリスはロータリーを創設した動機を「さびしかったから」
　と、又ロータリーを一言で言うと「寛容」と答えたそうです。�
　微笑と握手をもって何かを懸命に実行しようとしているクラブから必ず魅力ある行動を実践
　するロータリアンが生まれ、やがて指導者となるでしょう。�
�
参加者全員に発言していただき、内容の充実したセッションでした。　　�
�

第2分区Bガバナー補佐�
菊池　榮作�
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　皆さん、明けましておめでとうございます。昨年7月か
ら横山ガバナーより第三分区ガバナー補佐に任命され
その任に当たってまいりましたが分区の皆様の多大な
るご協力により大過なく努めさせて頂きましたことにま
ずもって御礼申し上げます。そして後半期にも変わらず
のご支持ご協力をお願い申し上げます。�
　さて前半の行事の仕上げとしてさる12月1日にはRI
第2680地区深川純一PGを特別ゲストにお迎えして基
調講演「ロータリーにおけるリーダーシップ」を中心に地
区指導者セミナーが開催されました｡ロータリーをよく理

解している先生のお話はロータリーとしてのあり方を100年の歴史的な側面から分析してロータ
リアンのリーダーとして必要なものは愛と親切心であり弱者に対して思いやりの心を持って接
することである。情に走って利を失ってはいけないし、利に走って情を失ってはいけないと説
いてくださいました。又奉仕団体としてﾘｰﾀﾞｰは謙虚に学び経験を身に着ける必要がありその
為には情報の共有化が必要であるとも説いて居りました。�
　深川PGによる講演は我々部分的にしかロータリーに関する知識を学び得ない者にとって系
統的に学ぶ良い機会であったと考えます。�
　昼食後の眠くなる時間に劇団(アラムニー)による30人程の若い女性によるミュージカル｢ロ
ータリー、この素晴らしき世界｣はロータリーの奉仕活動の様子を歌で表現すると言うまったく新
しい手法でポリオプラスの活動や世界社会奉仕･友情交換の問題などを4部に仕立てた素晴
らしい出し物でした。後に聞いたことですがこの脚本演出を清PGが構成したと聞いて改めて
PGのロータリーに懸ける情熱に敬意を表すると同時にこの催しがこれに終わることなくロータリ
ー活動の為に活用される事を望むものであります。又最後に行われた懇親会の席上でも大い
に話題となったことも併せて報告いたします。�
　午後の第2セッションに於いては｢クラブレベルを超えた指導者育成について｣第三分区で
は山崎PGを特別アドバイザーに迎えてガバナー補佐をリーダーに6クラブの出席者から意見を
発表してもらいました。全体の印象としてテーマが大きすぎ焦点が絞りきれず自分のクラブの
問題や自分がこれからリーダーとして何をするのかとの不安が表明されましたがこれらに関して
は6クラブが協力して情報の共有化を図りパスト会長の様にすでに経験と知識を持ち合わせ
ている方との連携を取る為に6クラブのパスト会長会の開催が提案されクラブに持ち帰り検討
することを決めた。　�
　山崎PGより検討会の意義と目的についてパスト会長のようにすでに経験と知識を持ち合
わせたベテラン会員にクラブを超えて活躍する機会を提供することも大きなテーマであると説
明あり、その意味からパスト会長の出席がないのは残念である、クラブに持ち帰り検討をお願い
したい。又本日のミュージカルが見事であったので1月9日の高崎における６クラブ新年合同例
会の催し物として採用しようではないかと提案があり前向きの検討を約束して検討会を終了
した。�

第３分区ガバナー補佐�
安藤　震太郎�
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　明けましておめでとうございます。昨年中は大変お世
話になりました。�
　私の任期も半ばを過ぎ大きな行事もほぼ終えてほっ
としている所です。RCも幾多の課題も抱えております
が私は仕事の上でも人間的にも大変良かったと感じて
おります。沢山の人にも出会えてすばらしい話もいろい
ろ聞くことが出来ました。残された期間を私の力を存分
に発揮し少しでもお役に立てればと思っておりますので、
尚一層のお力添えをお願いしどなたも健康に気を配り
ながら今年もよろしくお願い申し上げます。�
 －地区指導者育成セミナーの感想－�
　このようなセミナーを催すことによって多くの人と出会い勉強し新しい知識や見聞を広める
源になったと私は確信しております。セミナーは結束を高め会員である意味を自覚する場でも
ありますし、地区を越えた出会いを与えてくれます。著名な人にも出会え、いつしか自分もその
中に少なからず感化されて人格の向上につながって行きます。そして身に付いた知識は知人
や後輩、子供たちにも言い伝えることが出来るし、幸せをもたらすと思います。開催する人も私
も含めそれは大変だし、いやな事もつらいこともありますが是非続けて欲しいと思います。�
 －クラブレベルを超えた指導者育成について－�
　過日はセミナーに参加させていただき大変お世話になると同時に勉強にになりました。ガバ
ナーの軽快のスマイルが任期中の大行事をほぼ終えて後期は財団や米山の数値目標をいか
に達成するかにだけ集中できる事を伺わせるようであります。�
　セミナーのテーブルごとの発表では各クラブから沢山の意見が出ましたが、若手の育成のた
めにどのように指導すべきかが議論の中心となりました。夜間例会を増やすべきか、他クラブと
の連係か、４つのテストの実行や仕事につなげた活動、等々いろいろ意見が出ました。�
　深川先生の言うROTARYは言うべき事は言い尽くした、しかしやり足りないことは沢山ある
質を高めれば会員は増えると言っております。�
　MUSICAL劇団ALUMNAEによるRotaryをモチーフにした歌劇は内容が分かりやすく感動
を与えてくれました。会員である誇りを感じた一瞬でもあります。私も第4分区Aの責任者として
地区目標の最大のターゲットは何であるか考えたときに「活性化」を常に言いつずけてまいりま
した。その一番良い方法は？,それは他クラブを良く見て研究することだ、そのためには各人が
年に一度は必ずメークをしてくださいとお願いをしました。�
　これから後期に入り、各クラブともいくらか余裕が出来ると思いますので必ず実行していた
だけると信じます。来春にはその進捗状況を把握すべく頃合いを見て各クラブにお伺いする
予定でもあります。幸いにして私ども太田西クラブでは会長、幹事さんの計らいで11月末にガ
バナーの在する沼田クラブ様に移動例会という形で訪問させていただきました。�
　大変お世話になりいろいろ参考になりました事,又お土産までいただき厚く御礼申し上げます。�

第4分区Aガバナー補佐�
中村　康夫�
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１． 新年のご挨拶�

　新年あけましておめでとうございます。昨年はたいへ
んお世話になりまして誠にありがとうございました｡館林、
大泉地区５クラブのガバナー補佐として横山ガバナー
の方針のもと、５クラブの会長・幹事様はじめ、メンバー
の皆様と親交を深めさせていただき、とても素晴らしい
時間を過ごすことが出来ました｡横山年度及び、私の
役職の期間もちょうど折り返しを迎えました｡皆様のご協
力のもと、気を抜かず、最後までしっかり頑張らせて頂
きますのでよろしくお願い申し上げます｡�
　本年が、皆様にとってさらに輝ける年になりますこと、御祈念申し上げます｡�
�
２． 地区指導者育成セミナー全体の感想�

　なんと言っても地区内の若い女性達によるロータリーを題材としたミュージカルに心を打たれ、
大感動いたしました｡もっともっと多くの仲間、ロータリーアンに直接見せたい逸品であります｡
企画・発案していただいた方々に心より感謝致します｡�
　また、横山年度の大テーマであります、日本のトップロータリアン深川純一先生による基調講
演も、とてもわかり易く、かつ感慨深いお話でした｡　運営の素晴らしさなのか、内容の濃さもあ
るのか、メンバー全員が最後の最後まで真剣かつ楽しく参加されているのがとても印象的でし
た｡�
�
３． 第２セッション「クラブレベルを超えた指導者育成について」のまとめ�

　まず、アドバイサーであられます高木パストガバナーに地区でリーダーになってもらうためのセミ
ナーがなぜ必要なのか、その「現状と必要性」をお話しいただき、参加者皆様の理解を深めて
いただきました｡参加５クラブ共に、日頃よりそれぞれ鋭意努力されており、地区の仕事を経験
する事によるレベルアップ。周辺地域行事・イベントに積極的に参加する｡クラブ内で卓話する。
委員会活動を積極的に。いずれも、積極的に役割に取り組む事によって指導者として成長し
ていくということであります｡�
　最後に、「いかなる組織であっても組織の長は後継者を育成する責任がある」ということで
結ばれました｡�

第4分区Bガバナー補佐�
野間　政弘�
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　新年明けましてお目出度うございます。第５分区の皆
様には、昨年は一方ならぬお世話になりました。本年も
宜しくご支援、ご指導の程お願い申し上げます。�
さて、「地区指導者育成セミナー」については、思い起
こせば殆ど出席していると云うかさせられていると云うか、
毎回でているようにも思うのですが、１２月１日の今回が
特に印象に残ったのは、深川先生の講演もさりながら、
前女、太田女子高ＯＧのミュージカル「ロータリー、この
素晴らしき世界」でした。鑑賞中に背中から尻がむず痒
くなってきて、何か「おまえ、ロータリアンだろ、ロータリアンだろ」と、背後から責められてでも居る
かのような気分になってきて、そのうち意に反して眼が潤んできたりして、否も応も無しに「爽や
かな気分」にさせられたことです。�
次に、「クラブを超えた指導者育成について」の分科会における討議です。はじめ「クラブを超
えた指導者」と云うのが、具体的に何を意味するのかよく解らなかったのですが、アドバイザー
の森田パストガバナーから初めにお話を戴いたとき、それは、クラブを出て地区から上にいって
活躍するリーダーを育てることだと云うことが解りました。�
そこで、森田アドバイザーの示唆もあって、各クラブがパスト会長の活用をどのように行っている
かを発表して戴くこととし、出席者から様々な意見を活発に出してもらいましたが、その中で、各
クラブあてに次年度地区委員の推薦依頼が送付されるが、その文書に、推薦しても選考により
不採用となることもある旨が明記されているが、それではクラブにおいて、積極的に推薦など出
来ないと云う意見が出されました。これに対して出席の地区役員から、理屈の問題として、仮
に地区内のクラブ全部が一人ずつ推薦した場合４７名となり、前年度から引継ぐ委員を除いて
新たに指名する委員は、せいぜいが３０名前後であるから他は不採用となる。また、同時に地
区役員からは、実際問題として、いつも推薦された人数では不足で、満たないのが現実あるこ
とも話されました。�
従って、これらを踏まえて考えると、自クラブに有望な人材が居たならば、どんどん推薦すれば良
いのではないでしょうか。もし万が一被推薦者が過剰となった場合、それこそロータリーは紳士
の集まりです。その年は指名されなかった人も、不満を覚えないような巧い解決方法が、必ず
成されるだろうと楽観しています。以上であります。�

第5分区ガバナー補佐�
新井　尚文�
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　あけましておめでとうございます。�
旧年中はＲＩ２８４０地区のロータリアン、特に第六分区の
メンバーの皆様、大変お世話になりました。おかげさまで、
昨年ガバナー補佐として与えられた職責を全うすること
ができました。これもひとえに各クラブの会長、幹事さん、
そしてメンバー全員のあたたかい友情のたまものと感謝
しております。本年もよろしくお願いいたします。��
○地区指導者育成セミナー全体の感想�

　午前より夕刻にわたる長時間のセミナーでしたが、皆さん飽きることなく充実した時間を過ご
せたと思います。�
　基調講演の講師、深川純一氏のお話には深く感銘お受けました。ロータリー100年の歴史、
その間の試行錯誤と変遷の経緯、等耳新しいお話しも聞く事ができました。�
　また奉仕に対する概念においては、宗教倫理上の奉仕は、自己犠牲の精神であるのに対し、
ロータリーの職業倫理においては、「もっとも奉仕する者は、もっとも多く報われる」とその違いも
話されました。そして縦型組織の企業と違い横型組織のロータリーのリーダーは、その徳をもっ
て高々と理想を掲げリーダーシィツプを発揮しなければならず、ロータリーの活動に終わりはな
いとも話していましたが同感しました。�
　劇団ミュージカル・アラムニーによるミュージカル｢ロータリー、この素晴らしき世界｣は、ロータリ
ーを、そしてその活動を的確に紹介してくれており、すばらしいできばえに感動し、楽しいひと
時を過ごすことができました。このミュージカルを多くのロータリアンに、そして多くの人々に見て
もらう機会をつくったら良いと思います。��
○「クラブレベルを超えた指導者育成について」分科会のまとめ�

　議題の意図する意味がよく理解できず進行に惑いましたが、今後の２８４０地区のリーダーの
育成のためには、ということで出席クラブの人々に意見を伺いましたが主に２つに要約されました。�
1 ねむっている、ねむってしまうパスト会長を起こし地区役員に出向してもらう。地区の事業を
　受けることによりクラブを活性化させ、次のリーダーが育つ土壌をつくる。�
2 入会年次の若いメンバーを積極的に地区行事に参加させ、ロータリーの勉強をしてもらうと
　共に、クラブ内では新人委員長を補佐するパスト会長を配置して育成に努める。�
�
次年度は富岡ロータリークラブより松倉ガバナーが就任いたします。新ガバナーを中心に、皆様
と共に地区活動をさらに活発なものとしていきたいと思います。�

第６分区ガバナー補佐　�
須永　勝�
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　12月1日（土）午前9時３０分より前橋のマーキュリーホテルにおいて「地区指導者育成セミナ
ー」が開催されました。セミナーには各クラブより会長、幹事、及び会長エレクト等、皆様にお集
まり頂き、総勢246名にて行われました。�
　基調講演には、次世代ロータリアンを指導育成するメ
ンバーのために、ＲＩ第2680地区パストガバナーであり
1992－93年度にはＲＩ規定審議会代議員として活躍さ
れた深川純一氏に「ロータリーにおけるリーダーシップ」
をテーマにご講演頂きました。�
　昼食を挟み、清　章司パストガバナーにご紹介頂きま
した、劇団「アラムニー」によるミュージカル「ロータリー、
この素晴らしき世界」が上演されました。これには大勢
のロータリアンが感動された事と思います。�
続いて、清　章司パストガバナーに「規定審議会の制
定案について」をテーマにご講話頂きました。その後、
各分区ごとのセッション分かれ、リーダーにガバナー補佐、
アドバイザーにパストガバナー等になっていただき「クラ
ブレベルを超えた指導者育成について」をテーマにディ
スカッションが行われました。�

　各リーダーにセッションの発表をしていただき、午前9
時半より午後4時半までの長時間にわたるセミナーが終
了いたしました。�
その後の懇親会も和やかな雰囲気の中でロータリアン
同士、親睦が深められました。�
講師をはじめご参加の皆様、お疲れ様でした。皆様の
ご協力のおかげで無事、セミナーを終了する事が出来ま
したことに深く感謝申し上げます。ありがとうございました。�

地区指導者育成セミナー会場風景�

深川純一氏�

劇団「アラムニー」によるミュージカル� 第2セッション会場風景�

懇親会風景�

清章司パストガバナー�
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　高崎北ロータリークラブ（藤井秀久国際奉仕委員長）と高崎経済大学留学生交流会（叢勝
会長）は、美術鑑賞、絵画制作、文化財見学、お茶会等の日本の芸術文化に親しむ国際交流
会が11月23日に開催されました。�

〈当日のスケジュール〉�
10時00分……妙義山麓美術館「美術鑑賞・釜めしのふたに絵画制作」�
11時30分……昼食「田舎や（100年の古民家）美味しいそば」早めに食事（観光バスに人気有）�
13時30分……妙義神社「国の重要文化財などを、川島宮司さんより説明を受けて見学」�
15時30分……お茶会「鈴木洋二宅・高崎大橋町48-1  TEL.027-362-3309�
17時00分……終了�

高崎北ロータリークラブ�
会長　稲川　庫太郎�
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　新年明けましておめでとうございます。�
　本年も２８４０地区ローターアクトをよろしくお願い申し上げます。�
さて、いよいよ２００８年がスタート致しました。ローターアクトは年明けすぐの１月１２から１４日まで
２泊３日で海外研修を実施します。グアムに行き、現地のＲＡＣとの交流を中心に充実した研修
にしてきます！報告を楽しみにしていてください。�
　今年度も折り返し地点を迎え、後半戦に突入します。�
　地区ローターアクトの後半の目標は、『会員育成』です。前半に５７名の増強に成功し、地区
全体の会員数は１０２名へと倍増しました。しかし、今期いっぱいで卒業する者も多くいます。
新しく入ったアクターを今期の後半にどれだけ実動へと育成できるかが、来期の明暗を分ける
鍵となります。�
　後半には、海外研修・地区年次大会・指導者研修会と３大行事がありますので、これらの行
事に新会員を積極的に関わらせ、たくさんの経験を積んでもらいたいと考えています。また、地
区代表の方で、主要行事や地区運営について詳細を説明した資料を作成します。資料と経験、
両方を通じて新会員の方々に「ローターアクト」について学び、そして楽しみながら自己研鑽を
していってもらえるよう全力で頑張っていきます。�
　後半戦も引き続き、ローターアクトにロータリアンの皆様の関心を頂きますよう何卒よろしくお
願い申し上げます。�

　今期初の試みであった「合同公式訪問例会」がすべての分区にて無事に終了致しました。�
　中毛分区からスタートし、東毛分区・西毛分区・北毛分区と合計４回実施しました。４回すべ
ての合同公式訪問にガバナーである横山様にご出席を頂き、提唱ＲＣのロータリアンの皆様と
アクターの間で建て前ではなく、本音の意見交換をすることができました。�
　東毛分区ではパストガバナーの津久井様に、西毛分区では直前ＲＩ理事の重田様にご出席
を賜ることができ、アクターは普段なかなか話をすることのできない方 と々意見交換ができ、大
変有意義な時間となりました。�
　ご出席を頂きましたすべてのロータリアンの方 と々、企画から実行まで努力したアクター全員
に心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。この合同公式訪問例会で協議し
たことを活かし、各クラブともに後半戦も頑張っていきますので、今後ともご指導の程よろしくお
願い申し上げます。最後になりましたが、中毛分区と北毛分区の合同公式訪問の会場を提供
して頂きました中央情報経理専門学校様と⑭グリフ様に感謝申し上げます。�

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�

●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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 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）�

 ３月13日（木）～16日（日）�

　米山奨学生終了式　奨学生歓送迎会�

　インターアクト海外研修�

　前橋ホテル�

　台湾�

 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� １月６日（日） 　第３回ガバナー諮問委員会　ＧＥ壮行会�

　ローターアクト海外研修�

　前橋マーキュリーホテル�

　グアム�

　前橋マーキュリーホテル�

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�

 １月20日（日）�

 １月13日（日）～20日（日）�

 １月12日（土）～14（月）�

 ６月15日（日）～18日（水）�

 ６月21日（土）�

　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・新旧地区役員連絡会議�

　�

　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�

2008年�

2008年�

富　岡� 　富岡製糸場（ブリューナ館）�

　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�

45

30

40

40

50

10

開催場所�予定日�

 2月23日（土）�

  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�

 ５月12日（月）�

 ６月14日（土）～19日（木）�

 ６月下旬～7月初旬�

　全国青少年交換委員会委員長会議�

　国際大会�

　夏季受入交換学生　来日�

 ４月12日（土）� 　青少年交換委員会　第1回準備委員会� 　前橋マーキュリーホテル�

 ５月10日（土）� 　国際ロータリー第2840地区協議会� 　富岡市生涯学習センター�

　�

　ロサンゼルス�

 ３月９日（日）� 　会長エレクト研修セミナー（PETS）�

2008年� １月６日（日） 

 １月12日（土）～22日（火） 

　第3回ガバナー諮問委員会・GE壮行会（横山年度主催）�

　国際協議会�

　前橋マーキュリーホテル�

　サンディエゴ�

 12月８日（土）� 　第1回ガバナー補佐会議� 　ホテル  アミューズ富岡�2007年�

開催日� 項目� 場所�

 ６月21日（土）� 　第4回ガバナー諮問委員会・新旧役員連絡会議（横山年度）�　前橋マーキュリーホテル�

　成田空港　出迎え�

 ２月２日（土）�

 ３月８日（土）�

　地区チーム研修セミナー�

　会長エレクト研修セミナー（PETS）�

　�

　ホテル  アミューズ富岡�

　伊香保　福一�

　伊香保　福一�

　�

�
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草野　裕子�
桐生赤城RC

入 会 日／2007年11月27日�
職業分類／製パン業�
勤 務 先／PAN  MARE�
役　　職／代表�
推 薦 者／新井清一・清水哲�

望月　公男�
渋川RC

入 会 日／2007年11月29日�
職業分類／為替銀行�
勤 務 先／（株）東和銀行渋川支店�
役　　職／支店長�
推 薦 者／戸鹿野栄一�

玉置　勝広�
前橋西RC

入 会 日／2007年11月30日�
職業分類／外国為替�
勤 務 先／（株）東和銀行�
役　　職／常務取締役  本店営業部長�
推 薦 者／中村宏�

高山　啓介�
高崎RC

入 会 日／2007年11月19日�
職業分類／商業銀行�
勤 務 先／（株）横浜銀行高崎支店�
役　　職／支店長�
推 薦 者／児玉三郎・船水康宏�

　恒例の米山学友会のクリスマス会が２００７年１２月９日（日）前橋ホテルにてロータリーメンバー、
米山奨学生、学友会含めて３３名の参加を頂き１２時から開催されました。�
　横山ガバナーの挨拶から始まり、野辺米山奨学委員長、大路米山学友会会長より挨拶を頂、
保坂地区幹事の乾杯により懇親会がスタートし、終始賑やかで楽しい時間となりました。�
　始めに、学友会の皆さんから近況報告を兼
ねてスピーチをしてもらいましたが、それぞれ
が頑張っている様子がうかがえました。また、
久しぶりに逢う人もいて、このクリスマス会を
楽しみにしている人も多いようです。�
　その後、全員でビンゴゲームをしながら大変
盛り上がり、和やかな雰囲気の中で今年度の
奨学生の皆さんからフリースピーチをしていた
だき、豊泉米山委員の閉会挨拶で終了し、そ
の後全員で記念写真を撮り解散となりました。�

地区副幹事　金子　吉志�
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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

ロータリー情報資料�

 「クラブ奉仕を考える」　田中　毅　（D.2580IM）�

 「子どもの心を豊かに～ロータリーがいま、できること（座談会）」  松本壽通  他  （D.2700月信）�

 「韓日から世界の次世代へ」  今井鎮雄  （第8回ROTARY韓日親善会議報告書）�

 「ロータリーの核にあるもの」　深川純一　（D.2610地区大会）�

 「ロータリーにおけるリーダーシップ」　深川純一　（D.2680月信）�

 「我等のロータリー・・・時空を超えて」　関場慶博　（D.2530地区大会）�

 「より長くロータリーライフを楽しむ仕組みつくりを」  西村栄時  （D.2730月信）�

 「より良きロータリーとより良きロータリアン」　渡辺好政　（D.2620地区大会）�
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 「国際ロータリー会長の100の名言集」 Ｒ.Ｉ... ［申込先：ロータリー文庫（コピー）］� 2007 56P PDF
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