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　本二月は一年で最も寒い“大寒”を過ぎ、2月3日に節分、そ
して翌日は立春とようやく春の足音の聞こえる季節になってく
るはずでありますが、またまだ寒い日が続くことでしょう。会員の
皆様、どうぞお体をご自愛下さいますようお願い申し上げます。�
　さて、本二月はロータリーに於けるところの「世界理解月間」
であります。現在国際ロータリーに加盟の国と地域は200以上
であります。また、我々の言う地区数は532地区であります。従
ってガバナーは532名いるわけであります。クラブ数は32,744ク
ラブ、全世界のロータリアン総数は121万名であります。これら
のロータリアンが毎日毎日どこかの地域で人々の役に立ちたい
と願い、奉仕の実践の実を挙げているところであります。会員
の皆様がご存知の通り、ロータリーの奉仕には“教育的プログラム”と“人道的プログラム”の
二通りがあります。教育的プログラムでは「ロータリー世界フェロー」を始め、各種の奨学生制
度ＧＳＥなどであります。また、人道的プログラムは世界的に頑張っております。「ポリオプラス
運動」を筆頭に各種の運動があります。そして自分達でも行える「世界社会奉仕ＷＣＳ」があ
ります。�
　是非、クラブの皆様でご協力なされまして、この運動に取組んで頂きたいと思います。出来
上がりましたら、クラブの皆様で現場の検証にお出かけになることをお勧め致します。クラブが
活性化し、会員の意識が今以上に前向きになってくるでしょう。�
　そして、我 ロ々ータリアンが忘れてはいけない日があります。1905年2月23日（木）はロータリー
史上最も重要日であります。ロータリー最初の会合がダウンタウン・シカゴのディアボーン・ストリー
トにあるユニティ・ビル711号室で開かれました。その会合に参加したのは、ポール・ハリス、シル
ベスター・シール、ハイラム・Ｅ・ショリー、ガスターバスＨ・ローアの四名でした。この部屋はＲＩの75
周年にあたる1980年に、元の状態に復元されております。これはガスターバスＨ・ローアの部屋
であり、2回目の会合はポール・ハリスの事務所であり、3回目の会合はシルベスター・シールの
貯炭所の事務所で開かれました。こうして会合を重ねるごとに会員が増えると同時に、会合が
会員の事務所を持ち回りすることに致しました。このことにより、会の名称をポール・ハリスが「ロ
ータリー・クラブ」はどうかな？と提案し、この名前が全会一致で可決されました。これから以後、我々
の団体はロータリー・クラブとなったわけであります。�
　いよいよ松倉ガバナーエレクトがサンディエゴの国際協議会より、大変勉強なされて帰国致
しました。来年度のテーマは｢ Make Dreams Real　夢をかたちに ｣だそうであります。�
今後、松倉エレクトよりテーマの主旨説明がいただけるものと思います。これにより、2008-09年
も本年以上に活発に、そして実りの多き年にしていただきたいと思います。松倉ガバナーエレク
トを先頭に、次年度会長・幹事さん会員皆様のご活躍を心よりご期待致します。�
ありがとうございました。�

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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謹啓　厳冬の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、
厚くお礼申し上げます。�
　さて、優れたロータリークラブに贈られる賞の表彰の機会についてお知らせいたします。賞
への申込みを検討されているクラブは、横山ガバナー事務所までご連絡頂ければ書式をお送
りさせて頂きます。�
　何卒宜しくお願い申し上げます。�

謹白�

　この賞は、優れたクラブ奉仕活動プロジェクトを称えるために贈られます。審査の対象となる
プロジェクトは、以下の条件を満たしている必要があります。�
�
〈選考基準〉�
・地元地域社会の深刻な問題やニーズに取組むもの（国際奉仕プロジェクトは含まず）�
・金銭的奉仕ではなく、クラブ会員の大半または全員が、直接参加しているもの�
・クラブの規模、および利用可能な資源に釣り合ったものである�
・地域社会におけるロータリーのイメージを向上させるものである�
・他のロータリー・クラブの模範となりうるものである�
・現在実施中、もしくは本賞が授与されるロータリー年度中に完了するものである�
 （ただし、現ロータリー年度に開始されたものである必要はありません）�

国際ロータリー第2840地区�
各ロータリークラブ　会長、幹事 様�

国際ロータリー第2840地区�
ガバナー　　横山　公一�
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1月6日（日）16：00～前橋のマーキュリーホテルで第3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。�
報告事項�
1. 2010-2011年度  地区ガバナー候補者推薦依頼の件�
2. 地区会員数最新報告（過去7年度会員数月別推移）�
3. 上期地区主要行事報告及び下期行事予定の件�
4. 地区資金上期報告�
5. 次年度ＧＳＥはＲＩ第3700地区（韓国）と行うことになった件�
6. その他�
諮問事項�
1. 次年度（松倉年度）運営方針等の件  ……………………………了承�
2. 次々期以降ＧＳＥ相手との接触を、今から図る件…………………了承�

1月6日（日）第3回地区諮問委員会終了後、1月13日（日）～20日（日）米国サンディエゴで開催
の国際協議会に出席される、松倉紘洋ガバナーエレクトの壮行会が開催されました。横山ガバ
ナーの激励の挨拶と、高木研修リーダーの乾杯のご発声の後、参加者全員からのあたたかな
ご声援が述べられ、和やかな中、盛会のうちに終了致しました。�
尚、松倉ガバナーエレクトは国際協議会にご出席なされ、先日お元気でご帰国なされました。�
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　12月16日（土）、沼田地方は前日からの初雪で、市街地がうっすらと雪で覆われていました。
早朝は道路網が交通規制されていたにも関わらず、大勢の会員に参加を頂きました。今回は
沼田地区で初めての茶会ということで、市内の料亭「姫本」で開催されました。最初に一同そ
ろった所で、横山公一ガバナーに挨拶を頂き、次に今回の茶席に当たっての説明が森田均パ
ストガバナーからありました。亭主は沼田ＲＣの割田一敏パスト会長にお願いして、午前11時よ
り、県内各地のロータリアン40名の出席でにぎやかに開催されました。今回の茶席は、人数が
多いため２組みに分かれて茶会が開催されました。初回にお茶を召し上がって頂いた横山公
一ガバナーは和服で正客をつとめて頂き、次客には森田均パストガバナーにお願い致しました。
時節柄、越年の茶会ということで茶席の床には「無事是貴人」の軸がかかり、一椀の茶で会
員相互の親睦がはかられました。その後点心を召し上がって頂きました。2回目は正客に鈴木
洋二会員（高崎北ＲＣ）にお願いして執り行われました。�

茶の湯倶楽部�
事務担当　豊泉幸雄（高崎南RC）�
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　「少年少女合唱団群馬県フェスティバル」としての継続事業を立ち上げるにあたりましては、
正に改革的ともいうべき事柄で、奉仕予算の３分の１に値する額の継続負担につき、賛否両
論の討論を経て決定された事業であります。�
　当クラブとして、効果のある奉仕活動で社会貢献ができることを目標に検討の結果、青少年
の健全育成として必要な、情操教育に貢献できるものとして、少年少女合唱団の支援を決定
しました。�
　フェスティバルは、地元の音楽関係者、指導者たちの応援を得て確実に育っていることが確
認できるものとなりました。�

　「少年少女合唱団群馬県フェスティバル」を、2007年12月2日(日)に、藤岡市・みかぼみらい
館大ホールにて開催致しました。�
　県内各地より10合唱団、さらにゲスト出演の3合唱団、合わせて13合唱団が出演致しました。�
合唱団の子供達、指導する先生方、群馬音楽協会を初めとする、共催及び後援をいただく団
体の皆さんに支えられて、年々充実した合唱団フェスティバルとなっております。�
　当クラブは、当年度からＣＬＰに移行し、６委員会としましたが、このフェスティバルは時の会
長を大会会長とする特別委員会を設置して、全会員で運営する形を採用しております。�
　少年少女合唱連盟の子供たちは、県内全域から参集するために参加費用が負担となって
おりますので、参加合唱団の地元ロータリークラブの皆様には、是非とも暖かいご支援をお願
い致します。�

藤岡ロータリークラブ　会長　今井邦利�
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青少年交換委員長　小暮　高史�

　年の瀬も押迫った12月29日（土）、平成20年8月に米国に派遣される学生の選考会が横山ガ
バナーご臨席の元、みどり市のセントセシリア迎賓館において開催されました。�
　応募者は2名、1人が前橋西クラブ推薦の共愛学園一年生男子、他の1名は新田クラブから
推奨された新田中学三年の女子でした。学生は緊張した面持ち、それぞれごの両親も同伴さ
れ面接にも臨みました。�
ガバナーが「落とすための試験ではありません。派遣するためのテストです」と言ってくれまし
たので、受験生は安堵した様にも見えました。�
　英語の試験は、英検三級程度でしたが、筆記、リスニングまた、面接試験と多岐にわたりまし
た。日本語では、応募動機を質問、またロータリーの青少年交換プログラムについても説明させ
ていただきました。�
　応募動機も實にしっかりとした回答で思わず、「立派です」と唸ってしまました。　　�
　2人の学生は、学業成績は上位一割以内ですし、また、明朗にして礼儀正しく、日米の友好
促進、単に英語を学ぶためでなく、その英語を使って日本の文化を、大いにＰＲ出来る素質を
持っていると確信しました。安心して送り出すことが出来そうです。�
　暮れの忙しい中、ご出席いただいた委員諸兄、ガバナー、担当の永井副幹事に心から感謝
し、一年交換学生選考会のご報告とさせていただきます。ありがとうございました。�
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　07－08年度の米山奨学生選考会が平成20年1月20日(日)前橋ホテルにて開催されました。�
 面接試験に先立ち9時30分より、横山ガバナー、高木米山奨学会常務理事、野辺米山委員
長始め9名の選考委員他、総勢13名にて面接準備会を行い、審査基準や質問内容等を確認
しました。�
　本年度は県内７校から２７名の応募者があり、3審査グループに分かれて実施しました。�
　応募学生にとっては奨学金は貴重な財源の為、その真剣さが伝わってきます。選考委員も
限られた時間の中で公正な判断を迫られるのでかなり神経を使うようですが、時間通り順調な
進行で面接が終了できました。�
　面接試験終了後、選考委員会による最終選考を行い、慎重な審査の結果12名の合格者と
2名の補欠を次のように決定いたしました。�

大学別　群馬大学　　　  5名�
　　　　上武大学　　　  1名�
　　　　東洋大学　　　  4名�
　　　　関東学園大学　  1名�
　　　　高崎商科大学　  1名�
         �
国　別　中    国　　　　  6名�
　　　　ベ ト ナ ム　　　  1名�
　　　　インドネシア　　　1名�
　　　　コートジボワ―ル　1名�
　　　　チ      リ　　　　  1名�
　　　　ネパール　　　　1名�
　　　　スリランカ　　　　1名�

地区副幹事　金子　吉志�
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◎佐藤 信一 会長よりお客様の紹介があり、会長の時間、佐藤会長の挨拶�
　前橋東ロータリーのこの間やってきた中で一番良かったことをお話し致します。�
　会員64名で出席が半年間90％を超えております。７月寄付財団、米山の寄付目標は80％を超えております。�
　又、地区委員を3名出している。�
　友好クラブの交流の中で、16年前より塩沢、魚沼ロータリークラブと、１０年前より柏崎ロータリークラブと、締結し
　ており、この４年の間に中越地震、中越沖地震に見舞われました。この地震に対して、義援金を送らせて頂き、
　湯沢町で募金箱を廻しながら、音楽祭を行っております。これは毎年行って行く。参加者 加山 雄三、森山 良
　子 他�
　その他事業として12ぐらいやって来たとのことでした。�
�
◎次年度ガバナー補佐、会長、幹事の紹介の中で前橋西ロータリークラブの阿久津 眞一会長エレクトより挨拶�
　新しい年を迎え、身も心も引き締まり、一日一日を大切にして行きたい。�
　日本経済燃料の高騰、株価の低下、経済の低迷が続く中ロータリークラブとしても何をやっていったら良いか考
　えたい。奉仕の理念を掲げ、手に手をつなぎ諸問題を解決して行きたい。次年度よろしくとのことでした。�
�
◎前橋市長挨拶�
　平成20年の輝かしい新春を迎え、前橋6ロータリークラブ皆様がお集りになり、合同新年例会が盛大に開催され
　まして、誠におめでとうございます。�
　私は、「県都前橋の再生」を図り、「元気で楽しい前橋」を実現するため、「市民力」「教育・文化力」「元気・福
　祉力」「環境・森林力」「食料生産力」、時代ニーズ、市民皆さんの要望に応えていくために欠かせない「財政
　力」の六つの力を柱として、さまざまな施策を積極的に展開してまいりました。�
　本年は、富士見村との合併協議など、人口三十四万の新生前橋市を目指す中で、重要な一年であると考えて
　おりますので、前橋市政に対し特段のお力添えを賜りますよう、お願い申し上げます。以上�
�
◎記念講演・・・群馬大学　山西　哲郎　教授�
　「テーマ：動いて楽しい運動で脳力アップ」�
　山西哲郎先生は一九四三年鳥取県で生まれ、東京教育大学で念願だった、陸上競技部に入部し、箱根駅伝
　にも出場した。そして、「ランニングを通して楽しく生きる方法を学んだ」とのことで、実際にウォーキングのポイント�
　１．背筋を伸ばし　２．視線を遠くに　３．腕振りは鋭く、大きく　４．着地は踵から　５．つま先で地面をキック�
　等々、ストレッチの仕方や筋トレやら、実際に全員でやってみたりした。�

日　　  時：2008年1月24日�
会　　　場：ロイヤルチェスター前橋�
ホストクラブ：前橋東ロータリークラブ�

第1分区ガバナー補佐　井上　芙美子�
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１．ガバナー挨拶　　ガバナー 横山 公一 様�
　会員皆様に於かれましても、輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。�
お陰様で地区の活動も順調に進んでおります。これも会長、幹事様を始めとする会員皆様のご協力の賜物と、心
よりお礼申し上げます。�
　「子」の年は、十二支でいうところの最初の年であります。初まりの年でありますから良い事から始ってくれれば、
と思っております。歴史的に見ると波乱の年のようで、２００８年のマーケットはいきなり大荒れであります。�
　このような時こそ、ロータリーで提唱している「四つのテスト」を思い出して頂きたいと思います。四つのテストは、
１９２９年アメリカ発の世界大恐慌の時に大変活躍し、ロータリアンの中から倒産者を出さなかったことは、ご案内の
事と思います。�
　年頭に当たり原点を見直し、大いに飛躍して頂きたいと考えております。ありがとうございました。�
�
２．ガバナー補佐　乾杯　　第１分区ガバナー補佐 井上　芙美子�
　皆様明けましてお目出度うございます。本年もよろしくお願い申し上げます。�
　今年は「子」年でございます。子年は草木が繁み始め、生命が宿るという年で、ねずみ算のごとく、倍 と々成長
し、伸びてゆく年です。今年は前橋６ＲＣもこれ以上に、活性化して行きましょう。山西先生のストレッチのおかげで、
お酒も大変おいしくいただけるかと思います。�
　それでは前橋６ＲＣの益々の発展と、今日出席の皆様の御健勝を祈念して乾杯致します。乾杯。�
�
３．群馬県知事　　大澤　正明様（代理）挨拶�
　新年明けましておめでとうございます。�
　就任後初めての新年を迎え、皆様からいただいた期待をしっかりと受け止め、全力を尽くして県民のための県
政を推進していく決意を新たにしたところです。そして、子どもの医療費の無料化の拡大や都心で群馬の魅力を
総合的に発信する総合情報センターの設置、北関東自動車道や地域交通網の整備をはじめ、暮らしの安全や安
心の確保、産業や観光の振興に取り組んでまいります。全国に向けて大いに群馬をアピールして行きます。�
�
　以上、各お客様からの御挨拶を頂き、祝宴に移り、祝宴の中で、余興で各クラブのカラオケ合戦やら前橋中央ロ
ータリークラブの女性5名による、だんべぇ踊り等が披露された。楽しい新年例会で、会員一同大変喜んでおられま
した。�
�
◎締めの御挨拶　　ガバナーエレクト　松倉　紘洋様�
　ガバナーの研修でサンディエゴへ行って参りました。２００８～２００９年度のＲＩのテーマは「夢をかたちに」になり
ました。簡単そうなテーマですが、良く考えると難しいです。�
　来年度は特によろしくとのことで、一本締めにて締めを行い終了致しました。�
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　国際ロータリー第2840地区（RI2840地区…群馬県）では、このたび国際ロータリー第3700地
区（RI3700地区・韓国大邱市）と、「研究グループ交換プログラム（Group Study  Exchange…
略称GSE）を締結致しました。�
　このGSEプログラムは、相手国との文化と職業のまたとない交流の場を提供し、組織的な旅
行、個人交流、ホームステイを通して国際交流を推進してきました。そして、このプログラムは専
門職に携わる男女の混成チームを韓国に派遣し、また同じ内容のチームを韓国から受け入れ、
相互理解を深めるものです。�
　各クラブの会員皆様におかれましては、お知り合いの方で募集要項に該当する方がいらっ
しゃいましたら、是非ご推薦ください。�

【お問合せ先】�
〒370-2332　富岡市下高瀬724　鏑泉苑（てきせんえん）内�
国際ロータリー第2840地区　松倉ガバナーエレクト事務所　GSE委員会　宛�
TEL.0274-63-2840　FAX.0274-64-2800�
Ｅ-mail  matsukura@rid2840.jp
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　国際ロータリーは世界で初めてローターアクト・クラブが結成された3月13日を記念し、その日を
含む一週間を世界ローターアクト週間と定めました。�
RI理事会はこの週間にRI会長の決定した国際規模の顕著な活動にRCとRACが参加するよ
う要請しています。�
　ぜひ、来月の世界ローターアクト週間に、身近なローターアクトクラブの活動に参加してみ
てください。また、例会内容に空きがございましたら、地区ローターアクト代表の卓話を例会プロ
グラムに取り入れて頂けたらと存じます。�
　ロータリアンの皆様にとって、ローターアクトを身近に感じてもらえる一週間になれば大変嬉し
く存じます。�

　１月１２日～１４日にローターアクト３大行事の１つである海外研修を実施しました。�
今期は２７５０地区に属するグアムへ行ってきました。�
グアム空港では、タモンベイＲＣのロータリアンの方 と々、グアムのMarinas ＲＡＣのアクターが温
かく出迎えてくれました。�
　初日の夜に行った交流会では、グアムのアクターと仕事や趣味、お互いの国の文化などの
話で大いに盛り上がり、国境を越えた友情を築くことができました。�
　グアムのアクターはとてもやる気に満ちており、当地区のアクターはいい刺激を受けました。�
　また、平和記念公園に千羽鶴の寄贈に行った際には、タモンベイＲＣのロータリアンの方も同
行してくださいました。公園までの交通手段として、大きなバスを手配してくれ、バスのチャータ
ー代などもすべて負担してくださいました。温かい心配りを頂き、参加したアクターは深く感動し、
ＲＣとＲＡＣの素晴らしさを改めて感じていました。�
　この他に、ジャングルの中を歩くトレッキングなどにも挑戦しました。靴のまま川を渡り、滝壺に
飛び込んだりと、グアムの大自然を肌で感じることができました。�
　充実した3日の研修で、参加したアクターは一生忘れることのできない思い出を残し、貴重な
経験をすることができました。�
　詳細報告は、地区年次大会で行います。また報告書も作成中ですので、完成しましたらぜ
ひご一読頂ければ存じます。�

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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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�

2008－2009年度　地区主要行事予定表（松倉年度）�

 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�

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�

 ７月５日（土）�

 ７月12日（土）�

 ７月26日（土）�

　インターアクト合同会議�

　第1回ガバナー諮問会議�

　インターアクト年次大会�

 ７月１日（火）� 　ガバナー・元・次期ガバナー懇談会� 　グランドプリンスホテル高崎�

　ホテルメトロポリタン高崎�

 ７月中旬� 　第1回青少年交換委員会・交換学生歓迎会及び壮行会�　�

　群馬県大間々高等学校�

 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�

　�

�

 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）�

 ４月25日（金）�

 ４月26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�

　インターアクト国際交流事業  歓迎式典�

　インターアクト国際交流事業  さよならパーティ�

　前橋ホテル�

　前橋ホテル�

　共愛学園高等学校�

　高崎ビューホテル�

　生涯学習センター（富岡市）�

2008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15日（日）～18日（水）�

 ６月21日（土）�

　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�

　�

�

　ロサンゼルス�

　前橋マーキュリーホテル�
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嶋田　大和�
前橋RC

入 会 日／2007年12月18日�
職業分類／建築設計�
勤 務 先／技研測量設計（株）�
役　　職／代表取締役社長�
推 薦 者／曽我孝之�

小林　博子�
桐生赤城RC

入 会 日／2008年1月8日�
職業分類／貨物運送業�
勤 務 先／新里運輸（有）�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／渡辺幸男、瀬谷源�

青木　恒明�
藤岡RC

入 会 日／2007年6月21日�
職業分類／商業銀行�
勤 務 先／（株）群馬銀行藤岡支店�
役　　職／支店長�
推 薦 者／山岸修一郎�

林　時江�
前橋北RC

入 会 日／2008年1月7日�
職業分類／建築業�
勤 務 先／（株）林藤ハウジング�
役　　職／取締役�
推 薦 者／戸所仁治�

湯澤　晃�
前橋北RC

入 会 日／2008年1月7日�
職業分類／弁護士�
勤 務 先／湯澤  晃  法律事務所�
役　　職／所長�
推 薦 者／戸所仁治�

加部　正興�
藤岡南RC

入 会 日／2007年7月13日�
職業分類／葬祭業�
勤 務 先／（有）加部葬儀社�
役　　職／専務取締役�
推 薦 者／森平文男�

富澤　利恵�
藤岡南RC

入 会 日／2007年7月13日�
職業分類／割烹店�
勤 務 先／家和楽亭�
役　　職／女将�
推 薦 者／森平文男・豊川一男�

木村　輝明�
前橋北RC

入 会 日／2007年11月19日�
職業分類／鮮魚卸・寿司店経営�
勤 務 先／（株）いちもん�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／戸所仁治�

今泉　紀市�
桐生赤城RC

入 会 日／2008年1月8日�
職業分類／石油販売�
勤 務 先／（有）今泉商事�
役　　職／取締役�
推 薦 者／羽田野恭男、武井庄太郎�

阿部　清�
前橋中央RC

入 会 日／2008年1月1日�
職業分類／リサイクル業�
勤 務 先／（株）リサイクルバンク�
役　　職／代表取締役社長�
推 薦 者／北爪國平�

富澤　博邦�
藤岡RC

入 会 日／2007年2月22日�
職業分類／総合建設�
勤 務 先／田畑建設（株）�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／石崎勝宥�
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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

 「基本にもどって」　ビチャイ・ラタクル　（D.2630地区大会）�

 「ロータリーはよいところ」　渡辺好政　（D.2690月信）�

 「『会員増強』と『ﾛｰﾀﾘｰ財団』－ＲＩ長期計画の立場から」　渡辺好政　（D.2690月信）�

 「増強はクラブとロータリアンの強化が唯一の方法  それは新会員の意識を高めることから出発する」  服部芳樹  （D.2690月信）�

 「ロータリークラブと女性会員」　多田　宏　（D.2580ＩＭ 報告書）�

 「第二世紀を迎えたロータリーの変貌」　田村亮夫�

 「ロータリーの新しい魅力を求めて」　小谷典子　（D.2630地区大会）�

 「自らを省みて諸君に伝えたいこと」　米山道男�
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 「インターアクトクラブの実践と今後のボランティア活動」  武笠和夫（「ボランティア学習の遊人たち」から）� 2007 27P PDF
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