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　春の足音とともに、３月がやって参りました。３月と聞くと、何
を思い浮かべるでしょうか？我々の年度、２００７～０８年度もあ
と第四半期でゴールインであります。各クラブの会長・幹事さん
自分の年度で計画を立案した事業がどの位進捗しているの
かをチェックし、担当の委員長さんと打ち合わせをし、どの辺で
着地し、どこで次年度にバトンタッチするかを見極めなければ
ならない時期に入ったのではないでしょうか。そして、次年度
に申し送るべき事項はそろそろ準備を始める時ではないでしょ
うか。何故かと言いますと、単年度事業と言っておりますロータ
リーにおいても、最近“ＲＩ”では継続性を重視しているからで
あります。今年度のＲＩ会長のウィルフリッドＪ．ウィルキンソンさん

も四つの強調事項「水保全」「保健・飢餓救済」「識字率向上」「ロータリー家族」を直前会長
のビル・ボイドさんから引継ぎました。これはとりもなおさず、ロータリーは駅伝であるからでありま
す。そして、ロータリーは常に進化を遂げていかなければならないからです。せっかく一つの事
業で成果を挙げ進んだのならば、次年度は進んだ地点をスタートにして前に進めば、より多くの
成果を期待できるからであります。出来上がった事、出来なかった事（何故出来なかったのか
反省のコメントを付けて）全て次年度に託すことにより、大いに期待ができ、地域の人達からも
継続性の効果が賞賛されることでしょう。次年度会長・幹事のみなさんはプレッシャーを受ける
かもしれませんが、悪しからず、宜しくお願い致します。�
そして本３月は、識字率向上月間であります。日本では読み書きが出来るというのは当たり前
のことのように思われています。しかし、地球上には読み書き出来ない人達がたくさんいるの
です。読み書きが出来なければ良い仕事を見付けることができず、貧しい暮らしを余儀なくさ
れますが、そればかりではありません。例えば、薬の飲み方が書いてあっても読むことが出来な
いので、どのように飲んだら良いのかわからないのです。ロータリーでは、全世界のすべての人
たちが読み書きを出来るように様々な活動をしています。�
幸いなことに我が２８４０地区には、日本の識字第一人者である重田政信直前ＲＩ理事、そして
ＲＩ識字率向上支援グループ第１ゾーンコーディネーター矢野　亨パストガバナーがおられます
ので、色々な情報を受けやすいと思います。ＲＩ第３３６０地区（タイ）のサオワラツ・ラタナビッチ・
パストガバナーのＣＬＥ（Concentrated Language Encounter）セミナーの開催もその一つであ
ります。ＣＬＥとは「イマージョン学習」による言語教育法であります。タイで大成功を収め、日本
語にも有効であるとの認識のもと、ＲＩ第２８３０地区（青森）で導入し、我が地区も青森さんのお
世話でセミナーが開かれました。我が地区は太田・大泉の外国人登録者の割合の高い市があ
り、是非とも必要になってくるでしょう。�
まだ、まだ、緒に付いたところですので、これからの展開に期待したいものです。�

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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　カリフォルニア州サンディエゴは、抜けるようなあくまで青く美
しい空、そして蒼く美しい海でした。�
　RIが最も力を注いでいる国際協議会が、去る１月13日～20日、
マンチェスターグランドハイアットホテルに於いて開催され、出席
して参りました。�
　長旅と不安な気持で到着した私達を、ホテル玄関で、渡辺
好政ご夫妻、小沢一彦RI理事、田中作次Ｒ財団管理委員、安
平和彦、石黒慶一、松本茂太郎研修リーダーご夫妻、藤川享
胤SAAの皆様が揃って笑顔でお出迎え下され、一同、安堵と
感激で一杯でした。�
　国際協議会には、世界５３２地区のガバナーエレクトとその

配偶者（女性ガバナーエレクトが多く、その配偶者のご主人が参加されておられる事に感心!）、
RI会長他役員、研修リーダー、スタッフを含めて総勢１５００人に及ぶ参加者がいるとお聞きしま
した。�
　日本からは、３４地区中３３人のガバナーエレクトとその配偶者、RI理事、役員、研修リーダー等
約１００人が参加されておられたそうです。�
　本年は、正月気分の抜けない時期にと不満の声もありましたが、役員、研修リーダーは、私達
より１週間早い１月６日から参加されておられるとお聞きし申し訳なく一言もありません。�
　この国際協議会は、大規模なことは申すまでもありませんが、実に緻密に計画され、そして、
確実に運営されていることに感動すら覚えました。�
　タイムスケジュールは、基本的に本会議とグループ討論で構成され全て指定席です。ほぼ
毎日、指定席が変更され、SAAの指導もあり欠席は絶対に許されません。朝９時の本会議、そ
れを受けてのグループ討論、午後２時の本会議、さらにグループ討論で終了が夕方５時３０分
頃となります。�
　部屋でホッとする間もなく、歓迎レセプション、国際親善晩餐会、極めつけは国際祭りの夕べ
と称しておよそ３０カ国よりお国自慢が披露される。楽しくもあり、苦痛でもある夕べもあります。
仕方がないと腹を据えて「踊るアホー」と楽しんできました。�
　２００８－０９年度RI会長李東建（Dong Kern Lee）氏は韓国初のRI会長です。初日の本会
議で、２００８－０９年度は子供達に焦点を当てて頂きたい、そして、世界の子供達の夢をかたち
に（Make Dreams Real）して頂くことを提唱しますとRIテーマを力強く発表されました。同じア
ジアの一員として歓迎し、テーマの実現を勧めたいものです。�
何れに致しましても、世界中から参加された方々がスマイルを絶やすことなく、会話にならない
までも、挨拶や拍手、そして素晴らしい講演にはスタンディングオべーションで心から称える姿は、
私達、日本人が学ばなければならないと実感致しました。そして、特に日本のガバナーエレクト、
配偶者が友情を深め、年度に向けての力を得たことに感謝致します。�

国際ロータリー第２８４０地区�
ガバナーエレクト　松倉　紘洋�
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　２月２日（土）ホテルアミューズ富岡で「地区チーム研修セミナー」が開催されました。国際協
議会で研修を終えたばかりの松倉絋洋ガバナーエレクトをはじめ、次年度地区研修委員の方々、
ガバナー補佐・各委員会の委員長の方々、牛久保哲男ガバナーノミニーとオブザーバーとして
牛久保年度スタッフの方々、そして松倉ガバナー事務所のスタッフ、総勢４１名の出席でした。�
　地区研修リーダーの清章司PGの挨拶に始まり、松倉絋洋GEが国際ロータリーの年次テー
マの発表・国際協議会の報告を行い、2008―2009年度の地区目標・運営方針を発表、そして
次年度地区組織・スケジュール・予算案等が地区幹事・地区会計長から発表されました。その
後の研修では、ロータリー財団について森田均PG、ガバナー補佐と委員会の役割と課題につ
いて清章司PG、危機管理・GSEについて森田均PG、米山奨学について高木貞一郎PG、
DLPとCLPについて本田博己地区研修委員の講義がありました。さらに、本セミナーの目玉・・・
ガバナー補佐と地区委員長が２班に別れての「チーム・コミュニケーション」では、活発な意見
交換がなされました。�
　セミナー終了後の懇親会では、参加者がお互いにそれぞれの連携を確認し和気あいあいの
内に「松倉丸」が順風満帆の航海ができるよう支え合うことを誓いました。�

地区幹事　村上　明男�
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　各クラブからの地区補助金申請締め切り日
を2007年12月末日とし、2008年1月26日（土）に
地区補助金審査会議を行った結果、下記の通
り、決定致しましたのでご報告申し上げます。�

国際ロータリー第2840地区�
ガバナー　　　　　　　　　横山　公一�
ロータリー財団委員長　　　　森田　　均�
補助金・奨学金・年次寄付恒久基金委員長�
　　　　　　　　　　　　　高木貞一郎�

 1 　太田西ＲＣ
 　　 太田西ロータリークラブ杯�

　　　　　　　　        ＯＪＭＡわんぱく少年サッカー大会                              
50,000�

 2 　館林西ＲＣ          邑楽郡「明日へひとこと」編集プロジェクト                100,000�

 3 　富岡かぶらＲＣ 避難用テントの設置                                                  100,000�

 4 　碓氷安中ＲＣ 　      カンボジア・プレイバン小学校への図書寄贈            226,000�

 5 　渋川ＲＣ          本物の古楽器を聴く会「ロバの音楽座」                 230,000�

 6 　中之条ＲＣ           ロータリー文庫設置プロジェクト                                 100,000�

 7 　渋川みどりＲＣ 体験しよう「和の心」                                                 164,000�

 8 　伊勢崎中央ＲＣ 伊勢崎中央ロータリー杯卓球大会                             50,000�

 9 　前橋南ＲＣ           養育家庭「横堀ホーム」への支援事業                      70,000�

10 　桐生西ＲＣ           わたらせ渓谷鉄道存続に向けてのプロジェクト          50,000�

11 　高崎北ＲＣ           釜めしのふたに描く展覧会                                         52,000�

12 　藤岡ＲＣ           少年少女合唱団群馬県フェスティバル                    594,000�

13 　安中ＲＣ
           安中市民教養講座「国際ロータリー紹介ミュージカルと�

　　                                 家庭の医学講演」                                                      
43,000�

14　伊勢崎ＲＣ
 　　  伊勢崎ロータリー杯 群馬県小中学生�

                                        ラグビーフットボール大会                                            
163,000�

合　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,992,000

補助金申請クラブ             プロジェクト名                                       補助金額�
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　４月に開催する「第８回地区年次大会の詳細が決定しました！今回の年次大会は一般参加
型プログラムを組み込み、アクト周知度ＵＰを目指します。また、式典では、各クラブの活動紹介
や、地区活動報告も行います。「ローターアクトはどんな活動をしているの？」と思っているロータ
リアンの皆さん、ぜひこの年次大会にご参加頂き、ローターアクトを肌で感じてください！たくさん
のロータリアンのご参加をお待ちしています！�

◆年次大会の案内は、２月末に地区内全４７ＲＣ事務局宛に送付させて頂きます。�
◆「防災フェスタ」は、高崎消防本部のご協力を頂き、起震車・煙ブース・初期消火訓練など
　の体験、ＡＥＤ講習会などを行います。また、無料で綿菓子・お菓子のつかみ取り・シャボン
　玉配布などを行い、地域住民の方 と々交流します。�

　第20回全国ローターアクト研修会が、２月９日・１０日に宮城県仙台市で行われました。�
　今回のホスト地区は、第１ゾーンの２５２０地区でした。第２０回という節目となる大会だけに、
参加者も多く、全国から７５０名を超えるアクターとロータリアンが集い、研修と親睦を通じ、充実
した２日間を過ごしました。当地区からも６名が参加し、全国のアクターとの交流を深めました。
地区ローターアクト代表部門の会議では、会員増強や全国で統一した事業を行えないかなど
について協議が行われ、ローターアクトという組織をさらに発展させていくために、全国の地区
代表が一丸となって努力することを約束しました。�

　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、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、ローターアクターとの交流を深めてください。�

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�

●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　�

国際ロータリー第2840地区　ローターアクト　第8回地区年次大会�

大会テーマ／「SHIFT！！～共同体意識を高めよう～」　　�
ホストＲＣ／渋川ロータリークラブ�
日　　　時／4月27日（日）　10：30～12：30　式典　　13：30～16：00　　�
　　　　　　記念プログラム「防災フェスタ」　�
場　　　所／式典：高崎ビューホテル　　記念プログラム：高崎市立北小学校  
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2008年� 　太田ナウリゾートホテル�

　東吾妻町コンベンションホール�

　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�
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40
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開催場所�予定日�

  ４月  5日（土）�

  ４月12日（土）�

  ４月16日（水）�

  ４月26日（土）�

　ティアラグリーンパレス�2008年� 新　田� 25   5月11日（日）�

  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）�

 ６月14日（土）～19日（木）�

 ６月下旬～7月初旬�

　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�

 ４月27日（日）� 　第１回米山奨学委員会� 　�

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

　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11日（金）� 　ロータリー財団地域セミナー� 　�

 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�

 ３月８日（土）� 　会長エレクト研修セミナー（PETS）� 　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�

 ３月13日（木）～16日（日）� 　インターアクト海外研修� 　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14日（土）～19日（木）�

 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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貫井　雅人�
前橋南RC

入 会 日／2008年2月1日�
職業分類／建物解体業�
勤 務 先／小幡解体興業（株）�
役　　職／営業部長�
推 薦 者／栢野三郎�

金子　竟�
沼田中央RC

入 会 日／2008年1月17日�
職業分類／医療　小児科医�
勤 務 先／金子医院�
役　　職／院長�
推 薦 者／北野浩司郎�

近藤  日出夫�
前橋東RC

入 会 日／2008年1月17日�
職業分類／古美術�
勤 務 先／古美術蔵�
役　　職／店主�
推 薦 者／近藤浩通�

小泉　清司�
高崎北RC

入 会 日／2008年1月23日�
職業分類／冠婚葬祭サービス業�
勤 務 先／（株）ライフシステム�
役　　職／専務取締役�
推 薦 者／藤井秀久�

茂原　純一�
高崎東RC

入 会 日／2008年1月17日�
職業分類／精密金属加工�
勤 務 先／（株）モハラテクニカ�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／永井乙彦�

猪股　正考�
群馬境RC

入 会 日／2008年1月10日�
職業分類／仏教�
勤 務 先／愛染院�
役　　職／副住職�
推 薦 者／光山喜一郎�

新井　俊二�
群馬境RC

入 会 日／2008年2月1日�
職業分類／商業銀行�
勤 務 先／群馬銀行  境支店�
役　　職／支店長�
推 薦 者／石原順一�

久保田  順一�
桐生赤城RC

入 会 日／2008年2月19日�
職業分類／電気工事�
勤 務 先／（株）渡良瀬電気工業所�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／市川孝江�

新井　久男�
高崎RC

入 会 日／2008年2月4日�
職業分類／信用金庫�
勤 務 先／高崎信用金庫�
役　　職／常務理事�
推 薦 者／塩川祐次・吉田吉太郎�

大久保  協城�
藤岡RC

入 会 日／2006年10月5日�
職業分類／浄化槽保守点検�
勤 務 先／（有）サニテイション�
役　　職／専務取締役�
推 薦 者／貫井昌�

山口　忠男�
藤岡RC

入 会 日／2007年4月12日�
職業分類／ホテル�
勤 務 先／藤岡温泉ホテル�
役　　職／支配人�
推 薦 者／村田茂行�
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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

世界理解月間・ロータリー創立記念日に因んで�

 「ロータリー創立記念日に寄せて 四つの原点」　渡辺好政　（D.2690月信）�

 「世界理解月間にあたって」　成川守彦　（D.2640月信）�

 「世界理解月間にあたって」　海田　司　（D.2500月信）�

 「ロータリーに魅せられて」　藤川享胤　（D.2520地区大会）�

 「ロータリーの初心」　濱田五左衛門　（D.2800地区大会）�

 「大連宣言にみるロータリーの職業奉仕の心得」　鈴木政昭　（D.2800月信）�

 「職業奉仕こそロータリーの原点」　道下俊一　（D.2510 ＩＭ 報告書）�

 「職業奉仕月間・米山月間によせて（大連宣言と米山基金）」　金子秀隆�
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 「『今どきの職業奉仕』地区職業奉仕セミナー」　深川純一　（D.2680月信）� 2007 19P PDF

 「鼎談 『職業奉仕－企業の社会的責任』」　村田純一・堀場雅夫・平井義久（D.2650地区大会）� 2007   8P PDF
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