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　桜前線も北上し、いよいよ４月は春満開であります。�
会員の皆様も何かと心浮き浮きする季節になってまいりましたこと
と思います。�
　ところで、４月は雑誌月間であります。本年度の地区目標の３番
目「会員・クラブ・地区・ＲＩすべての段階におけるロータリー情報を
共有しましょう。」と挙げさせていただき、公式訪問の折にふれ、情
報の大切さ・共有化をお願いしてまいりました。�
　その情報源の一つの価値あるものが「ロータリーの友」であります。�
「友」により国内の情報はもとより、国外又はＲＩの情報を直接入
手することが出来ます。こんな便利な情報源はありませんので、多
いに活用していただきたいところでありますが、「読まれざるベストセ
ラー」との不名誉な冠詞がついていることも事実であります。�
　地区の皆様、是非、例会に出席すると共にロータリーの友をお読みいただき、情報を共有していだ
き、ロータリー活動に役立てていただければ幸いと思います。�
　これは元を正していきますと、ポール・ハリスの論文にいきつくのであります。�
　1910年、全米に存在しておりました16のクラブの代表者がシカゴに集まり、全クラブの同意を取り
付けて出来上がったのが「全米ロータリークラブ連合会」という全アメリカのクラブの連合組織体で
ありました。これが現在の国際ロータリーの前身であります。全米ロータリークラブ連合会初代会長の
選任についても　　いたしました。�
　シカゴ以外の15クラブは、それは当然親クラブのシカゴから出すべきだと言いましたので、初代会
長はシカゴクラブから選出することになりました。�
　時のシカゴクラブ会長Ａ.Ｍ.Ramsey（ラムジー）でありまして、ラムジーがポール・ハリスを初代会長
に推挙し、会員全員が万雷の拍手でポール・ハリスを全米ロータリークラブの初代会長に推挙するこ
とに決定いたしました。�
　ポール・ハリスは、その時全米のロータリアンに訴えるべく論文を書きました。これが有名な論文“Ratioinal 
Rotarianism”であります。当時はまだロータリーに機関誌というものがありませんでした。�
そこで、チェスレー・ペリーに相談したところ、彼が編集委員長になって出来上がったのが�
　“The National Rotarian”であります。これはやがて、1912年ロータリーが国際的に発展するに及
んで“The National Rotarian”のNationalがとれて現在の“The Rotarian”となったのであります。
これがこの論文を巻頭論文としたロータリーの公的機関誌創刊号発刊の物語であります。時に1911
年1月26日のことでありました。このため、国際ロータリー理事会は、古くから1月26日を含む1月最後の
1週間を「雑誌週間」と名付けて、ロータリーの公的機関誌である“The Rotarian”の購読を全世界
のロータリアンにして貰いたいと提唱してきたのであります。�
　ところが近年、この「雑誌週間」が「雑誌月間」となり、しかも４月に変更になったのであります。な
にか淋しい気もいたします。�
　ポール・ハリスはこの巻頭論文“Ratioinal Rotarianism”において「自分は、ロータリーの創立者と
して、神様の思し召しにより一段と高いところに登ることを許され、ロータリーとは何かを問われれば、
自分は躊躇することなく『寛容』(toleration)と答えるであろう」と言っています。�

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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　2007‐2008 年度米山奨学生 歓送会が2008年2月23日（土）、前橋ホテルにて開催されまし
た。�
　奨学生７名とカウンセラー６名、ガバナーや地区委員等ロータリアン１２名の総勢２５名の出席
を頂き、１１時に開会しました。�
　横山ガバナーの挨拶で始まり、野辺米山奨学委員長よりスピーチを頂きました。�
その後、横山ガバナーよりカウンセラーへ感謝状と記念品、奨学生には終了証を贈呈し、横田
秀治（前橋ＲＣ）カウンセラーより謝辞を頂きました。�
　ここで、全員で記念撮影をしてから、松倉ガバナーエレクトの乾杯で懇親会がスタートしました。�
カウンセラーと奨学生で一緒に登壇していただき、先にカウンセラーから奨学生の紹介と感想な
ど交えてスピーチをして頂き、奨学生全員よりお礼と感想をもらいました。�
　日本に留まり研究や就職する学生、また帰国して就職をする学生等など、今後の進路や抱負、
思い出を語ってもらいました。�
　最後に、大路米山学友会会長より挨拶と学友会への入会についてお話を頂いた後、豊泉
米山奨学委員より閉会の挨拶をしていただき、終始和やかな雰囲気で、楽しい歓送会で終了
致しました。�

地区副幹事　 金子　吉志�
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　去る3月８日(土)９日(日)と二日間に渡って伊香保・福一で会長エレクト研修セミナーが開催さ
れました。President elect training seminar の頭文字を取ってPETS（ペッツ）と呼ばれてい
るものです。会長・幹事とセットで研修を受けた年度もありましたが、今回は会長のみの参加と
なりました。この研修に出席しないと会長に就任できない規定があるものですから、各会長エ
レクトの受講は真剣そのものでした。�
　初日午前中は松倉ガバナーエレクトが国際協議会で積んだ研鑽を中心に、次年度のRIテー
マ「夢をかたちに」が説明されました。加えて地区目標、運営方針などが紹介されるとともに、地
区幹事及び会計長から組織や行事予定、予算についての提示がありました。午後は清地区
研修リーダーからPETSの目的や課題についての指導とともに、地区委員長から各委員会の
運営方針が示されました。また、ロータリー財団・危機管理(森田パストガバナー)、規定審議会
立法案検討（矢野パストガバナー）、米山奨学制度（高木パストガバナー）、会員増強（曽我パ
ストガバナー）などについては、特別にご指導をいただきました。�
　今回のPETSの大きな柱となった各分区ごとの分科会は8名のガバナー補佐が中心となっ
て進められました。各クラブの課題や問題、進んでいくべき方向などが、クラブリーダシッププラ
ンをもとに検討されました。圧巻だったのは懇親会の盛り上がりです。津久井直前ガバナーの
絶妙な挨拶をきっかけに、分科会、全体会議等で言い残された事柄が引き続き話題となり、山
崎パストガバナーの締めくくりの挨拶まで懇親会ならではの語り合いが続きました。�
　二日目は初めに重田元RI理事・パストガバナーからロータリー情報の共有化を中心にロータリ
ー財団の活動などについてご教示がありました。その後に続く各会長エレクトとガバナー補佐
の抱負発表は横山年度の熱気が次年度の松倉年度まで確実に続いていくことを確信させる
力強いものでありました。�
　研修を終えて散会する参加者の晴れやかな雰囲気が印象に残る会長エレクト研修セミナー
の終了でした。�

松倉ガバナーエレクト事務所�
地区副幹事　峯岸正典�

松倉GE挨拶� 松倉GEの国際協議会報告� 重田PGの講演�

清研修リーダーの講義� 分科会の様子� 懇親会の様子�
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　インターアクト委員会四大事業の一つである海外研修を無事終える事が出来ました。この研
修は、第２８４０地区と第２５６０地区の合同事業であります。今年度は群馬が担当ということで、
大変重い役目ではありましたが、地区委員及び前橋東ロータリークラブの佐藤会長を始めとす
る同ＲＣインターアクト委員の皆様のご協力で高い成果を上げる事が出来たと思います。また、
学生たちも良い体験を積むことが出来たと確信いたします。�
　台湾の清傳高級商業職業学校インターアクトクラブとの相互交流は今年で１６回目となりまし
た。以下の通りご報告致します。�
４月２５，２６日には、台湾のインターアクターとロータリアンを群馬に迎えます。�

インターアクト委員会�
委員長　大本　 計馬�

清傳高級商業職業学校での記念撮影�

挨拶する大本委員長�

プレゼント交換�

◆参加者人数の内訳�
 インターアクター ２２名（群馬１３名・新潟９名）�
 ロータリアン  １０名（群馬　８名・新潟２名）�
 ロータリアン家族 　２名（群馬　２名）�
 　　合　計  ３４名�
◆研修目的／日本人としての自覚を高め、両国の歴史・文化を正しく理解すると共に、国際的相互理解と友情を
　　　　　　深める。�
◆ 研 修 先／中華民国台湾省台北縣三重市（国際ロータリー第３４９０地区 第５分区）�
　　　　　　三重中央ＲＣ・三重山陽ＲＣ・三重南欣ＲＣ・三重千禧ＲＣ�
◆ 交 流 先／台北縣私立清傳高級商業職業学校�
◆研修期間／２００８年３月１３日（木）～３月１６日（日）　【３泊４日】�
◆研修日程・活動内容／３月１３日（木） 成田空港より空路台北へ。�
　　   　　　　　　　 夕食後、台北名物「夜市」を見学。�
　　　　　　　　　　ホテル着後、パーティーアトラクションの練習を行う。�
　　　　　　　　　　３月１４日（金） 午前：台北市内＆故宮博物館見学。�
　　　　　　　　　　午後：清傳高級商業職業学校を訪問し、交流会を行う。�
　　　　　　　　　　夕刻：インターアクターはホストファミリーと共にホームスティへ。�
　　　　　　　　　　ロータリアンは台湾三重市の４ＲＣのロータリアンとの国際交流を行う。�
　　　　　　　　　 　３月１５日（土）午前：インターアクターは各ホストファミリーと夕刻まで交流。�
　　　　　　　　　　ロータリアンは台湾三重市の４ＲＣのロータリアンとの国際交流を行う。�
  　　　　　　　　　　夕刻：ホテルに集合し、さよならパーティー。�
　　　　　　　　　 　２５６０地区インターアクターは『ファイト八木節』を披露し、大喝采を浴びる。�
　　　　　　　　　　３月１６日（日）  午前：空路にて帰国の途へ。�
　　　　　　　　　　 午後：成田空港にて解散式。�
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　当地区ローターアクトの年次大会を下記の通り開催致します。�
　「年次大会」はロータリークラブの「地区大会」と同じで、一年の中で最も大きな行事となりま
す。�
　当日は、式典において各クラブの活動報告や地区活動紹介が行われ、午後の記念プログラ
ムでは一般参加型の防災フェスタを実施致します。�
　大会には、当地区のアクターだけでなく、関東全域のアクターや、全国各地のアクターが参加
します。�
　ローターアクトの魅力が詰まった１日となります。�
　どうかたくさんのロータリアンの皆様にご出席頂き、ローターアクトについて知って頂き、アクタ
ーとの交流を持って頂きたいと思います。�
　アクトを提唱しているクラブのロータリアンの皆様を始め、提唱していないクラブのロータリアン
の皆様まで、たくさんのご登録・ご参加をお待ちしています！！�

◆年次大会の案内は、各ＲＣ事務局へメールにて送信済です。�
◆インターアクトや米山奨学生の方々の出席も大歓迎致します。�

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　�

◆大会テーマ／「SHIFT!! ～共同体意識を高めよう～」　　�
◆ホストロータリークラブ／渋川ロータリークラブ�
◆日　時／2008年4月27日（日）　�
　　　　　登録開始　10：00�
　　　　　式　　典　10：30～12：30�
　　　　　記念プログラム　13：30～16：00　『防災フェスタ』（※詳細は次ページをご参照ください）�
　　　　　閉会式　16：40～17：00�
　　　　　懇親会　17：30～19：30�
◆場　所／〈式典・懇親会〉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�

年度�

2008年�

2008年�

2008年�

クラブ名�

中之条�

高崎北�

館　林�

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�

30

40

40

50

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）�

太田南�

2008－2009年度　地区主要行事予定表（松倉年度）�

 ６月15日（日）～18日（水）�

 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�

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�

　�

�

 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�

 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�



9

秋場　伸彦�
大泉RC

入 会 日／2008年2月6日�
職業分類／地方銀行�
勤 務 先／（株）東和銀行  大泉支店�
役　　職／本部長�
推 薦 者／高橋聡�

星野　文彦�
伊勢崎RC

入 会 日／2008年3月5日�
職業分類／電気部品製造�
勤 務 先／（株）今村製作所�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／牛久保哲男、平田進�

齊藤　陽�
前橋西RC

入 会 日／2008年2月1日�
職業分類／酵母製造�
勤 務 先／（株）ヤマニ�
役　　職／代表取締役社長�
推 薦 者／大崎巖�

岡野　訓也�
前橋西RC

入 会 日／2008年2月22日�
職業分類／工業材料配布�
勤 務 先／（株）岡野機械�
役　　職／代表取締役社長�
推 薦 者／大崎巖�
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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

 「藤沢周平を通して見る庄内山形」　山田洋次　（D.2800地区大会）�

 「まちを活き活きとさせる建築」　伊東豊雄　（D.2600地区大会）�

 「日本の進むべき道」　上坂冬子　（D.2590地区大会）�

 「日本の美と現状」　アレックス・カー　（D.2630地区大会）�

 「税金の使われ方」　浜田幸一　（D.2770地区大会）�

 「『内助の功』と『大出世』の虚実－検証・山内一豊伝説」　渡部　淳（D.2670地区大会）�

 「河内の英雄『楠木正成』」　永島龍弘　（D.2640地区大会）�

 「未来を切り拓く経営者たち」　福島敦子　（D.2640地区大会）�

2006   5P PDF

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2007

 15P

  9P

  5P

  2P

 14P

  8P

  5P

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 「人口減少時代の地域経済」　藻谷浩介　（D.2600地区大会）� 2007 31P PDF
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