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　風薫る5月、大変素晴らしい季節が巡ってまいりました。会長、
幹事の皆様いかがお過ごしでしょうか？�
私たちの2007-08年もあと残すところ二ヶ月と迫ってまいりました。�
　本年は地区目標（Target）を六つ挙げさせていただきました。�
１． 今年度のＲIテーマ「ROTARY SHARES ロータリーは分かちあ
　 いの心」を誓約しましょう。�
２． ロータリー理念「奉仕の理想」の鼓吹・育成に努め、会員およ
　 び組織の質的向上を図りましょう。�
３． 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。�
４． 魅力あるクラブ作りとクラブ組織強化を推進し、各クラブ会員
　 純増１名を達成しましょう。�

５． ロータリー財団への寄付目標一人100ドルを達成しましょう。�
６． 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。　�
であります。このTargetの下、47クラブを公式訪問させていただきました。そして、六つの目標を会員
皆様に自分の目標として取組んでいただけるよう、お願いしてまいりました。�
　各クラブの皆様、いかがでしょうか？中々数字に表れてこない目標は評価が大変難しいことと思い
ます。しかし、数字に表れる目標は一目瞭然であります。そして、ＲＩもそれによって表彰等を考えてお
りますので、是非、今一度自分たちのクラブの数字をご確認いただき、特段のご配慮をお願いしたい
ところであります。�
　地区目標の２番目、「会員および組織の質的向上を図りましょう。」と、３番目の「ロータリー情報を
共有しましょう。」を具体的な方法として、本年度ご講演をいただきました４名のパストガバナーの講
演録を作成したいと考えております。�
　地区協議会では、ＲＩＤ2680地区パストガバナー田中 毅先生に「職業奉仕理論と実践の徹底的
分析」・奉仕プロジェクト・会員増強・新会員セミナーでは、ＲＩＤ2830地区パストガバナー、本年のＲＩ
研修リーダー関場慶博先生に「ロータリー、この素晴らしき世界」・地区大会におきましては、ＲＩＤ
2580地区パストガバナー佐藤千壽先生に「黄金の十字架・茨の冠 －見果てぬ夢の職業奉仕－」・�
地区指導者育成セミナーでは、ＲＩＤ2680地区パストガバナー深川純一先生に「ロータリーにおけるリ
ーダーシップ」論をお話いただきました。�
　これらを一冊の本にまとめ、ロータリーにおける入門書としていただければいかがなものかと考え、
まとめてみました。ロータリーにおける、質的向上又は情報の共有等に役立てていただければ幸い
であります。そしてこの本を「ロータリー事始」とご理解いただき、皆様で「目」を通していただければ
幸いと考えております。�
　尚、佐藤千壽先生の「黄金の十字架・茨の冠 －見果てぬ夢の職業奉仕－」は発刊済みでありま
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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　４月９日（水）17：30～前橋のマーキュリーホテルにおいて、第３回ガバナー補佐会議が開催さ
れました。各分区のガバナー補佐全員出席のもとで協議した結果、「ＲＩ会長賞」地区推薦クラ
ブが、下記の６クラブに決定しましたのでお知らせ致します。推薦クラブに選ばれた皆様、おめ
でとうございます。�

以上�
�
追伸�
　上記クラブに対して、2008年4月17日付け、国際ロータリー日本事務局奉仕室 室長の大木光
男様より、ＲＩ会長賞受賞の正式決定通知がございましたことも、合わせてご報告申し上げます。�

記�

前橋西ロータリークラブ�
前橋北ロータリークラブ�
前橋南ロータリークラブ�
群馬境ロータリークラブ�
高崎北ロータリークラブ�
渋川ロータリークラブ�
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　初めの一か月間トロントの語学学校で語学研修をし、その後ロンドン（カナダ オンタリオ州の）にある
Huron大学で国際開発学と国際経済学を学びました。Huron大学では、素晴らしい教授や優秀な学生た
ちに刺激され、積極的に学問に励むことができました。大学では、小論文の課題が多かったため、ライティン
グ力を向上することができたと思います。また、ロータリー財団の方々やローターアクトのメンバーと話したり
する中で、スピーキング力やコミュニケーション能力も高まったように思います。留学期間中は、楽しいことば
かりではなく、語学力不足や人間関係の問題など辛いこともありました。けれども、めげることなく困難を乗り
越えてきたことは、今の自分に対する大きな自信となっています。将来の職業についてまだはっきりとは決
まっていませんが、開発途上国におけるNGO活動、外資系企業や貿易商社など、日本と海外の懸け橋に
なれるような仕事をしたいと考えています。留学を通して身につけた語学力、ボランティア精神、根気は、こ
れから先社会に出てからもきっと役に立つことと思います。�
　ロンドンには日本人があまりいないため、日本人として文化や言語を教えるという機会を多く与えていただ
きました。日本に興味がある、日本が大好きと言う人が予想以上に多くいらっしゃることに驚き、国際化にとも
ないカナダと日本の距離がどんどん縮まっていることを実感しました。この一年間を通し、Huron大学で履
修した日本の歴史・文化の授業や、大学やロータリークラブで行ったスピーチのために、客観的に日本を見
つめなおす機会がたくさんありました。そのため、私自身、日本についてもっと知りたいという好奇心がわい
てきて、ますます母国に対する思いが強くなりました。その一方で、日本と比べようのないほど広大で自然
の豊かなカナダの良さも強く感じました。�

澤田　梨沙�

受入クラブLondon Downtownのミーティン
グに参加し、スピーチをした後です。�
カウンセラーのDavid Bradyと。彼は、まるで
私を娘あるいは孫のようにかわいがってくだ
さいます。食事に招いていただいたり、誕生
日パーティーを開いていただいたりと、奨学
生とカウンセラーという関係を超えた親しい
お付き合いをさせていただいています。�

4月6日のCLMs主催Farewell Party。アジ
ア人ばかりですが、Huron大学で勉強して
いる日本人交換留学生は私を含め3人のみ
です。�

Huron大学のCLMs（留学生の手助け
をしてくれるプログラム）主催のDay Trip。�
メープルシロップを作る過程を学ぶこと
のできる、Maple Farmへ行きました。�
説明を聞いた後、メープルシロップたっ
ぷりのホットケーキのブランチを取り、カ
ナダらしさを満喫しました。�

キャンパス内の寮から撮った雪景色。4月に
入ってから急に温かくなり、外で食事をした
りスポーツをしたりする学生の姿が見られる
ようになりました。�
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　私は、大学キャンパス内の家タイプの寮で、フランス、中国、シンガポール、京都からの留学生、そしてカナ
ダ人と一緒に家族のように過ごしました。国際関係を学ぶ私にとって、国際的なこの家での生活は、毎日
が勉強でした。文化、感性の違いのせいか、言い争いなどの問題が起こることも多々ありました。そんなとき、
平和に関する理念の下、私は率先して解決策を考えたり、各学生の誕生日会を計画したりと、ハウスメイト
全員が協力し、理解しあえる環境をつくる努力をしてきました。これは、11人の小さな家での平和作りでした
が、ハウスメイトに「ありがとう。リサが色々計画してくれたおかげで楽しかったよ」などと言われたのはとても
嬉しかったです。寮での共同生活を通し、お互いを理解し協力し合うことがいかに難しいかを学んだ反面、
小さな自分にも周りの人たちの心を少しずつ変えていくことができるということがわかり、自信がつきました。
また、ローターアクトの行事の一つであるDay of Givingでは、市民のお宅を訪問し、掃除をするというボラン
ティア活動をしました。依頼者は自分で掃除をすることが困難なご年配の方が多かったため、私たちの訪
問に対しとても喜んでくれました。ボランティア活動を行ったことに加え、市民の方 と々お話しすることができ
たので、私にとっても良い経験になりました。�
　国際親善奨学金のプログラムは、学業のための援助だけでなく、国際理解、人 と々の交流の機会をたく
さん与えてくれます。これまで、自分の力で自分のために勉強をしようと、自分一人のことを考えてきた私で
したが、ロータリアンに支えられながら過ごした一年を通し、改めていかに周りの人たちに支えられているか
ということに気付きました。そして、今まで見えていなかった周囲の人々、出来事が、自然に視界に入ってく
るようになりました。これは、国際関係を学ぶ上でとてもためになったと思います。友人や家族にもこの素晴
らしい経験を伝え、留学を考えている人には、このプログラムを強く勧めたいです。�
　このプログラムに関する研修やロータリー財団の活動についての資料などは、留学期間中のスピーチの
準備、また会議に出席するときの心構えとして役に立ちました。ただ、出発前に、以前にこの奨学金プログラ
ムを経験された方に質問をしたりする機会があまり多くなかったため、カナダに来てから、不安になったり戸
惑うことが多くありました。少し難しいかもしれませんが、自分の渡航先と同じ国で留学を経験された方とお
会いし、直接お話しを聞く機会を持てたら、親善奨学生としてさらに活発な活動ができたのではないかと思
います。私は、これから留学される方、特にカナダへ留学される方に積極的に情報を提供し、できる限り出
発前の不安の解消のお手伝いをしたいと考えています。�
　これからロータリー国際親善奨学生として留学される方々には、日本の文化をよく理解し、英語で説明で
きるようにしてきていただきたいと思います。日本について質問され、答えなければならない機会が予想以
上に多くあり、戸惑ってしまうこともしばしばあったからです。自分が日本の代表であるという気持ちで海外
に来られるとよいのではないかと思います。�
　私は、すべてのロータリアンに心から感謝しています。このロータリー国際親善奨学金制度がなければ、
カナダで一年間留学するということは不可能だったからです。世界中のメンバーと協力し合い、よりよい世
界の構築に貢献するロータリアンを尊敬し、ぜひ将来ロータリー財団の一員になりたいと思います。就職す
るまでは金銭的な貢献は難しいかと思いますが、帰国後も、ボランティア活動や文化交流など、できる限りの
活動をしたいです。�
�

私の滞在しているカナダのロンドンで、ロ
ータリーインターナショナルのプレジデント
を迎えての盛大なパーティーが行われまし
た。56年ぶりのカナダ人プレジデントだと
いうことで、500人以上ものロータリアン、
奨学生、ロータアクトのメンバーが集まり
ました。�
 私は、パーティーに参加させていただいた
ばかりか、光栄にも国際親善奨学生とし
て簡単な紹介していただき、Wilkinsonプ
レジデントと写真を撮らせていただきました。�10月末に行われたJapan Day。Japanese

クラブの学生が中心となり、日本の食べ物、
文化などの紹介をしました。�
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　２００８年３月１６日（日）、碓氷安中ロータリークラブ創立１０周年記念式典が安中市「並木苑」
に挙行されました。�
　例年になく寒かった冬も終わり、当日は春らしい陽気となり、天候の心配もなく皆様をお迎え
することができました。�
　式典には、横山公一ガバナーをはじめ、岡田義弘安中市長、吉田昭平パストガバナー、岩井
均県議、茂木英子県議他、多くのご来賓の方 と々、第６分区の各ロータリークラブのメンバーな
らびに、県内各地のロータリークラブの皆様のご出席をいただき、厳粛な内にも賑やかな式典と
なりました。�
　その後の祝宴では、オープニングとして、新島学園聖歌隊によるハンドベルの演奏で皆様を
お迎えし、なごやかな雰囲気のなか、時間を忘れるくらいに楽しく過ごしていただけたものと思
っております。�
　たくさんのご縁のある皆様のおかげで、すばらしい式典ならびに祝宴を行うことができ、当ク
ラブ会員一同心より感謝申し上げます。この経験を次の周年事業にいかしていきたいと考え
ております。皆様、本当にありがとうございました。�
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　桜が満開になり、すばらしい季節を迎えた平成20年4月５日、太田ナウリゾートホテルに於いて、
太田南ロータリークラブ３０周年記念式典が盛大に開催された。�
　清水聖義太田市長をはじめとするご来賓の皆様、津久井義孝直前ガバナーをはじめとする
多くのロータリアンの皆様、そして遠来の仲間である韓国ソウル地区東湖ロータリークラブの皆
様の参加のもとに、式典は厳粛のうちにも和やかな雰囲気で進行した。30周年のあゆみが上
映され、記念事業として太田市北部運動公園の花見の丘へ、記念植樹として金一封が贈呈
された。式典の中で、東湖ロータリークラブと姉妹クラブ締結再更新が調印された。多くのご祝
辞を頂き、緊張のうちに式典は終了した。�
　祝賀会はシンガーソングライターのＹＵＫＡさんの公演で大変盛り上がり、多くの参加者は最
後まで帰る事なく楽しんでいる様子だった。�

実行委員長挨拶� 会長挨拶� 式典の様子�

姉妹クラブとの調印式� 姉妹クラブとの調印式� 祝賀会�

「YUKA band」による“手に手つないで”� 楽しい一日�
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　２００８年４月１２日（土）午後２時半より、東吾妻町コンベンションホールに於いて創立４０周年
記念式典を一場章良実行委員長のもと挙行いたしました。�
　中之条クラブは現在会員２５人と少人数ではありますが、４０年という節目の記念すべき式典
を会員とファミリーで協力し、手作りで心のこもった式典にしようと計画いたしました。�
　お陰様で、森田均パストガバナー・津久井義孝パストガバナー・茂木伸一東吾妻町長・入内
島道隆中之条町長・荒木毅高山村長をはじめ、多数の御来賓の皆様、並びに当クラブのスポ
ンサークラブである渋川ＲＣをはじめ、地区から多数のロータリアンの御仲間にご出席を頂きまし
て総勢１３５名による大変華やかで嬉しい式典を行う事ができました。�
　記念式典では、森田均パストガバナーをはじめ多くの御来賓より心のこもった祝辞を賜りまし
た。なかでも当クラブ創立時に大変御尽力頂いたスポンサークラブ渋川ＲＣの当時の幹事であ
る田村優様より設立当時のお話を伺う事ができました。大変ありがとうございました。�
　記念事業では、吾妻広域町村圏振興整備組合で運営するツインプラザ「吾妻郡図書館」
へロータリー文庫設置事業として図書購入費１００万円を寄付致しました。�
　クラブ表彰では、唯一のチャーターメンバーである剱持昇君の功労を称え表彰し、また、例会
場として群馬銀行中之条支店様、事務局員として町田徳子様へ多年に亘るクラブへのご貢
献に対しまして感謝状と記念品を富田敏夫会長より贈りました。�
　私たち会員一同は、この４０周年を礎に、新たなロータリーの歴史を刻んで参ります。�
　終わりに、改めてロータリーの友情に深く感謝いたします。�

式典風景� 式典風景� 富田会長挨拶�

森田パストガバナー挨拶� 記念事業目録贈呈� 吾妻高校マンドリン�
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　4月16日(水)午後6時より、高崎ビューホテルに於いて創立40周年の記念式典が井上達之
助実行委員長のもと開催されました。�
　来賓として、横山2840地区ガバナー、松浦市長、原商工会議所会頭、横田商工会議所名
誉会頭にお越しいただいたほか、第3分区の各会長・幹事、また友好クラブの新潟東ＲＣ、台北
首都ＲＣからは多くの会員に参加していただきました。記念事業は高崎市社会福祉協議会に
車両1台を寄贈、キーの贈呈式を行いました。�
　式典終了後は記念晩餐会場に移り、アトラクションとして当クラブの会員が参加している高
崎チンドン倶楽部の練り歩き、浅草振袖さんの日本舞踊で大いに盛り上がりました。�
　ありがとうございました。関係各位に改めてお礼申し上げます。�
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　2007－2008年度の新規米山奨学生のオリエンテーションと米山カウンセラーのセミナーが4月
19日（土）前橋ホテルにて開催されました。�
　12時30分より米山カウンセラー11名の出席のもと、野辺米山奨学委員長の開会の挨拶で
始まり、横山ガバナーから挨拶を頂きました。�
　高木米山記念奨学会常務理事より米山奨学会事業の説明とカウンセラーの心得等をパワ
ーポイントを使いご説明頂き、中繁次年度米山奨学委員長よりカウンセラーの体験発表をして
頂きました。�
　その後の質疑応答では活発な意見交換ができ、初めてカウンセラーをされる皆さんには大変
有意義なセミナーになったと思います。�
　続いて、14時より新規米山奨学生12名を交えて、オリエンテーションを行いました。横山ガバ
ナー挨拶の後、高木米山記念奨学会常務理事より米山奨学事業と奨学生の心得等をパワー
ポイントを使って分かり易く説明をして頂きました。�
　野辺米山委員長からは、奨学生に確約書の説明をして頂き、その後奨学生から署名をもらい、
松倉ガバナーエレクトより奨学金をそれぞれに手渡して頂きました。�
　大路米山学友会会長から米山学友会の案内をして貰い、奨学生の代表としてスリランカ出
身の東洋大学のルチニ・ニサンサラさんからの挨拶の後、保坂地区幹事の閉会の言葉で終了
となりました。�

米山奨学委員会担当副幹事�
金子　吉志�

高木米山記念奨学会常務理事の説明�

大路米山奨学会会長� 新規米山奨学生代表挨拶�松倉ガバナーエレクトより4・5月分奨学金交付�

津久井米山記念奨学会評議員� オリエンテーションの様子�
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　ローターアクトの第８回地区年次大会が、去る４月２７日（日）に高崎にて行われました。�
　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が高崎市立北小学校の校庭にて実施されました。�
　大会には、当地区のアクターだけでなく、関東地区のＲＡＣと、青森・新潟・山形・岐阜・三重・
愛知といった全国各地から多くのアクターが参加してくれました。�
　また、ロータリークラブの皆様にも多数のご登録を頂き、本当に感謝しております。�
　ローターアクトを提唱していないＲＣの方々にもご出席を頂き、ローターアクトを知って頂く、よ
い機会になったのではないかと存じます。�
　ホストＲＣとして、多額の資金をご支援くださいました渋川ロータリークラブの皆様には感
謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。�
　この場をお借りして、横山ガバナーを始めとするご出席頂いたすべての皆様と、常日頃より
ローターアクトに関心を持ち、支えてくださいますロータリアンの方々に心より感謝申し上げます。�
　本当にありがとうございました。�

関東地区内で、�
最も多い登録数となりました�

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　�

〈第8回地区年次大会　登録内訳〉　　�
　　御来賓……………………20名�
　　ロータリアン ……………104名�
　　ＯＢＯＧ……………………12名�
　　友好地区ＲＡＣ……………42名�
　　自地区ＲＡＣ………………62名�
�　　登録総数　　　　　　  240名�
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年度� クラブ名�

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� 開催場所�予定日�

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

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�

 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�

�

 ５月10日（土）�

 ６月８日（日）�

　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�

　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�

菊池　謙�
前橋RC

入 会 日／2008年3月18日�
職業分類／旅行�
勤 務 先／（株）JTB関東　法人営業前橋支店�
役　　職／執行役員　支店長�
推 薦 者／堤公男�

温井　尚久�
前橋RC

入 会 日／2008年3月18日�
職業分類／管工機材販売�
勤 務 先／（株）ヌクイ�
役　　職／常務取締役�
推 薦 者／板垣忍�

立田　清一�
前橋南RC

入 会 日／2008年3月27日�
職業分類／婦人衣料品卸・小売り�
勤 務 先／（有）立田商店�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／柳澤昭吉�

せいいち�たつた�
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須藤　正也�
伊勢崎RC

入 会 日／2008年4月2日�
職業分類／電気器具製造�
勤 務 先／エスティシー（株）�
役　　職／代表取締役社長�
推 薦 者／牛久保哲男、森田高史�

多部田 敬三�
伊勢崎RC

入 会 日／2008年4月2日�
職業分類／石材配布�
勤 務 先／（株）石のゴダイ�
役　　職／代表取締役社長�
推 薦 者／牛久保哲男、森田高史�

高橋　芳一�
沼田中央RC

入 会 日／2008年4月17日�
職業分類／療術業�
勤 務 先／高橋整体院�
役　　職／院長�
推 薦 者／生方彰�

市川　平治�
安中RC

入 会 日／2008年4月1日�
職業分類／私立学校�
勤 務 先／新島学園中学・高校�
役　　職／校長�
推 薦 者／田口晴也�

齋藤　清海�
渋川RC

入 会 日／2008年4月3日�
職業分類／コンクリート二次製品製造�
勤 務 先／（株）コモチ�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／埴田彦一郎�

小畑　宰�
前橋中央RC

入 会 日／2008年4月9日�
職業分類／新聞販売�
勤 務 先／（有）小畑新聞店�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／宮下隆志�

梁瀬　仁一�
沼田RC

入 会 日／2008年3月18日�
職業分類／葬祭業�
勤 務 先／（株）天国社武井�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／金子吉志�

深井　彰彦�
太田RC

入 会 日／2007年7月19日�
職業分類／銀行�
勤 務 先／群馬銀行太田支店�
役　　職／支店長�
推 薦 者／石川重政�

星野　貴明�
沼田RC

入 会 日／2008年1月8日�
職業分類／自動車整備�
勤 務 先／（株）昌立自動車工業�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／保坂充勇�

松下　洋二�
太田RC

入 会 日／2007年7月19日�
職業分類／電力供給�
勤 務 先／東京電力（株）群馬支店�
役　　職／支店長�
推 薦 者／太刀川又吉�
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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

 「‘心の温かさ’こそロータリーの推進力」　松本兼二郎�

 「どうしてあなたはロータリアンになっているのですか」　中山義之（横浜東ＲＣ週報）�

 「ロータリーよ、いずこへ？」　村田善明�

 「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神とロータリーの理念」　濱川金兵衛�

 「ロータリーの精神を振るい起こすには」　前原勝樹�

 「職業奉仕のお話」　神守源一郎�

 「良き市民とは・・・・・＞その心得十カ条」　伊藤次郎左衛門編輯�

 「四つのテスト」　刈谷ＲＣ�
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