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　会員の皆様、うっとうしい梅雨の季節がやって参りましたが、い
かがお過ごしでしょうか。�
梅雨の季節とは裏腹に、私の心はやっと晴れ間が覗いて参りま
した。一年間のガバナー職が、本月をもって終了いたしますからで
あります。�
　その間、会長・幹事・パストガバナー・ガバナー補佐・委員長、そ
してスタッフの皆様のお陰様で、ガバナー職を全うすることが出来
そうであります。私を支えてくださいました皆様に、心より感謝申し
上げます。�
　さて、一年間が終了いたしますについて、今年一年の地区目
標（Target）を総括してみたいと思います。�
　まず一番目の今年度ＲＩのテーマ｢ROTARY SHARES ロータリ

ーは分かちあいの心｣を誓約しましょう。でありますが、この目標の意味を理解して、47クラブそれぞれ
が独自の目標を立て邁進していただき、素晴らしい成果を上げてくれたと思っております。�
　二番目のロータリーの理念「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。は、地区協の田中ＰＧの講演に始まり、深川ＰＧの指導者育成セミナー迄、4回に渡る勉
強会で会員皆様がよく理解していただき、質的向上が図られたと確信しております。これをいかに
行動に結び付けていただけるかと思っております。�
　三番目の会員・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。は、公式
訪問に於いて会員皆様に情報の大切さを訴え、そして講演録を冊子にまとめましたので、一読して
いただければ更に情報の共有が出来ると考えております。�
　四番目の魅力あるクラブ作りとクラブ組織強化を増進し、各クラブ会員純増1名を達成しましょう。は、
各クラブが魅力あるクラブ作りに向け「ＣＬＰ」等の導入を考え、少しずつではありますが進んでいる
と思っております。しかし、各クラブ会員純増1名を達成しましょう。では、各クラブによっては多少の
温度差があったのではないでしょうか。来年度は是非全クラブ達成していただきたいものと思ってお
ります。�
　五番目の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。では、4月30日現在で100.39
ドルを達成していただきました。本当にありがとうございます。�
　六番目の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。は4月30日現在で
13,257円であり、あと1,743円であります。この6月に是非会員皆様の努力で達成していただきたいと
思います。�
　地区目標に挙げさせていただきました目標を、会員皆様が良くご理解していただき、多いに「奉仕
の理想」の実があがったのではないかと思っております。本当にありがとうございました。�
　地区のロータリー運動は駅伝であると思っております。津久井年度より「襷」を受け取り、少しステ
ップアップを図り松倉年度へ渡す作業であると思っております。「襷」を途切れることなく、無事渡せ
ることに安堵しております。�
　次年度、松倉年度が今年以上にご活躍していただくと共に、会員皆様のご協力に感謝致しまして、
一年のまとめとしたいと思います。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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　「RI会員増強推進計画の表彰」及び「RI広報賞」の地区推薦クラブが、下記の3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。�

記�

RI会員増強推進計画の表彰（退会防止）�

前橋南ロータリークラブ�
�
�

RI会員増強推進計画の表彰（新会員の勧誘）�

前橋中央ロータリークラブ�
�

RI広報賞�

富岡中央ロータリークラブ�
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　4月25、26日に、台湾清傳高級商業職業学校の学生16名学校関係者4名ロータリアン他19名、
総勢39名が来県されました。25日は共愛学園高等学校にて、横山ガバナーを迎えて盛大に歓
迎セレモニーを開催しました。閉会後台湾の学生は、ホームステイ（一泊）先へ移動して日本の
学生やその家族との交流を深めました。26日はロータリアンと県内観光に行きました。高崎観音
山から始まり、お昼は日本の文化であるお茶を体験して頂き、全国都市緑化ぐんまフェア前橋
会場を見学しました。短い時間でしたがとても喜んでくれ、特にお茶席は感銘していただきまし
た。夜のさよならパーティーには、2560地区（新潟）から山本インターアクト委員長ほかロータリア
ン2名学生8名の参加をいただき、台湾研修後約1カ月ぶりの再会に一同感激しあいました。ア
トラクションも盛りだくさんで、特に群馬の学生が舞った「ファイト！八木節」は会場から大喝采を
受けました。�
　台湾への研修、受け入れと1カ月の短い期間でしたが、学生達、及びロータリアンにとってと
ても有意義な体験になったと思います。この事業が日台の親善に役立てば幸いです。�
　最後に共愛学園高等学校と前橋東ロータリークラブの皆さんに深く感謝を申し上げ、報告と
致します。�

インターアクト委員会�
委員長　大本　計馬�

共愛学園到着� 共愛学園鈴木校長からプレゼント�

歓迎セレモニーで挨拶する横山ガバナー�

さよならパーティでダンスを披露する台湾の学生� さよならパーティ「ファイト！八木節」の後の記念撮影�

共愛学園到着後の記念撮影�
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　5月12日（月）、ホテルパシフィック東京において第1回日台ロータリー親善会議が約700名（台
湾より約160名）の両国ロータリーアンが参加して盛大に開催されました。�
同会議は、日台ロータリー親善会議小澤秀瑛名誉会長（RI第2580地区PG）の開会の辞に始
まり、同会議前川昭一総裁（RI第2580地区PG）の歓迎の辞、台日国際扶輪親善会林士珍理
事長（第3480地区PG・台中RC）の祝辞ほか、両国の来賓の方々の祝辞の後、お互いの現状
報告も行われ、懇親晩餐会では日本舞踊家集団の長唄の演奏や舞踊もあり日本の伝統文化
が紹介されました。�
当地区からは、横山公一カバナーと本年2月に台北首都RCと友好クラブを締結した高崎北RC
稲川庫太郎会長と同友好クラブ井田三義実行委員長の3名が参加され、国内各地より参加し
たロータリーアンと共に国際交流を深め、友好の輪を広げました。�

〈第1回日台ロータリー親善会議の会場風景〉�

〈稲川会長・渡辺敏彦ガバナー(新潟南)・横山ガバナー・井田副会長〉�
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　高崎北RCは、初の日台親睦会議が開かれる節目の年に台北首都扶輪社と友好クラブの締
結を行った。�
　北ＲＣより重田政信ＲＩ直前理事ご夫妻と稲川庫太郎会長・鈴木洋ニ幹事を始め、同RC井
田三義友好クラブ実行委員長、仲手川實副実行委員長、高山秀男委員(同RCローターアクト
委員長)の計7名が締結の為、北首都扶輪社(台北市)を訪問。�
　台日国際扶輪親善会林士珍理事長(第3480地区PG・台中RC)、黄其光元ＲＩ副会長(台北
RC)、謝三連ＲＩ理事エレクト(台北東昇RC)、李翼文第3520地区PG(台北首都RC)、陳俊鋒
3520地区ガバナー及び関係者の方々の立会いのもと、台北首都RC祭清泉会長と稲川庫太
郎会長が中心となり台北首都RCのロータリーアンの見守る中で盛大に締結式が執り行われ、
両国のロータリーアンの親睦と友情の輪が広がることを祈念した。�

高崎北RC創立40周年式典に出席�
　高崎北RCと友好クラブの台北首都扶輪社一行27名は去る4月15日～17日、高崎北RC創立
40周年式典に出席のため高崎北RCを訪れた。�
一行は妙義山さくらの里にて満開の桜を堪能した後、少林山達磨寺にて北RC会員の広瀬正
史住職より達磨寺に関する説明を受け、鈴木洋二幹事とご家族の指導でお茶会を楽しみ感動、
日本の伝統文化に接した。その後、全員が高崎北RC創立40周年式典に出席、ゆるぎない友
情と信頼関係をより深めた�
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　つつじの花が満開になり素晴らしい季節を迎えた2008年4月26日（土）、館林のジョイハウス
に於いて、創立50周年記念式典が坂村吉保実行委員長のもと挙行された。�
　安樂岡一雄市長をはじめとするご来賓の皆様、横山公一ガバナー、当スポンサークラブであ
る足利ロータリークラブをはじめ、RI第2840地区及び地区外より多数のロータリアンの皆様の参
加のもと、式典は50年間の先人達の偉業とその重みを讃えるごとく厳粛のうちにも和やかな雰
囲気の中で進行した。50周年のあゆみが上映され、記念事業として向井千秋子ども記念科学
館に「ゆめおおぞらへ」と名づけられた彫像1基の贈呈と館林ボーイスカウトにテント2張が贈呈
された。チャーターメンバーの大越柳次会員に、RIよりの賞状と記念品がガバナーより贈呈され、
多くのご来賓よりご祝辞をいただき、緊張のうちに式典は終了した。�
　祝賀会では、元ロータリー財団奨学生の矢島吹渉樹さんのピアノ演奏を楽しみ、多くの参加
者は最後まで祝宴を楽しんでいた。�
　私達会員一同は、この50周年を礎に新たな歴史をロータリー活動を通じて、地域社会とのか
かわりをより密にし、奉仕活動に邁進する決意をより強くした。�
　終わりに、ロータリアンの友情に深く感謝いたします。�

原初次会長挨拶� 横山公一ガバナー挨拶� スポンサー足利RC飯島秀雄会長挨拶�

坂村吉保実行委員長挨拶� RIより記念品を受ける大越柳次会員� 元Ｒ財団奨学生の矢島吹渉樹さんによるピアノ演奏�
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　新田ロータリークラブ創立２５周年記念式典を、5月11日（日）午前10時30分より、ティアラ・グリ
ーンパレスに於いて挙行致しました。�
　横山公一ガバナー、清水聖義太田市長を始め、多くのご来賓の皆様、又近隣ロータリアンの
大勢の皆様、遠くは友好クラブの台湾・北斗ＲＣより15名、姉妹クラブの福井南RCより20名の
ご臨席を賜り、又会員並びに夫人を含め、総勢160名による華しい記念式典となりました。�
　式典の中で、第3460地区北斗RCとの友好締結更新式も行われ、今後の更なる友好交流を
約束いたしました。�
　祝賀会では、マリンバ奏者・市川みどり先生の素晴らしい演奏で始まり、友好クラブと姉妹ク
ラブの人たちの合唱、また今回の25周年を祝し、福井南RCの会員が作詞作曲した「新田ロー
タリーソング」を新田RC会員全員で合唱する等、大変楽しい雰囲気の内に終了する事ができ
ました。�
　また、皆様には、お忙しい中にも関わらず全員最後までご協力頂きました事、会員一同心より
感謝を申し上げます。今後も全会員一致団結し、奉仕活動に邁進して行く所存でございます
ので、ご指導賜りますようお願い申し上げます。�
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　2008―2009年度 地区協議会が5月10日(土)、富岡市生涯学習センターに於いて開催され
ました。�
　横山公一ガバナー・松倉紘洋ガバナーエレクト・清 章司 地区研修リーダーをはじめ、パストガ
バナー・地区役員と地区内47ロータリークラブから会長エレクト、次年度幹事、各委員長など総
勢620人が参加しました。�
　富岡中央ロータリークラブ、小堀良夫実行委員長による開会の言葉、そして横山公一ガバナ
ーによる点鐘並びに挨拶で協議会が始まりました。清 章司 地区研修リーダーが地区協議会
の目的を示し、続いて、松倉紘洋ガバナーエレクトが挨拶と方針発表を行いました。方針発表
では、1月に行われた国際協議会での李東建国際ロータリー会長の年次テーマ『Make 
Dreams Real　夢をかたちに』を熱い心で説明し、今、ロータリアンが原点に戻って奉仕の活
動を行おうと参加者に呼びかけました。そして次に、地区目標を提示しました。�
　その後、地区組織と地区予算についての決議が行われ、参加者全員からの拍手をもって
承認されました。続いてロータリー財団からの表彰があり、１人当たり寄付額の上位クラブ、１位
沼田RC・２位渋川RC・３位前橋RC、100％「財団の友」会員クラブに桐生中央RCが表彰され
津久井義孝直前ガバナーよりバナーが渡されました。�
　基調講演では国際ロータリー第2700地区パストガバナー廣畑 富雄先生が『ロータリーの心と
原点』について講演をして下さいました。とくに職業奉仕については、考え方を解かり易く話し
て頂きました。また、当日用意した廣畑先生の著書、同名の『ロータリーの心と原点』200部が完
売を致しました。講演の内容が素晴らしかった証だと思います。�

国際ロ－タリ－第2840地区�
地区幹事　 村上　明男�
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　昼食後、7つの会場に分かれて分科会が行われました。廣畑先生を含むパストガバナーにカ
ウンセラーをお願いし、地区委員長にリーダーを務めて頂きました。各分科会とも活発な意見交
換が行われ、次年度の活躍が期待できる意義ある分科会でした。�
　分科会の内容はそれぞれの担当地区副幹事から、報告が有りました。後日発行される、地
区協議会報告書でその内容は確認してください。�
　そして、清 章司 地区研修リーダーの講評があり、地区大会実行委員長、次期開催ホストクラ
ブ挨拶へと続き、最後にホストクラブの富岡中央RC会長の閉会の挨拶があり、横山ガバナーの
点鐘で協議会が終了致しました。�
　また、場所を移して、ホテルアミューズ富岡で懇親会が行われました。会場一杯に参加者が
集まり、一日の疲れを癒しながら歓談をし、7月から始まる新ロータリー年度の夢を話していました。
その話が現実になるとR Iのテーマ『夢をかたちに』が達成できるので、松倉年度への皆様のご
協力をお願い致します。�
　最後に富岡中央RC様、ホストを務めて頂き、本当に有難う御座いました。そしてお疲れ様で
した。�
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　去る五月二十四日（土）、二十五（日）二日間、代々木の国立オリンピック記念青少年総合セ
ンターで表題の会議が開催され、当地区からは横山ガバナー、松倉エレクト、そして私の三名が
出席してまいりました。�
　毎度のことながら、セクハラ保険について議題があがりましたが、将来はインターアクト、ロータ
ーアクト、ライラ、米山の学生についても検討対象になるかも知れないとの事でした。また、この
青少年交換に直接・間接関係する人全員に誓約書を提出させるとのことでしたが、その範囲
について討議がなされました。�
　毎年、交換学生が減少していますが、その原因の一つが、受け入れるホストファミリー難、こ
れをいかにお願いしていくかということも議論されました。圧巻は、日本の交換学生第一期生
の登壇とパネルディスカッションでした。�
　日本の青少年交換プログラムは１９６２年にスタートした訳ですが、宮崎洋子さんだけではあり
ませんでした。一期生は彼女を含め十名弱いた様ですが、そのうち、四十五年前の事ですが、
連絡が取れ、なおかつ都合のついた五名が東京から九州から来てくれました。当時十六、七
歳の若き少年・少女も今はお孫さんもいらっしゃるお年になりました。�
　そして、かっての敵国日本の青少年を受け入れてくれた勇気あるホストファミリーのこと、オー
ストラリアでの生活、その後の人生について、生 し々く語ってくれました。今でも二年毎に行った
り来たりしているという人もいました。�
　改めてこのプログラムの歴史、重要性について、再確認させられた二日間の研修会でした。
この会に出席させていただいて感謝しております。ありがとうございました。�

青少年交換委員長�
小暮　高史�

研究会 研修風景� 研究会 青少年交換一期生�

研究会 熱心に聞く横山ガバナー�
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　横山ガバナーのご配慮により、ガバナー月信に「ローターアクトからのお知らせ」として様々なアクトに関す
る情報や現状報告を毎号掲載させて頂きました。�
　月日の経つのは本当に早く、自分が地区ローターアクト代表となってから、もうすぐ１年となります。�
　自分にとって大切な場所であるローターアクトを、もっと魅力のあるもっと力強い組織にしようと、１年間全
力で駆け抜けてきました。忙しく、大変なこともたくさんありましたが、それ以上に充実した日々でした。�
　今までの地区運営を見直し、新しいニーズに応えるべく実施した「合同公式訪問」や「ＲＣ・ＲＡＣ合同
事業」は、各クラブにいい刺激を与え、プラスとなりました。�
　また、海外研修や地区年次大会では、国境・県境を越えたアクターとの交流ができ、ローターアクトで培っ
た友情の深さを知ることができました。年次大会では、多くのロータリアンの方々のお力添えを頂き、自分た
ちを提唱してくれているＲＣに対して感謝の気持ちでいっぱいです。�
　地区の大きな行事を企画・実行したことは、アクターの企画力や運営力を高め、絆をさらに強いものにす
る素晴らしいきっかけとなりました。苦労をともにした仲間の存在は、アクターにとってこれからの人生の何
よりの財産となっていくと思います。�
　地区全体の会員数は、４３名から１０２名へと倍増させることができました。�
　しかし、新会員育成まで形にすることができず、まだまだ実動数へとつなげることができていません。�
　この点は、来期の課題として、2008－2009年度に積極的に行ってまいりますので、今後ともご指導頂け
ましたら幸いに存じます。�
　今期は、インターアクト年次大会・ライラ研修会・ＲＣ地区大会などに参加させて頂き、ローターアクトのＰＲ
をさせて頂きました。「ローターアクトが単体で活動するのではなく、インターアクトやライラ研修生、財団奨学
生、米山奨学生、そしてロータリアンの皆様といったロータリー家族全体でつながれたら、そこには新しい魅
力と可能性が生まれるのではないか」という私の思いであり願いでもある気持ちがあったからです。�
　３６５日、常にアクトについて考え、アクトで活動をしてきました。地区ローターアクト代表としての活動を通
じて、新しい出会いや新しい経験をさせて頂き、一回り成長できた自分がいます。思うことは、「ローターア
クトには他のボランティア団体やサークルにはない、素晴らしい魅力と可能性がある」ということ。願うことは、
「このローターアクトという素晴らしい団体を、未来につなげ、若者たちが成長できる場を与え続けられます
ように」ということです。�
　ロータリアンの皆様、今後ともローターアクトに関心を持ち続け、アクト育成にお力を貸してください。�
　「Rotary in Action」　新世代に向けたロータリークラブの活動の一環として生まれたローターアクトを、こ
れからもよろしくお願いします。�
　最後になりましたが、１年間様々なお願いを聞きいれ、ご指導くださいました横山ガバナーを始めとする
地区スタッフの皆様と、卓話の受け入れをしてくださいましたＲＣの会長・幹事様、アクト行事にご出席を賜
りましたロータリアンの皆様、そして、自分と共に最後まで歩き続けてくれた２８４０地区のローターアクター全
員に心から感謝申し上げ、最後のご挨拶とさせて頂きます。�
　１年間、本当にありがとうございました！！�

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�
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 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�

　�
　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）�　ディラン（沼田）�

　成田空港　出迎え�

 ７月５日（土）�

 ７月13日（日）�

 ７月26日（土）�

　インターアクト合同会議�

　第1回ガバナー諮問委員会�

　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輪�

　桐生プリオパレス�

　新宿京王プラザホテル�

　ホテルメトロポリタン高崎�

 ７月11日（金）～12日（土）�　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�

�

 ８月17日（日）～23日（土）�　第10回 INTEROTA 2008

 ８月２日（土）� 　会員増強・新会員セミナー� 　ホテルアミューズ富岡�

　ソウル�

 ８月23日（土）�

 中旬�

 下旬�

　地区財団セミナー・WCSセミナー�

　1年派遣交換学生　出発�

　夏期受入学生　帰国�

 ８月22日（金）� 　米山指定校説明会� 　ホテルメトロポリタン高崎�

　�

　成田空港出迎え� 中旬� 　1年受入交換学生　来日�

 下旬� 　第2回青少年交換委員会・1年受入学生オリエンテーション�

　�

　�

 ６月８日（日）� 　ロータリー財団奨学生オリエンテーション・壮行会�

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４日（水）～８日（日）� 　WCS＆MG 炭素繊維水質改善プログラム現地視察� 　フィリピン�

　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�

　ディラン（沼田）�

 ９月６日（土）�

 ８月14日（日）～15日（月）�

 ８月28日（日）�

　四大奉仕セミナー�

　GETS  ガバナーエレクト研修セミナー�

　地区大会記念ゴルフ大会�

　ホテルアミューズ富岡�

　ホテルアミューズ富岡�

　� 初旬� 　青少年交換セミナー�

 ８月20日（土）� 　米山セミナー�

　グランドプリンスホテル高輪�

　21センチュリークラブ�
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井上　拓民�
前橋中央RC

入 会 日／2008年4月2日�
職業分類／薬剤師�
勤 務 先／（有）折り鶴�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／松尾敏枝�

市川　健一�
太田RC

入 会 日／2008年4月10日�
職業分類／証券業�
勤 務 先／野村證券（株）太田支店�
役　　職／支店長�
推 薦 者／石川重政�

今井  文治郎�
太田RC

入 会 日／2008年5月22日�
職業分類／銀行�
勤 務 先／（株）東和銀行太田営業本部�
役　　職／本部長兼太田支店長�
推 薦 者／松本博�

小此木　朗�
太田中央RC

入 会 日／2008年4月14日�
職業分類／建築土木�
勤 務 先／（有）小此木工業�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／蛭田義徳�

落合　重男�
太田RC

入 会 日／2007年7月26日�
職業分類／鉄鋼業�
勤 務 先／（株）落合鉄工所�
役　　職／代表取締役�
推 薦 者／野村茂雄�

（渋川みどりＲＣ）�

山添運輸（株）　会長�
　　　2008年5月7日　逝去（享年　73歳）�
チャーターメンバー�
1997－1998年　渋川みどりRC会長�
1997年8月　ポールハリスフェロー�
2004年　　 創立１０周年記念事業実行委員長�

山添　　満�

謹んでお悔やみ申し上げます�
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　ガバナー月信を発行し1年間になります。長いようで短い1年間だったと思います。�
まず、「表紙をどうしようか」から始まりました。そして関口コオさんの沼田を描いたきり絵を、1年
を通して使わせて頂けないかという話になり、沼田ロータリークラブの角田隆さんが持っている
きり絵を関口コオさんの了承を得て、使わせて頂くことになりスタートしました。�
　ロータリーの会員の皆様に情報を共有して頂くために、その月間にあわせ記事を集め編集
発行して参りました。その中でＩＴ委員長の石原さんには、大変御協力をして頂き最終回を迎
えられました。�
　RI2840地区の皆様、1年間御愛読をして頂き誠にありがとうございました。感謝申し上げます。�

月信担当副幹事�
津久井　功�




