
 

中野 正美 ガバナー公式訪問例会 

 
 

点 鐘・ソング 国歌 奉仕の理想 

― 会 長 挨 拶 ― 

 

上野 和路 会長  

皆さんこんにちは。 

そして先日の地区大会出席ご苦労様でした。私は兄

の子であり将来はウチの法人の理事長になるであろ

う甥っ子の結婚式が東京であった為に欠席となり、横

田副会長にお手数おかけしてしまったようで、すみま

せんでした。 

そして今は回復していますが、前日の RI 会長代理

の歓迎会には熱こそはなかったのですが、体調不良の

ため急遽の欠席とさせていただきました。御迷惑をか

け申し訳ありませんでしたが、大会の方は大成功のう

ちに幕を閉じたということを幹事から報告を受けて

おりほっとしております。 

本日は 2840地区中野ガバナーを始め柳田地区幹事、

小林地区副幹事そして、我が第四分区 B の飯田ガバ

ナー補佐をお迎えしてのガバナー公式訪問例会とな

っております。ですからこの例会後に、各役員、委員

長、そして入会 3 年未満の会員の方はお残りになっ

て、会議に必ず参加していただければと思います。 

そして本日大変珍しく、2840 地区内の方であれば

たまに私も経験しているのですが、この地区以外の会

員のメイクをお受けいたしております。 

お越しいただいたのは横浜港南ロータリークラブ

の佐々部宣宏会長です。実はこの会長とは、私が以前

副幹事として、今は亡き中村研司当時幹事と行ったセ

ブポートセンターロータリークラブの会長就任式に

参加した時にお会いしたことがあり、なんと今年の 6

月に行われた会長就任式では、今年度同期のロータリ

ーの会長としてご一緒させていただいた方でござい

ます。そして私事ですが、来月 7 日に次男が横浜市

磯子区で動物病院を開業させていただくのですが、正

にその地区のロータリークラブだったので、何かご縁

というものを感じております。私も近い日程で横浜港

南ロータリークラブにメイクをしに行こうと考えて

います。皆様もいろんなところで人と出会い、そして

人との交流を深めてお付き合いができれば、楽しい充

実した人生が送れると考えておりますので、ぜひぜひ

色々なところに参加してみてください。 

既に私に「息子を港南ロータリークラブに入会させ

ろ」とお誘いが来ていますが、しばらくの猶予をとお

話しました。 

どのクラブも新入会員獲得は大変なようですね。 

本日もよろしくお願いいたします。 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２２年１０月２８日(金) 第３１２５回例会報告（Ｎｏ，１５） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０２２～２０２３年度 

みんなのロータリー、みんなでロータリー、 

さあ！奉仕に出かけよう 
第２８４０地区 ２０２２～２０２３年ロータリーのテーマ 
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― お 客 様 ― 

 
国際ロータリー第２８４０地区 

ガバナー 中野 正美 様 

第４分区Ｂガバナー補佐 飯田 知義 様 

代表地区幹事 栁田 秀男 様 

地区副幹事 小林  禎 様 

 

― ビジター ― 

 
横浜港南ＲＣ 会長   佐々部 宣宏 様 

会長夫人 佐々部 まゆり様 

 

― バナー交換 ― 

 

― 米山功労者感謝状 ― 

 
宮内 敦夫 パストガバナー  

 
谷田川 敏幸 会員  

 
本島 克幸 会員  

 
飯塚 一成 会員  
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― 会 務 報 告 ― 

               上野 和路 会長 

Ｒ ４．１０．２２（土）地区リーダーシップセミナー 

  於・ティアラグリーンパレス 

参加者 根岸 利正・宮内 敦夫・山本  樹 

Ｒ ４．１０．２２（土）ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

 於・ティアラグリーンパレス 

参加者 根岸 利正・宮内 敦夫・山本  樹 

Ｒ ４．１０．２３（日）地区大会 

参加者 ２３名         於・太田市市民会館 

 

今後の予定 

Ｒ ４．１０．２８（金）第４回クラブ協議会   

   於・ニューミヤコホテル館林 

対象者 ＜義務出席＞ 

地区役員・地区委員・理事・役員 

各委員会委員長・新入会員 

（全会員出席推奨） 

Ｒ ４．１１． ５（土）第２０回記念 

ロータリー全国囲碁大会 

  於・日本棋院本院 

Ｒ ４．１１． ６（日）ロータリー財団補助金 

管理セミナー 

  於・前橋問屋センター会館 

対象者 横田 善次・山本  樹・宮内 敦夫 

谷田川敏幸 

Ｒ ４．１１． ７（月）第４分区Ｂ会長・幹事会 

         於・しのづか陣屋 

対象者 上野 和路・根岸 利正・宮内 敦夫 

Ｒ ４．１１． ７（月）イルミネーション点検作業 

         於・谷田川倉庫 

Ｒ ４．１１．１０（木）上野年度 

 第２回親睦ゴルフコンペ 

於・ゴールド佐野カントリークラブ 

Ｒ ４．１１．１１（金）インフルエンザ予防接種 

    於・ニューミヤコホテル館林 

対象者 クラブ会員希望者 

Ｒ ４．１１．１８（金）２０２３－２４年度 

理事・役員指名委員会 

対象者 パスト会長            於・増喜 

オブザーバー 会長・幹事・会長エレクト・副幹事 

Ｒ ４．１１．１９（土）イルミネーション設置作業 

          於・駅前通り 

Ｒ ４．１１．２７（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅢ 

   於・前橋商工会議所会館 

対象者 横田 善次・山本  樹・毛塚  宏 

小池 敏郎 

Ｒ ４．１２． ２（金）年次総会         

於・ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ４．１２． ３（土）イルミネーション点灯式           

於・館林駅前 

Ｒ ４．１２． ３（土）イルミネーション点灯式慰労会 

於・吉川 

Ｒ ４．１２． ５（月）館林商工会議所 

創立７５周年記念式典 

対象者 上野 和路      於・三の丸芸術ホール 

Ｒ ４．１２．２３（金）クリスマス例会         

於・ニューミヤコホテル館林 

― 幹 事 報 告 ― 

 
根岸 利正 幹事 

１．例会場・例会時間の変更 

◆大泉ＲＣ 

１１月１６日（水）→ 夜間例会 

          点 鐘 １８：３０ 

           会 場 幸寿し 

１１月２３日（水）→ 祝日休会 

１１月３０日（水）→ 休 会 

◆館林東ＲＣ 

１１月 ９日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

１１月１６日（水）→ 夜間例会 

          点 鐘 １８：００ 

           会 場 つかさ 

１１月２３日（水）→ 休 会（祝日のため） 

１１月３０日（水）→ 休 会（第５週目のため） 

◆館林ミレニアムＲＣ 

１１月 ３日（木）→ 祝日休会 
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１１月１７日（木）→ 夜間例会 

          点 鐘 １８：３０ 

           会 場 西の洞 

◆太田西ＲＣ 

１１月 ９日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

１１月２３日（水）→ 休 会（祝日のため） 

◆伊勢崎東ＲＣ 

１１月２１日（月）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

１１月２８日（月）→ 伊勢崎南ＲＣ合同例会 

          点 鐘 １８：３０ 

           会 場 伊勢崎プリオパレス 

◆富岡ＲＣ 

１１月 ２日（水）→ １１月８日（火） 

深谷ＲＣとの合同交流例会 

         点 鐘 １２：３０ 

         会 場 渋沢栄一記念館（深谷市） 

１１月２３日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆碓氷安中ＲＣ 

１１月 ３日（木）→ 休 会 

１１月１０日（木）→ 移動例会 

（ロータリー財団補助金事業贈呈式） 

           会 場 のどの荘 

１１月１７日（木）→ 休 会 

１１月２４日（木）→ 例会・クラブ協議会 

２．会報、週報 

◆大泉ＲＣ → １０月会報 

３．その他 

◆第４分区Ｂガバナー補佐 飯田 知義 様 

会長・幹事会のご案内 

（第４分区Ｂ地区役員の選出について） 

  【日 時】１１月７日（月） １２：３０～ 

  【会 場】しのづか陣屋 

  【登録料】１，０００円 

  【対象者】会長・幹事・パストガバナー 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

特別寄付金感謝状のご送付 

  第５回米山功労者  宮内 敦夫 会員 

  第４回米山功労者  谷田川敏幸 会員 

     〃      毛塚  宏 会員 

  第２回米山功労者  本島 克幸 会員 

  第１回米山功労者  荒木千津子 会員 

     〃      飯塚 一成 会員 

     〃      岡田 雅一 会員 

◆館林商工会議所 

創立７５周年記念式典ご臨席のご案内 

 【日 時】１２月５日（月）受  付 １３：００～ 

        記念式典 １３：３０～ 

        記念講演 １５：００～１６：００ 

 【会 場】館林市三の丸芸術ホール 

 【対象者】上野 和路 

◆上毛新聞アドシステム㈱ 

シャトル年賀広告ご出稿のお願い 

 【掲載料】２２，０００円（税込） 

 

― 委員会報告 ― 

＜インフルエンザ予防接種のご案内＞ 

 
横田 善次 副会長 

11 月 11 日（金）にニューミヤコホテル館林で開催します。 

接種希望の方は１０月２８日、１１月４日（金）に予約を

受け付けますので、事務局までお申し付けください。 

 

―出席・ニコニコ BOX 委員会― 

 
齊藤 一則 委員長 
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例会出席報告 

通算３１２５回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５８名 

５６名 

出 席 者 数 ３６名 

欠 席 者 数 ２０名 

出 席 率 64.29％ 

前前回修正 81.82%～89.10％ 

 

― ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ― 

☆ガバナー 中野 正美 様 

ご芳志として 

☆第４分区 B ガバナー補佐 飯田 知義 様 

ご芳志として 

☆宮内 敦夫パストガバナー   大変頂きました 

本日は、２８４０地区中野ガバナー、飯田ガバナー補

佐、栁田幹事、小林副幹事様ようこそおいで下さいま

した。よろしくご指導ください。 

横浜港南ロータリークラブ会長佐々部様ご夫妻遠路お

いで下さいました。歓迎いたします。 

☆佐々部宜宏横浜港南ＲＣ会長  大変頂きました 

今日はガバナー訪問おめでとうございます。上野会長、

セブでは大変お世話になりました。 

☆上野 和路会長        大変頂きました 

中野ガバナー御一行様ようこそいらっしゃいました。

そしてはるばる横浜から佐々部さんに来ていただきま

したので。 

☆横田 善次副会長       大変頂きました 

中野正美ガバナーようこそ館林に！ご指導よろしくお

願いします。 

☆根岸 利正幹事        大変頂きました 

先日の地区大会では皆様ありがとうございました。本

日は中野ガバナー、地区役員の皆様ありがとうござい

ます。クラブ協議会、よろしくお願いいたします。佐々

部様、ようこそ館林ＲＣへ。 

☆野辺 昌弘会員        頂きました 

中野正美ガバナー公式訪問歓迎いたします。 

☆松本 耕司会員        大変頂きました 

本日は、中野ガバナー並びに、スタッフの皆様ご来訪に

心より感謝申し上げます。又過日の素晴しい地区大会、

大変お疲れ様でした。 

☆小暮 高史会員        頂きました 

中野ガバナー、本日はようこそいらっしゃいました。ご

指導宜しくお願い申し上げます。横浜港南ＲＣの佐々部

会長ご夫妻、セブポートクラブの会長就任式ではお世話

になりました。 

☆長柄 純会員         頂きました 

中野ガバナーご来訪に感謝申し上げます。 

☆毛塚 宏会員         頂きました 

本日、欠席で申し訳ございません。中野ガバナー館林Ｒ

Ｃへの御来訪ありがとうございます。 

☆多田 善洋会員        頂きました 

中野正美ガバナーをお迎えし、また日頃太田市医師会長

としてお世話になっております。 

☆谷田川 敏幸会員       頂きました 

本日は中野ガバナーの公式訪問例会です。どうぞ宜しく

お願い申し上げます。 

☆瀬山 欣春会員        大変頂きました 

中野ガバナーのクラブ公式訪問につき、よろしく御指導

の程、お願い申し上げます。本日は記念写真をとらせて

頂きます。ご協力をお願いいたします。 

☆関口 昇会員         頂きました 

中野ガバナー御一行様本日はお世話になります。よろし

くお願い致します。 

☆関井 宏一会員        大変頂きました 

地区大会大変お世話になりました。中野ガバナーのご来

訪歓迎致します。 

☆石川 長司会員        頂きました 

本日は中野ガバナー公式訪問ご来訪ありがとうござい

ます。ご指導の程よろしくお願いいたします。 

☆山本 樹会員         大変頂きました 

本日は、中野正美ガバナー飯田ガバナー補佐栁田幹事小

林副幹事来訪ありがとうございます。ご指導よろしくお

願いします。また、横浜港南ロータリークラブ佐々部宜

宏会長ご夫婦メイクありがとうございます。 

☆飯塚 一成会員        頂きました 

本日は、中野ガバナー公式訪問ありがとうございます。 

☆羽鳥 紫乃会員        頂きました 

中野ガバナーご来訪ありがとうございます。先日地区大

会に参加させていただきました。今後ともご指導の程よ

ろしくお願い致します。 

☆小池 和敏会員        頂きました 

中野ガバナー本日はご来訪ありがとうございます。また

先日の地区大会に出席でき、大変勉強になりました。 

☆長柄 光則会員        頂きました 

中野ガバナー、本日はよろしくお願いします！ 

☆齊藤 一則会員        頂きました 

先日の地区大会、大変御世話になりました。本日は中野

ガバナーをお迎えして勉強させて頂きます。横浜港南Ｒ

Ｃより佐々部会長ご夫婦もようこそ館林へ。 
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― ガバナー講話 ― 

 
ガバナー公式訪問の主な目的ですが、会員の意欲を高

め支援を提供すること、クラブへのサポート、奉仕プロ

ジェクトへの参加意欲を喚起する、クラブの活動を地域

社会に紹介するよう奨励する、それから元気なクラブ作

りのために柔軟なクラブ運営や新しい取り組みを取り

入れるよう奨励する、ロータリーの重要な問題に関心を

高める、優れた活動に対して検証する、これらのことが

ガバナーの公式訪問の主な目的です。今年度 2022-2023

年度地区役員委員の方々、ご協力ありがとうございます。

感謝いたします。 

さて今年の会長はジェニファー Ｅ・ジョーンズさん、

カナダのウィンザー・ローズランド ロータリークラブ

の会員です。シルクドソレイユという団体でアクロバテ

ィックダンサーもやられていた、かなり活発な女性で、

現在はビデオ制作会社の社長であり、ウィンザー大学の

理事長でもいらっしゃいます。ここで国際協議会での会

長スピーチを紹介します。 

ある日の午前 6 時 45 分に 1 人のロータリアンから連

絡がありました。その人は数年前にハンブルクのロータ

リークラブで講演したとき知り合った方でした。彼のク

ラブは、アフガニスタンのカブールで平和活動している

若い学生と知り合いで、今タリバン政権で彼女が危険に

さらされているので、何とかして避難する飛行機に乗せ

てあげることはできないだろうかというものでした。自

分には何ができるだろうかと考え、落ち込んでしまいま

した。しかしマジックオブロータリーです。数年前、別

のロータリアンから元ロータリー平和フェローを紹介

してもらったことを思い出し、連絡が取れて 1 日も経た

ないうちに避難者リストに加えられ、2 日後、ヨーロッ

パ行きの飛行機に乗ることができたことを知りました。

これこそロータリーのインパクトです。ロータリーが結

果を出して、そして結果を残したということです。 

ここで国際競技会の動画をご覧ください。7 月 1 日、

あなたの時計がスタートしますということで始まりま

す。ビートルズのジョンレノンのイマジンの曲から影響

を受けたということで、テーマにイマジンが出てきてい

ます。全てのベストを尽くせる世界を想像してください

ということです。 

今年のロゴマークの説明です。来年はメルボルンの国

際大会ですので、オーストラリアの先住民アボリジニの

デザイナーがデザインしたロゴマークになっています。

この円は相互の繋がりを示します。周りにある七つの点

は私達であり、ロータリーの七つの重点分野を表します。

この全体でナビゲーションスターですが、これは同時通

訳で北極星と言っていました。さらに緑の棒はアボリジ

ニの人たちが肉体労働で使用する掘り棒ということで

す。それは私達にとってピープルオブアクション、世界

を変える行動人であり、物事を成し遂げるための道具を

表しています。それがこのロゴマークの意味です。国際

ロータリーがそして皆さんのクラブが長く続くために、

基本はしっかり変わらず守り続ける。しかし必要な変

化・変革・改革はなされなければなりません。 

ジェニファーさんはロータリーの基本はこの三つだ

と言っています。ロータリーの中核的価値観、ロータリ

ーの目的、四つのテスト。このロータリーの目的と四つ

のテストはロータリー手帳の裏表紙に書いてあります

し、ロータリーの中核的価値観は、これは関連資料の薄

い小冊子に書いてあります。 

このロータリーの中核的価値観、奉仕・親睦・多様性・

高潔性・リーダーシップの中で、高潔性という言葉がイ

メージわかないので説明します。高潔性：インテグリテ

ィを持っている人は、欧米では個人・組織に対する最高

の褒め言葉の一つだそうです。逆にインテグリティ、高

潔性を持ってないとはどういうことか。人の強みではな

く弱みに注目する者、冷笑家、人を蔑み笑う人、何が正

しいかではなく誰が正しいかに関心を寄せる、人格では

なく頭脳を重視する、有能な人を歓迎するのではなく恐

れる、自分の仕事に高い基準を掲げない。このように

2021年8月の東洋経済オンラインにあり引用しました。 

またロータリーのビジョン声明も出されています。私

達は世界で、地域社会で、そして自分の中で持続可能な

良い変化を生むために、人々が手を取り合って行動する

世界を目指しています。 

国際ロータリーとロータリー財団のビジョンを達成

するために 2024 年までの活動を方向づける四つの優先

事項が定められました。会員必携 88 ページに記載して
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あります。より大きなインパクトをもたらす、参加者の

基盤を広げる、参加者の積極的なかかわりを促す。適応

力を高める。ここでもまたインパクトが出てきます。最

初のジェニファーさんのスピーチにもインパクトとい

う言葉が出てきました。インパクトは継続可能でなけれ

ばなりません。例えば中低開発国の学校に教科書を寄贈

するという奉仕活動が世界各国で行われていますが、こ

れだけでは駄目です。教師を育成することから始めて、

教師が教科書を使って子供たちに教育して、子供たちの

識字率が上がって、学業成績が上がって始めてその奉仕

活動が成功した。これがインパクトです。これはロータ

リー財団の事務総長ジョン・ヒューコの言葉です。ジョ

ン・ヒューコはウクライナのキーウロータリークラブの

会員です。ロータリーが良い変化をするために、2840

地区の足立年度から言われていますが、多様性、公平さ、

ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンですが、

事実であり選択であり行動です。しかし以前から DＥI

という言葉ではなかったですが、既にロータリーは実践

していました。1933 年のボストン大会でポールハリス

が既に言っています。ロータリーの会員はあらゆる人、

全ての国、全ての宗教の人たちに開かれています。この

ことで全てのロータリアンの意見が一致しています。と

いうように既にロータリーでは DＥＩを実践していま

した。これが多様性のイメージです。年齢、民族、人種、

肌の色、能力、宗教、社会経済的地位、文化、性別、性

的思考、ジェンダー、異なるアイディア、価値観、その

他いろんなことを認めるということです。あらゆる背景、

経験、アイデンティティを持つ人がいることを認めると

いうことです。 

平等と公平、イコーリティとエクイティ。イコーリテ

ィというのは赤い靴を全ての人に履いてもらうこと、エ

クイティというのは、別々の靴でも一番それぞれの人に

合った靴を履いてもらうこと、これが公平さです。参加

者が快適でかつ生産的だということが条件です。 

次はインクルージョンのイメージです。インクルージ

ョンの反対エクスクルージョンは、組織の中から弾き出

される、敵対して中に入れない、排斥する感じです。そ

の中間でインテグレーションというのがありますが、こ

れは組織の中で外郭にはいますが中央には入ってきて

ない状態。インクルージョンというのは、この個性持っ

た人たちが中に入ってそれぞれ活躍して、この組織全体

が大きくなっていくという状態がインクルージョン。自

分や全ての人が歓迎されて大切にされていると感じる

ことができる、そのような文化雰囲気を築くことがイン

クルージョン。このような考え方はロータリーの専売で

はなくて既に社会でも行われています。 

DＥＩに対するコミットメントが RI から出されてい

ます。会員必携の 90 ページに載せましたので後でご覧

ください。 

 
次に環境のことについてお話しします。ロータリー財

団の七つの重点分野、平和の推進、疾病との戦い、水と

衛生、母子の健康、教育の支援、地域経済の発展、7 番

目に環境の保護が出てきました。2017 年に発表された

本に、地球温暖化を方向変換させるために提案された最

も包括的な計画という出版物があります。温暖化を方向

変換させる、防ぐということで、第三位に食品廃棄物の

削減が出ています。世界で生産される果物、野菜、肉、

その他の食べ物の3分の1は食卓に上がることがありま

せん。畑で未収穫のまま腐ったり、貯蔵庫で駄目になっ

たり、冷蔵庫で忘れられてゴミになります。食料の過剰

生産は、エネルギー、土地、費用、肥料などの資源の浪

費であり、ゴミ埋立地では廃棄物から温室効果ガスが出

てきます。食べられなかった食品、食料が栽培から廃棄

されるまでに大気中に放出される CO2 は毎年 440 万ギ

ガトン。1ギガトンが 10億トンなので 440兆トンです。

20万トンタンカーに換算すると 2億 2000万隻だそうで

す。これは地球全体の話で難しいので家庭の話にします。

環境省が 2001 年、家庭でできる温暖化対策を出しまし

た。温度設定を変えましょうということです。冷房 1 度

高くする。暖房 1 度低くする。週 2 日往復 8 キロの車の

運転をやめる。これは群馬県では公共交通機関が発達し

ていないので無理かもしれません。アイドリングを 1 日

5 分ストップする。待機電力を 90%削減。家族の全員が

シャワーの時間を 1 日 1 分減らす。風呂の残り湯を洗濯

に使い回す。これは特に 5 歳 6 歳より下の小さいお子さ

んがいる家では危険ですのでぜひお止めください。炊飯
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ジャー湯沸しポットの保温を止める。家族が同じ部屋で

団らんして暖房と照明を 2 割減らす。買い物袋を持ち歩

き、包装の簡単な野菜を選ぶ。今回の地区大会のお土産

の品物としてエコバックを選びましたのでぜひご活用

ください。次にテレビは番組を選び 1 日 1 時間、テレビ

の利用を減らす。これらのことを 2001 年環境省が発表

しています。皆さんはいくつできますでしょうか？  

CO2 の削減、エコバッグを持ち歩くことについて、

レジ袋は海洋汚染のマイクロプラスチックの原因の一

つだと言われていますし、ある人はマイクロプラスチッ

クの 47%はレジ袋が原因だというようなことを言って

います。このように 1 日削減していただくと、大体 547g

の CO2 が削減できます。これを 2840 地区のロータリ

アン 2000 人以上の方がやると 1 日 1.12 トン、1 年 365

日で 408t、パートナーを合わせると 800t 以上、家族 4

人で頑張ってやると 1600t 以上の CO2 が削減できるこ

とになります。一人一人が地球を守りたいという意識を

持って、他の人に言うことが最も大事で、それが広がっ

て地域や組織、企業や国を動かす力になる。これは国立

環境研究所の江守教授が言っていることです。 

 
ここで地区の話に移ります。地区スローガンは、みん

なのロータリー、みんなでロータリー、さあ！奉仕に出

かけよう、とさせていただきました。既に皆さんご存知

ですが戦略計画もあります。ビジョンとしては、「地域

社会とともに生きる 元気で魅力あるクラブを実現す

る」。次に行動計画を説明します。 

①ロータリーの中核的価値観の尊重を最初に出しま

した。自らの生き方として体得し、行動しよう。②会員

組織の強化、クラブの組織強化計画に基づき仲間を増や

しロータリーを楽しもう。③ロータリーの学習と知恵の

共有、地区の行事や各種セミナーに積極的に参加し、知

恵と情報の共有をしよう。④財団補助金の活用、すべて

のクラブは毎年度地区補助金事業を実践しましょう。 

⑤寄付の充実、ロータリアンは奉仕活動の資金として寄

付に協力しよう。寄付は奉仕活動のもとになるものです

から寄付をしましょうということです。⑥公共イメージ

の向上、ロータリアンは社会のリーダーとして地域と共

に良いことを広め、ロータリーの魅力を知らせよう。 

そこで重点項目を挙げさせていただきました。まず若

い人を率先して勧誘する。それぞれの伝統を継続させる

には若い人が必要です。カバンの中に 1 人 1 人が入会申

込書を持っていて、チャンスを逃がさずサインしてもら

うようにしてください。1 人 1 人がロータリーの宣伝マ

ンです。公共イメージ委員会だけではありません。 

ロータリークラブの奉仕活動です。例会にお昼を食べ

に行っているだけがロータリーではなくて、どういう奉

仕をしているかを、まずは家族に、そして職場の従業員

にお話していただきたいと思います。そこから少し広が

っていくと思います。 

次に財団の補助金です。マイロータリー登録をお願い

します。マイロータリーからラーニングセンターに入れ

ます。これはちょっとしたゲーム感覚で学習ができます

ので、ぜひ入っていただきたいです。この第 4 分区Ｂで

は、館林ミレニアムさんがもう 100%を達成しています

ので、ぜひそれに倣って、あるいは IT が得意な方はぜ

ひ職場や家に訪問して登録してあげてください。 

ロータリーの友は広報委員会が毎月紹介すると思い

ますが、マイロータリーのホームページについても、ぜ

ひ 5 分程度で紹介していただきたいと思います。それか

らガバナー月信の紹介もぜひお願いします。いろいろ工

夫して苦労して書いていますので。それから少額からで

きる寄付があります。チェックボックスにチェックを入

れて、クレジットカードの番号を入れるだけで、1 回で

も自動引き落としでも寄付できますので、例会場に来て

ボックスに入れるのが面倒な人にはいいと思います。私

もここから入れています。 

そして 45 クラブで地球環境問題を検討してください。

プラスチックゴミとか、フードロスの問題とか、ぜひ取

り上げていただきたいと思います。IM のテーマは環境

でお願いします。 

国連が提唱している SDGs がありますが、ロータリー

財団の環境とかなりリンクするので、ぜひ例会でフォー

ラムを 1 回開いていただきたいと思います。 

数値目標は会員必携にも現況報告書にも書いてあり

ますのでお願いします。 

マイロータリーの登録率、前年度足立年度は 50%が
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目標で、6 月末には既に地区平均で 50%に到達していま

す。75%を地区で到達しているところは日本ではないと

思います。一番高い目標に掲げさせていただきました。

太田クラブ 70%、前橋クラブ 78%に到達しました。館

林ロータリーさんは少し低めだったので頑張っていた

だきたいと思います。 

イマジンしながら共にたくさんのことを成し遂げま

しょう。さあ例会が済んだら社会に出かけて奉仕をしま

しょうということです。7 月に入ってすぐ慌ただしく元

気なクラブ作りのために満足度調査アンケートをさせ

ていただきました。元気なクラブ作りをどうしたらいい

かマイロータリーを見ていたら、アンケートをとったら

どうか思いつき実施しました。クラブについて会員が満

足している点、不満に感じている点は何かを知って、強

化したり弱点をカバーしたり改善したり役立てていた

だければと思います。どちらとも言えないというのはア

ンケートの集計から外させていただきました。検討して

いただければと思います。2840 地区の平均の回収率が

44.1%。第 4 分区 B は一番回収率が高かったです。ミレ

ニアムさんが 82%でした。館林クラブさんが 69.6%で

した。すごく頑張っていただきました。 

一番満足度が低い項目から挙げさせていただきます。

クラブの行事に家族、友人、同僚をよく誘うが一番低く

30%まで行ってないです。あと地域の職業人口構成を反

映しているも低かったです。あと才能スキルを生かす機

会があるは半数が満足してなかったです。逆に一番満足

しているのは、クラブを誇りに思うとか、ロータリーの

最新情報は 100%近いというのは本当に嬉しいことで

す。奉仕プロジェクトについて、プロジェクトの数は

80%近いです。国際奉仕プロジェクトの数が少ないが

10%でした。どこのクラブも国際奉仕をもっとやった方

がいいというデータが出ています。奉仕プロジェクトが

よく運営されているが低かったです。意見がないという

ことが結構多かったのが残念でした。費用について、そ

れなりに満足してらっしゃる方が多かったです。クラブ

の会費や例会の会費がちょっと高すぎるっていう方が

28%。これらのアンケート結果は会長さんにお渡ししま

す。 

それから今年の地区バッチのことをお話します。つる

舞う形の群馬県という上毛かるたの一つ、つるが舞って

いるような群馬県の形にコロナ禍からの脱却、蘇りを願

いフェニックスを重ねています。さらにこれから明るい

明日になるように日の出をかきました。これは太田クラ

ブの岡田会員のデザインです。 

イマジンロータリー、ＲＩ会長が世界各国の言葉でイ

マジンロータリーを言っていました。全ての国の言葉で

重要な意味を持つことを願いますということです。ぜひ

この 1 年、残りの数か月になりますが、奉仕活動よろし

くお願いします。 

以上でお話を終わります。ありがとうございました。 

 
ガバナー 中野 正美 様 

講話ありがとうございました。 

 

 
第４分区Ｂガバナー補佐 飯田 知義 様 

 

 
代表地区幹事 栁田 秀男 様 
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地区副幹事 小林  禎 様 

 

 
 

 

＜ 本日のお食事 ＞ 

 
 

 

＜ １１月のお食事予定 ＞ 

第１例会 シーフードカレー 

第２例会 麻婆豆腐 

第３例会 天ぷら 季節のアナゴ 

第４例会 ハンバーグ 

 

 

―第４回クラブ協議会― 

 
 

 
 於・文化会館 小ホール 

 

◆例会日 毎週金曜日 12：10 より 

◆例会場 ニューミヤコホテル館林（館林市文化会館内） 

     館林市城町 3-1 TEL0276-50-1541 

◆事務所 館林信用金庫本店内 

     館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181 

◆E:mail  tatebayashi.rc@cc9.ne.jp 

第 2840 地区ガバナー 中野 正美 

会   長 上野 和路   副会長 横田 善次 

幹   事 根岸 利正   副幹事 山本 樹 

会報  委員 小池 和敏   本間 美儀男 
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