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  ガバナー・前橋ロータリークラブ役員懇談会  　

  第１分区合同例会  　
ホストクラブ：前橋北ロータリークラブ
（三輪田聡会長　川口武志幹事）
  点　鐘  　三輪田会長（前橋北）
  国歌斉唱  　
  ロータリーソング  　我らの生業

  お客様紹介  　
◎国際ロータリー第2840地区2017-2018年度ガバナー
　　田中久夫様（高崎RC）

◎国際ロータリー第2840地区第一分区ガバナー補佐
　　大島秀夫様（前橋北RC）
◎国際ロータリー第2840地区地区幹事
　　広瀬正美様（高崎RC）
◎国際ロータリー第2840地区地区副幹事
　　岡本謙一様（高崎RC）
◎国際ロータリー第2840地区地区副幹事
　　吉崎　裕様（高崎RC）
◎国際ロータリー第2840地区第五分区ガバナー補佐
　　山田　晃様（沼田中央RC）
  会長の時間  　三輪田会長（前橋北）
  幹事報告  　川口幹事（前橋北）
  出席報告  　
  ニコニコBOX報告  ��
  各６ＲＣ卓話  ��

山田邦子国際奉仕・ロータリー財団理事卓話
前橋ロータリークラブ山田邦子です。前橋ロータリー
クラブでは、グローバル補助金活動について説明させ
ていただきます。
まずキーマンは米山奨学生です。米山奨学生は、田
中ガバナーもよくおっしゃっているように、クラブの
宝物であります。財産でもあります。愛情込めて活用
すれば資産価値はますます上昇すると思っております。
この彼、米山奨学生のオイドブ・バトゲレルさんは、
モンゴルの整形外科医です。現在、モンゴル国立第三
病院の副院長をしています。2004年から2005年、前橋
ロータリークラブ国際奨学生でありました。2005年
2006年の米山奨学生です。一度国に帰られ、2010年の
９月に、前橋ロータリークラブの例会で、米山学友活
動の卓話ということで話をいただいております。その
とき彼は、モンゴルで理学療法学科を自分の大学に設
立いたしました。ところが実習機具が足りなくて、理
学療法士の国際資格を獲るために単位がたりない、そ
れで日本へ学生が実習にきているという話をされまし
た。前橋ロータリークラブは、この米山学友の活躍を
応援しようと立ち上がりました。2012年、この年は「未



来夢計画」のはじまりの年です。モンゴル国立健康科
学大学に理学療法学科実習機具を寄贈しようと立案し
ました。
まずは、現場にいって視察しなくてはいけないとい
うことで、12年の９月にモンゴル健康科学大学へクラ
ブ有志６名で行ってきました。このグローバル補助金
活用事業は、支援国と実施国のクラブの共同事業です。
（実施側のクラブ）「モンゴルBZ100クラブ」は、英語
で例会ができるクラブということで、オイドブさんに
探し出していただいて、はじめて訪問いたしました。
国際的なクラブです。それから次は、健康科学大学に
視察に行ってきました。床にブルーシートを敷いただ
けで機具も何もないところで実習をしている、これで
はちょっと実習にならないなということで、私たちは
計画いたしました。まず内容は、実習機具機材を寄贈
する・・・これは、約３万7000ドルになっております。
それを財団に2013年６月に申請いたしました。で９月
には承認されました。この間３ヶ月ですけれども、当
クラブの岡部幹事の英語のやり取りが非常に役に立ち
まして、短期間にスムーズに行われました。そして14
年３月に機具機材の現地への搬入を実行いたしました。
コンテナに梱包して神戸の港から北京の港まで船で運
びました。北京からはウランバートルへシベリア鉄道
で３週間かけて移るという非常に長い計画でした。
これは現地での寄贈式です。そして実際、学生たち
が使いまして、そのあと外来でも使っております。こ
の機材の利用患者さんが、３ヶ月で252人という報告
をうけまして、これは健康と疾病予防の６つの重点項
目に役立っているということで報告しまして、承認を
受けました。
グローバル事業はひとつを完了してからでないと次
の事業にいけません。
今回の完了は、2840地区では最初のグローバル補助
金事業の完了でありました。
つづきまして今度は、モンゴル聴覚障害児支援VTT
を計画いたしました。今回は、モンゴルのロータリー
クラブから、モンゴルの障害教育は非常に遅れている
ので何とかならないかと持ちかけられてはじまったこ
とです。また例によりまして、モンゴル第29学校・・
これ国立の学校で唯一の聴覚障害者の学校ですが、そ
こに視察にいきました。今回も６人ほどのメンバーで
行きました。たしかに学校は小学校から高校まであり
ますけど、なんの変哲もない、でこれもごく一部のめ
ぐまれた子供しかいないところです。まずモンゴルは
補聴器という概念がないのか、補聴器はあってもメン
テナンスができないのでほとんどだれも使っていませ

ん。ですから子供達はまったく言葉を知らないで成長
しています。今回の会長さん、群馬大学の教育学部の
教授、当時の鴻田会長と視察して、学校の中をみせて
もらいました。
そして今度は「29学校」で、講師８名による集中講
義を計画いたしました。
群馬大学聴力障害教育教授の金沢教授が国内の専門
家を集め、聾学生や大学院生を集めての集中講義です。
現地の協力クラブは、セルベロータリークラブです。
ジンギスカン空港でお出迎えを受けました。これは講
義の風景ですが、ほとんど教師が受けています。この
講義は、日本語、それから日本語の手話、モンゴル語
の通訳、モンゴル語の手話と４人の講義で行います。
今回この記事が９月号のロータリーの友に出ると思い
ますので、ご興味があればご覧ください。講義は４日
間にわたり午前午後３時間ずつみっちり行いました。
で230のアンケートをいただきました。そのアンケー
トの結果から「やはりこういう有意義な講義はもっと
行ってほしい」、それから「日本に勉強に行きたい」
という圧倒的な意見がありました。
そして今計画していることは、今度はＶＴＴ申請特
別委員会を前橋ロータリークラブで開きまして、モン
ゴル教師を群馬大学で授業を受けさせて少し教育レベ
ルを上げましょう、基本的教育の充実、それから識字
率向上という６つの重点項目に沿った講義を、ＶＴＴ
を行おうと計画しております。今現在進行形です。田
中ガバナーの年に申請できるようがんばっております
のでよろしくお願いします。
以上で、前橋ロータリークラブのグローバル補助金
事業の発表を終わらせて頂きます。ありがとうござい
ました。
  田中ガバナースピーチ（一部編集）  

本日、なぜ合同公式訪問をした
のかということですが、最大の目
的は親睦です。高崎や前橋などは
全体で集まる機会がありますがそ
れができない分区もある、じゃあ
合同でやりましょう、そして夜は

一杯飲んでみんなで楽しい思いをしましょうよ、とい
うのが第一義であります。
お願いがあります。まず一番、RI会長賞というのが
あります。いくつかの項目を達成したら表彰が行われ
ます。その第一歩が、ロータリークラブセントラルと
いうウェブサイトにクラブの目標を入れなくてはなり
ません。まず登録してください。
二番、会員増強そして退会防止。クラブの目標は純



増一割でお願いしたいと考えております。１月に国際
協議会でアメリカへ行って、イアン・ライズリーさん
のお話を聞いたときにやっぱり一番にこれが出てきま
した。そして若い人を入れて欲しい。それから男女の
バランスを考えて欲しい。日本のロータリーの中で、
女性が占める割合はわずか５％です。６％に近い５％
かもしれませんが、世界中は25％です。まだまだ我々
は女性の力を活用していない。イアン・ライズリーさ
んがおっしゃっているこの二つを私も踏襲したいと思
います。達成できなければ私がガバナーをやっていた
意味がないという風に考えていますので、田中を男に
するつもりが少しでもあれば、宜しくお願いします。
公共イメージであります。皆さんの手元に三種類の
ポスターが行っていると思いますが、貼っていただい
ているでしょうか。そして、群馬経済新聞さんにお願
して、各クラブの紹介を載せ始めました。今まで８つ
くらい載ったでしょうか。そしてこういった会合が
あった時には、必ずマスコミに事前に連絡をしておい
ていただきたいと思います。上毛新聞とお話をさせて

いただき、言ってくれれば取材し取り上げると、約束
いただいています。
私は、７月から各クラブにメイクをしております。
今のところ15クラブくらいのメイクが終わりました。
メイクをするといろんなクラブの事情が分かります。
皆さん是非いろんなクラブにお暇な時間があったら顔
を出していろんな人と触れ合っていただきたい。一年
間通じて“know�other�clubs”　他のクラブを知りま
しょう、というキャンペーンを一年間張りたいと考え
ています。
補助金のお話です。地区補助金の事業を今年もお願
いしたいと思いますが、できたらいくつかのクラブで
合同して事業をしませんか、というお話をしました。
グローバル補助金、前橋さんが先ほど発表になりまし
たが、是非温めていることがあればやっていただきた
いなという風に思います。
寄付金を集める話です。財団寄付150ドル、ポリオ
30ドル、米山寄付金は16,000円であります。今日６ク
ラブとお話をさせて頂いて、２つ３つが年会費で徴収
する中にそれを全部取り込んでいる。年会費が多そう
に見えますが、実はその中に寄付金が入っているって
いうことはよろしいのかなって思います。ここまでが
わたくしからの皆さんへのお願いであります。
第二四半期になりますと地区大会があります。11月
19日ですが、前の日11月18日に、地区指導者育成セミ
ナーが午後の時間に行われます。この日から翌日にか
けて、RI会長代理の方が見えてくれることになってい
ます。RI会長代理は、今RI財団の管理委員をしてい
ただいています北清治さん。群馬には結構馴染みがあ
ると思いますが、本田ガバナーのご紹介を得て、北さ
んとコンタクトを取ってOKになりました。そしてRI
会長代理のエイド役を二日間お願いするのが曽我ファ
ストガバナーでありますので、この二日間は曽我さん
と本田さん、全体を巻き込んでの18、19日になりま
すので、19日は欠席されないように宜しくお願いした
いと思います。
地区大会の基調講演は、坂本光司先生。私の友人の
一人ですが、いま日本で一番講演の依頼が難しいと言
われている売れっ子です。しかもロータリアン向けと
言いましょうか、380万社から見出した“いい会社”と
いうことで社員をこれだけ大事にしているとか、素晴
しい商品で社会に貢献している、という目線でやるも
のです。１日の最後にホテルメトロポリタン高崎で打
ち上げをやります。そこに金沢から芸子が来ます。あ
の金沢でさえ芸子は全部で60名しかいないところを僕
は10名借りてまいりました。これだけでも見る価値あ



ります。
皆さんのお手元にこの１枚がございます。皆さんの
会社で宣伝をしてほしい。そのサイズで10,000円です。
当日配る地区大会のプログラムと報告書に、名刺大の
広告を載せさせて頂きますのでぜひお願いします。何
に使いたいかというと、九州北部豪雨の災害に義援金
200万円出しました。今は天候不順ですので、その時
の準備のために少しでもお金を集めて、2840地区の資
金にしたいと考えておりますので、ご協力を頂きたい
と思います。
最後、来年度末にカナダで国際大会があります。国
際大会、皆さん一生に一度は行かれた方がいいと思い
ます。60名募集したいと思っています。是非国際大会
に来ていただければなと思います。
皆さんがこの一日せっかく集まっていただきました
ので、夜の時間までご一緒させていただいて、楽しい
ロータリーライフを過ごしたいと思っています。ご清
聴ありがとうございました。
  会員増強委員会と公共イメージ委員会による戦略発表  

前橋ロータリー藤野会員増強委員長
皆さんこんにちは。さきほど田
中ガバナーから３度程名前を呼ん
で頂きました、前橋ロータリーク
ラブ会員増強委員長の藤野でござ
います。
会員増強と公共イメージについ

ての発表させていただきますので、どうぞよろしくお
願いします。
昨年も会員増強委員長をやらしていだだきまして、
昨年は通年純増２名でした。で今年も、会員増強やれ
と言われまして、「私でいいんですか・・」という形
でやることになったんですが、今回田中ガバナーの純
増１割増をうけまして、我が前橋クラブの小林会長が
純増１割目標の方針を掲げましたので、目標１割増、
ガバナーが小数点を切っていいといっていましたので、
11名の会員純増をやっていこうという方針をだしまし
た。
前橋ロータリークラブは、６クラブの中で数が一番
多いクラブなんですが、人数のバランスがありまして、
前橋クラブがおーか入れると、いろいろブーイングが
とんできたり、いろいろと意見があるんですね。
そういう中でも、一応今回11名純増でいきますが、
考え方として決めたことは、数だけ追いかけるんでは
ない、という形で（やっていきたい）。
前橋クラブの会風にあった方、今まで声をかけな
かったけれど本当に入れたい方、そして前橋クラブ、

いろいろクラブあります。ゴルフ部、野球部、コーラ
ス、バンド、いろいろあります。そういう趣味の世界
で入れたい方　入りたい方・・・。
それをごくわずかな方で達成するのではなく、118
名の方々がいろいろ考えられて、この方をいれたいあ
の方を入れたい、いう形でやるような年度にしたらど
うかな、という考えです。その結果、それが11名にな
るのかそれ以上になるのかわかりませんが、それは結
果です。みんなで、このクラブにあったメンバーを考
える、という年度にしたらどうかなという風に思って
います。
６月末で118名だったんですが、それから６名程退
会され、112名になりました。そして７月８月で６名
を入れました。今118名、純増０です。そして、９月
に理事会に上がってくる方が２名いると思いますので、
そこで増加８名になると思います。
今、前橋クラブの現状を言いますと、118名・平均
年齢が約61才です。
女性が９名　男性が109名ですね。去年女性は10名
だったんですが１名転勤してしまいましたので、９名
になりました。年齢別でみますと、60代と50代が全体
の３割りずつ、70以上の方と40以下の方が２割ずつ、
だいたいそういう形となっています。そういう中で、
ではどういうところをターゲットというか、目標にし
ていこうかということで、まず第一として、職業分類
の中で未充填のところを入れていこうと。例えば、神
社仏閣の方とか学校の先生とかいろいろありますけど、
前橋クラブの未充填の方々をふやしていく。そして、
ガバナーがおっしゃっているように　また前橋クラブ
の先輩方が努力してきましたので、女性会員をふやし
ていこうと・・・。女性がお越しになれば、クラブが
明るくなりますしね、そんな形で女性会員を２番目。
そして全体のバランスみてこれからのことを考えると
30代から50代の方をいれる・・。50代が若手といっ
ていいかわかりませんが、まあそういうような方々に
はいってもらおうと。
４番目は、年齢関係なく、趣味のツナガリでゴルフ
野球バンドコーラスマラソン、いろいろクラブありま
すから、趣味の世界で入ってもらおうと。
その中で　このような「会員増強紹介表」というの
を作りました。これは、どういう方を紹介していただ
けるのかということと、それからさきほどいった、未
充填、女性会員　30代から50代、その他にも項目ある
んですが、そういう方々をご紹介いただこうと・・・。
前橋クラブとすれば、純増11名ですが、それよりも
なによりも、これをいかに会員のみなさんからいただ



くか。うまくいけば今年度中に入っていただけるかも
しれないし、次年度につながるいこともあるじゃない
ですか。目標は目標ですからがんばりますけど、こう
いう風に、各会員のみなさんに一緒にもりあげていっ
ていただいて、本当に入りたい方のご縁をつくってい
く、そんな場をつくろうという風に思っています。そ
んなことなので、ちょっと歯切れがわるかったもしれ
ませんが、そんな形でやってきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いしたいと思います。
続きまして「公共イメージ」なんですが、担当がい
ないので私のほうからしゃべらせてもらいます。公共
イメージといえば、６クラブの学校フェスタですね。
先ほど宮田会長も、地区大会とぶつかってしまうと

（話をしました）。いろいろ賛否ありますけど・・・。
学校フェスタ７回やってるんですね。その前に「合唱
を聴く会」というので、ＮＨＫのコンクールにでるよ
うな楽曲を歌ってもらおうと、という形で前橋市民文
化会館でやっていました。教育委員会と一緒になって
やっていましたけど、それを2010年、６クラブの皆さ
んと、公共イメージをあげるために学校フェスタを
やっていこうと、諸先輩方の努力でこれまでやってき
ています。地区大会と重なりますけど、なにかしら考
えながらクリアしていかないといけないので、ご配慮
のほどよろしくお願いいたします。
つづきまして「ホリデーイン前橋」。今日なんです
ねこれが。前橋青年会議所が1975年からやっていて今
年で43回目になるホリデーイン前橋ですね。
各クラブの青年会議所のＯＢの皆さんも敷島公園の
いろいろなブースで活躍しているところなんですが、
そこで我がクラブとしましては、６年前に前橋ロータ
リークラブとしてブースを出そうと（いうことになり
ました）。そしてそこは前橋クラブのローターアクト
委員会が、ローターアクトとインターアクト、米山奨
学生と前橋国際奨学生みんなまとまってブースを開き、
子供達に、来場者に何かおもてなしをしようよという
ことで、夏のイベントなので「縁日」をやろうじゃな
いか（ということになりました）。縁日には、ヨーヨー
とか金魚すくい、射的、わたあめとか、そんなような
ブースをみんなでやって、縁日ってやっぱり神社だよ
ね、神社って鳥居だよねと　本気で立派な鳥居を作っ
てくれた方々がいて、そういう形で縁日をやっていま
す。これは、国際交流もありますし、親クラブとロー
ターアクトクラブとの関係も深めています。
そして最後に、毎年５月頃に早朝例会をやっていま
す。幸の池で前橋市の方と一緒に清掃活動をしていま
す。

そんな形で公共イメージにつながるような活動をし
ています。甚だ簡単ですが。これにて発表に代させて
頂きます。ありがとうございました。
  田中ガバナー講評（骨子）  　
皆さんの話を聞いて、みんなが心を一つにするのは
大事なことだと感じました。みんなが「会員増強」「公
共イメージ」と言い続ければ、人間そういうモードに
なる、会員増強は必要なんだとわかっていただければ
今日の例会は大成功で、最大の成果は、皆さんがそう
いう意識を共有できたことです。同じ思いを共有でき
て良かったと思います。
  地区大会ＰＲキャラバン隊  　

  謝　辞  　前橋RC　小林会長
前橋ロータリークラブ会長の小
林でございます。
さきほど、一番反応が悪いと指
摘されたクラブが謝辞というもの
ちょっと何なんですが、ご指名で
すので、御礼を一言述べさせて頂

ければと思います。田中ガバナーにおかれましては、
我々第一分区のメンバーにいろいろとご教示賜りまし
て誠にありがとうございました。また合同例会という
ことで、他クラブのいろいろな活動状況や考え方、ま
た会員増強や公共イメージの具体的な方針、やり方を
聞かせて頂き、本当に有意義な一日であったのと思い、
重ねて感謝申し上げます。ありがとうございました。
2017～18年度もまだ始まったばかりです。今日いろ
いろと学んだことを今後のクラブ運営やクラブ活動に
いかしていけたらいいなあと、そんな風に思っており
ます。今年一年の前橋第一分区のご活躍、そして2840
地区の一年のご盛会を心よりご祈念申し上げまして、
簡単ですが謝辞とさせて頂きます。本日は大変ありが
とうございました。
  点　鐘  　三輪田会長（前橋北）



合 同 懇 親 会



※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

トピックス・・・

第１分区合同ガバナー公式訪問例会が開催された前日の19日、大規模改修が完了した「臨江閣」では、
リニューアルを祝う記念式典が開催されました。前橋ロータリークラブでは、創立60周年記念事業とし
て、前橋市に臨江閣の新しい門扉を寄贈。この日、除幕式とお披露目が行われました。


