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2021-2022 ｜ 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために SERVE TO CHANGE LIVES
奉仕を実践、親睦を深め、会員個々のロータリー活動を充実させよう
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長谷会長
国歌・ロータリーソング 「それでこそロータリー」
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会長報告
長谷会長
会長の時間
長谷会長
本日の会長の時間は地区の戦
略計画についてお話いたします。
当国際ロータリー第2840地
区では、田中久夫パストガバナーを委員長とする地区
戦略計画委員会を中心に2020―2023年３年間を期
間とする戦略計画を策定しています。
これは国際ロータリー（RI）が、2019年に「ビジ
ョ ン 声 明 」 と 今 後 ５ 年 間 の「 行 動 計 画 」
（Action
Plan）からなる新しい戦略計画をスタートさせてこ
とに対応したものです。
当2840地区では、これまでもRIの戦略計画に呼応
し、地区とクラブが連携して戦略計画策定とその実践
に力を取組んできており、現在のものが第３期のもの
となります。過去の戦略計画に少し触れてみますと
第１期の戦略計画は、2013－2016年を期間とし、
その際のスローガン「クラブを元気にしよう」
第２期の戦略計画は、2017－2020年を期間とし、
その際のスローガン「魅力あるクラブをつくろう」で
した。
現行の第３期のスタートとなった2020年は、当

集

者…髙橋

2840地区の創立20周年、日本のロータリーの100周
年を迎える大きな節目の年でもあります。
地区とクラブは、これまでの活動成果を踏まえて、
希望に満ちた将来像（ビジョン）をかかげ、地区内の
すべてのクラブが意欲を持って取り組める新しい行動
計画を策定し、活力と活気に満ちたより魅力あるクラ
ブになることを目指すとしています。
その第３期戦略計画に掲げる「ビジョン」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」となっています。
その心は、世界的ネットワークである国際ロータリ
ーの一員として、世界的課題の解決と世界平和への貢
献とともに、地域社会に根ざした課題解決に役立つ奉
仕（Service）を実践する元気で魅力あるクラブを実
現するということです。
また、行動計画として、「クラブの戦略計画の実践」
を挙げています。
クラブは、自らが策定した戦略計画に基づいて行動
し、クラブは、毎年戦略会議を開催しその成果を確認
しよう。
そのポイントを６項目挙げています。
１．ロータリーの５つの中核的価値観の尊重
 私たちは、
ロータリーの５つの中核的価値観
（奉
仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップ）を
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
 クラブの会員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。
 会員規模は地区で2,250名（各クラブ年間純増
１名以上年50名×３ヶ年）、女性会員225名（10
％）を達成しよう。
３．ロータリーの学習と知恵の共有
 地区やクラブが実施する地区行事・各種セミナ
ーに積極的に参加し、ロータリーの 理念や歴史、
奉仕の実践事例を学び、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
しよう。

 すべての分区はグローバル補助金事業を申請す
るクラブを出そう。
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。
・ロータリー財団に毎年一人150ドル以上
・ポリオプラス基金に毎年一人30ドル以上
・米山記念奨学会に毎年一人16,000円以上
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。
以上本日は、地区の戦略計画についてご紹介しました。
小林幹事
幹事報告
１． 今月も前回に引き続きZoom
例会といたします。
２． 本日は外部卓話です。前橋デ
ザインコミッションの天野代表
と日下田様がお見えになってお
ります。皆様お楽しみ下さい。
３．来週からの例会ですが、群馬銀行本店３階にて、
ほぼ通常例会にて行います。
 食事を含め、まだまだ制約のある中での例会です
が、Zoomと併用で行います。ご案内を出しますの
でよろしくお願いします。
副幹事報告
関口副幹事
例会の変更
高崎東ＲＣ、伊勢崎東ＲＣ

熱い思いに敬意を表し、本日の講師に感謝して、
少々。
■星野 功明…天野さんを歓迎します。街おこし頑張
ってください。いっその事、市長になって進め
てください。
■紺  正行…MDCの代表天野洋一様の来訪を歓迎
して、ますますのご活躍をお祈りいたします。
■長谷川 健…結婚記念日のお花いただき、ありがと
うございました。
■三原 豊章…26日の日曜日に名門軽井沢ゴルフ倶
楽部で行われた９月ゴルフ例会において、久し
ぶりにベスグロ優勝させていただきバカラのグ
ラスをいただきました。当日は雨により変則
12ホールで打切りとなりラッキーだったよう
に思えます。幹事の手塚さんお世話になりまし
た。
■星野 大輔…９月のゴルフ例会で準優勝させていた
だきました。前半12ホールは雨でしたが、後
半６ホールは雨も気にならないコンディション
で楽しいゴルフでした。
外部卓話
前橋デザインコミッション

代表理事 天野 洋一 さん

企画局長 日下田 伸 さん
あま の

ひ

げ

よういち

た

しん

出席報告
石塚会員
会 員 数：117名

{ 欠席者

出席者 102名
15名

本日出席率：88.70％
ニコニコBOX報告
池畠会員
■平方
宏…本日の外部卓話の
講 師MDC天 野 洋 一 代 表 理
事。日下田企画局長に感謝
いたします。
■長谷 浩克…前橋デザインコミッション天野代表理
事様、日下田事務局長様、本日のご来訪と卓話
ありがとうございます。
■板垣
忍…天野洋ちゃん。今日はありがとうござ
います。そろそろ、年貢の納め時ですよ。メン
バー一同両手広げてお待ちしてます。よろしく
ネ！
茂…本日の外部卓話に天野さんと日下田さ
■藤澤
んに来て戴いたのに会場でお聴き出来ないのが
残念ですが、ようこそお越しいただきありがと
うございました！
■都丸 和俊…MDC天野代表理事の愛郷まえばしの

プログラム委員会
平方 宏委員長

天野

代表理事
洋一さん

企画局長
伸さん

日下田

卓話内容

お礼贈呈

９月ゴルフ例会
赤城国際カントリークラブ
順位 プレイヤー名
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三原豊章
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星野大輔

30

38

68 19.2 48.8

３位

藤井政宏

32

29

61 12.0 49.0

※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

