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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

2021.11. ２（火） 第3231回

例会報告

例会日…火曜日
（12：10）
～群馬銀行本店
（第1回

昭和28年9月8日創立）
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点 鐘
長谷会長
国歌・ロータリーソング 「君が代」
・
「奉仕の理想」
ビジター紹介
長谷会長
◎米山奨学生
 トゥブ シンジャルガル ウルジーデルゲル さん
廣田副会長
記念品贈呈

■誕生祝
深井 彰彦、角張 桂子、長谷 浩克、温井 尚久
西村
理、三原 豊章、福島 英人、友澤 敏朗
藤澤
茂
■結婚祝
野 和義、山田 美光、丸山 研二、齋藤 一雄
岡部 幹雄、江原
洋、岩田 康弘、都丸 和俊
増田 晋一、鴻田
敦、金井 政人、石原秀一郎
石塚 春彦、長谷 浩克、山田 邦子
■皆勤賞
小中 和子（満２年）、猪熊 政和（満10年）
板垣
忍（満29年）
会長報告及び会長の時間
長谷会長
先般、田部井俊勝会員が商工
業への貢献により、群馬県功労
者表彰を受賞されました。これ
は当クラブにとっても、喜ばし
いことです。誠におめでとうご
ざいます。
本日は、ロータリーの広告に
ついて、お話いたします。
10日ほど前の10月22日金曜日に、日本経済新聞朝
刊に１面広告が掲載されました。
この広告は、昨年日本のロータリーが100周年を迎
えたことを契機に、ロータリー活動をＰＲし、会員増
強に繋げることを目的としています。
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この新聞広告は、国際ロータリーの2020－22年理
事で、東京西ロータリークラブ所属の辰野克彦氏への
インタビュー形式となっており、ロータリーの発祥で
あるシカゴの青年弁護士ポール・ハリスの話から始ま
ります。ロータリーの究極の目的は世界平和の実現で
あり、その手段として「ロータリーの重点分野」であ
る「疾病の予防や治療」「水と衛生」「基本的教育と識
字率向上」などを推進し、傍観者ではなく「世界を変
える行動人」とのスローガンのもと、自ら行動する責
任があると述べておられます。
また、他の団体にない特色として、職業や年代、
性別、
国籍など多様なバックグラウンドを持つ人々が仲間を
つくり交流でき、地域社会のリーダーのネットワーク
を生かして、かつ、ロータリー財団の資金を基に、良
い変化を生むための行動やプロジェクトを展開できる
ことを挙げ、これらが仕事だけでは得ることができな
い豊かな人生をロータリアンに与えていると述べてお
られます。
代表的なプロジェクトとして、今回の広告に掲載さ
れていたのは「ポリオの根絶」と「米山記念奨学金」
です。
ポリオの関係では、ユニセフやWHO、新聞広告に
はありませんでしたが、ビル・ゲイツとその妻が設立
した「ビル＆メリンダ・ゲイツ財団」と協力して、ポ
リオの根絶に取組んできました。33年前の1988年に
は125か国ほどあったポリオウイルス常在国は、現在
ではパキスタンとアフガニスタンの２か国まで減少さ
せることができました。
米山記念奨学金の関係では、これまで日本に在留
している外国人留学生22,000人以上に奨学金を支給
し、民間奨学団体では最大級であることが紹介されて
います。
以上が、今回の新聞広告の目的の一つである「ロー
タリー活動のＰＲ」の部分になるかと思います。もう
一つの目的である「ＰＲ活動を会員増強に繋げるこ
と」に関しては、多様性のある会員基盤を目指し、女
性や若い世代の方々の入会を多いに歓迎するとしてい
ます。
最後に、日経新聞の１面広告なので、
「いくらかかっ

たのか」
「どこからお金が出たのか」気になりました。
「いくらかかったのか」については、ネットで調べる
と2000万円程度のようです。
広告の一番下にクラブ会長の顔写真が載っていま
す。東京・大阪・名古屋の３大都市に加え、神戸・京
都・横浜・札幌・福岡に加え、今回の広告の主体となっ
たＲＩ理事の所属クラブの東京西ロータリークラブ、
計９名の会長の面々です。
「どこからお金が出たのか」
については、これらのクラブの協賛によるものだそう
です。
奨学金贈呈
長谷会長

米山奨学生
 トゥブ シンジャルガル ウルジーデルゲル さん
小林幹事
幹事報告
１．今月は、ロータリー財団月間
です。宜しくお願いします。
２．本日は新会員卓話です。中野
会員よろしくお願いいたしま
す。
３．明日は米山記念セミナーです。対象者は、前橋商
工会議所までお願いします。
４．先日の６ＲＣの親善ゴルフコンペの結果は、前橋
ＲＣは４位でした。
５．今月のロータリーレートは、114円です。
副幹事報告
関口副幹事
例会の変更
伊勢崎東ＲＣ、
伊勢崎南ＲＣ、
富岡ＲＣ
出席報告
三輪会員
会 員 数：116名
100名
出席者

{ ・Zoom参加者
・実出席者

75名
21名

16名
欠席者
本日出席率：86.21％
ニコニコBOX報告
池畠会員
■山田 邦子…2021-2022年度
シ ェ カ ー ル・ メ ー タRI会
長の重点項目である「女
児エンパワメント」につ
いて、アンバサダーとし
てロータリーボイスに寄稿しました。Webで
『ロータリーボイス』と検索してご覧いただけ

ると嬉しいです。
■田部井俊勝…この度は皆様の長きにわたるお力添え
により群馬県功労者表彰を受賞することができ
ました。本当に有難うございます。今後とも一
層のご指導とご鞭撻をお願い申し上げます。
■板垣
忍…28回目の皆勤賞をいただきました。
ニ・ハチのブタですが、くじけず頑張ろうと思っ
ています。皆さんよろしくお願いします。
■石井 繁紀…結婚祝いに素晴らしいお花を頂き、あ
りがとうございました。
■深井 彰彦…明日61才の誕生日を迎えます。御祝
を頂きましてありがとうございます。
■横田 幸雄…結婚記念日に素敵なお花を頂きありが
とうございました。今年は結婚20年でしたの
で、とても良い記念になり、妻も大変喜んでい
ました。
■遠山 昌子…先週の夜間例会では、沢山の皆様にご
参加いただき、ありがとうございました。クリ
スマス家族例会も皆様のご参加をお待ちしてお
ります。親ぼくロータリー家族委員会一同
新会員卓話
㈱みずほ銀行
中野正彦会員

ロータリーの友報告

石原会員

第56回前橋６RC親善ゴルフ大会
赤城国際カントリークラブ 令和３年10月28日
（木）
順位
チーム名
成績
優勝
前橋東
369.2
２位
前橋北
370.4
３位
前橋南
370.8
４位
前 橋
380.2
５位
前橋西
381.2

10月ゴルフ例会
順位 プレイヤー名

OUT

IN

GROSS HDCP NET

優勝

林

徹郎

49

51 100 27.6 72.4

準優勝

都丸高志

42

43

85 12.0 73.0

３位

山田義光

43

46

89 15.6 73.4

※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

