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米山記念奨学生　レ　ホアン　タン 君

太田市前教育長　   岡　田　孝　夫  様

太田国際音楽セミナー実行委員会
　事務局長　　栗　山　貴美子  様

次　　長　　石　井　陽　子  様
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▪会長挨拶

　みなさん、こんにちは。
　今年の夏は欲求不満のうちに一気に秋になっ
てしまったようです。私の家の小さな庭では、

蝉が一気に姿を消し蜻蛉が群れて飛ぶようにな
りました。今時分の挨拶は、残暑の厳しい中お
集まりいただき大変ありがとうございます、と
いう文言で始まるのでしょうが、今年のあいさ
つは「日増しに秋めいてまいりました」という
言葉がふさわしくなってしまいました。
　今月のロータリーの月間テーマは「基本的教
育と識字率向上月間」となっております。日本
人としての私たちは生まれて間もなく親から、
学校から平仮名、片仮名、漢字、ローマ字を教
えられて来ており、殆どの人が何不自由なく日
常生活を送っております。日本人として生まれ
てありがたい、と思います。
　教育は国の未来を組織する極めて大切な事業
です。等しく国民全体が平等に受ける権利を持っ
ている、という認識に全く違和感を持っており
ません。
　しかし、この認識は万国共通ではありません。
国によっては厳格な身分構成により教育の機会
が得られなかったり、宗教によっては女性の教
育は不要とされている国があり、あるいは厳格
な宗教主義者によって学校が襲撃されたりする
国があります。身分の区別なく、男女の区別な
く等しく教育の機会が得られ、そして世界を知
ることが「地球民」として世界の平和につなが
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ることになると思います。
　私は、ロータリアンは職業を通じて社会に貢
献する団体であると思っております。一緒に汗
を流す、ということもありますが、なかなかで
きることではありません。
　会員の皆様には、米山記念奨学会、太田奨学
育英への寄付をお願いし、教育を受けることへ
の支援を賜りたく、よろしくお願いいたします。

▪来訪者様より事業紹介
・太田市前教育長　岡田　孝夫様

　みなさん、こんにちは。現在は、太田国際音
楽セミナーの実行委員長をさせていただいてお
ります。本日は、本セミナーについてご案内さ
せていただきます。
　本セミナーは、小学生から一般市民の方々ま
で幅広くご好評いただき、お蔭様で２０周年を
迎えることができました。また、昨年のリスト
国際音楽コンクールで優勝された方をはじめ、
本セミナーの受講生が国内外で活躍されており
ます。
　本セミナーは、１０月８日（日）から１３日

（金）にかけて太田市民会館で開催されますが、
前日の７日（土）には、太田市民会館の開館記
念事業として、群馬交響楽団と本セミナーのピ
アノ講師であるイーゴリ・レベデフ先生による
コンサートが開催されるという貴重な機会とな
りますので、是非、ご家族・ご友人をお誘い合
わせの上ご鑑賞いただきたいと考えております。
また、太田のキャッチフレーズに「人と自然に
やさしく、品格のあるまち太田」とありますが、
文化・教養を高める機会にしていただけると大
変ありがたいと考えております。加えて、昨日、
太田市役所ロビーコンサートの第１回を開催し

ましたが、次回は１０月１１日（水）に計画し
ておりますので、こちらのご鑑賞もどうぞ宜し
くお願いいたします。

▪奨学金授与・近況報告
　米山記念奨学金授与・近況報告
・米山記念奨学生　レ  ホアン  タン  君

　本日も、奨学金を受けさせて頂きありがとう
ございます。
　最近、日本の夏が涼しくなってきましたが、
ベトナム出身の僕としては日本の秋と冬の寒さ
を恐れながら生きていきたいと思います。
既に、コンビニ等では、『おでん』が始まりまし
たが、自分は『おでん』が大好きです。一番好
きな具は、『はんぺん』、二番は『巾着』、三番は

『厚揚げ』です。
　ベトナムでも日本のコンビニがありまして、
日本のおでんを真似した鍋を置いてあります。
しかし、日本の食材がありませんから、『はんぺ
ん』も『（糸）蒟蒻』『竹輪』『さつま揚げ』『昆布』
も入っていません。何が入っているかというと、
魚で作った謎の練り物ばかりです。
　日本の『おでん』は沢山の具材が入っていて
美味しいので、ベトナムの友だちにも是非食べ
させてあげたいと思っています。
　先月、群馬大学や上武大学の留学生と一緒に
日本の企業を訪問しました。そちらは、蒟蒻を
造る会社です。そこで、蒟蒻畑に行き、初めて
蒟蒻そのものを見ました。それまでは、おでん



の中に入っている糸蒟蒻しか見たことがなく、
ベトナムのスーパーにも日本の食材は置いてあ
りませんので、あったらいいなと思います。
　とりとめのない話になってしまいましたが、
これからも皆様のご支援を宜しくお願いいたし
ます。

▪本日の行事

▪乾杯
・竹内　正幸  会員

　みなさん、こんにちは。９月生まれを代表し
て挨拶させていただきます。
　今月２０日で、６３歳になります。気持では、
まだまだ４０代前半でいるわけですが、ロータ
リーは２４年経つわけです。ロータリーの仲間
の中では、まだまだでありますが、引き続き精
力的にロータリー活動に協力していきたいと考
えております。
　皆様方の益々のご健康と、益々ロータリー活
動に邁進していただけることを祈念申し上げて
乾杯させていただきます。

▪理事会報告
　今後の例会等について報告させていただきま
す。
　９月１４日（木）の例会については、９月９
日（土）に行われますガバナー合同公式訪問に
振り替えになっております。なお、クールビズ
期間中ではありますが、念のためネクタイのご
用意をお願いいたします。
　９月１７日（日）には、ＲＬＩセミナーＰａ
ｒｔⅠがございますので、担当の方の出席をよ
ろしくお願いします。
　９月２１日（木）の例会におきましては、元
群馬県教育委員会委員長の井上惠津子様に卓
話をいただくことになっております。また、
２０１７－２０１８年度のＲＹＬＡ研修セミ
ナーが、１０月２８日（土）～２９日（日）に
かけて行われます。
　１１月１６日（木）の例会におきましては、
館林税務署長の馬場栄様に卓話をいただく予定
になっております。
　１１月１９日（日）に地区大会が開催されま
すが、交通については別途確認させていただき
ますが、バスを用意させていただきました。
　次に、支出状況について報告させていただき
ます。
　米山奨学会あるいは上半期の地区資金等、合
計で２４万９千円ほど支出させていただいてお
ります。九州北部集中豪雨被害の支援につきま
して、会員各位から一人千円相当額を支出させ
ていただきますので、ご理解とご協力をお願い
します。呑龍様のＰＲ活動に１万円の拠出、過
日行われました金山清掃にも協賛金として１万
円を支出させていただきました。太田市スポー
ツ振興後援会にも、同様に支出させていただき
ました。
　また、新会員の安藤浩之会員につきましては、
クラブ会報委員会に所属させていただきます。
　会員増強退会防止プロジェクトチームを編成
いたしました。
　長年お世話になりました武藤事務局員であり
ますが、８月末契約期間満了ということで退職
になりました。

年間出席 100％表彰
田部井　丑　松  さん

誕生日・創立記念祝

【誕生祝】
市川　博士  さん
竹内　正幸  さん
武井庄太郎  さん
内堀　剛夫  さん

【創立】
星野　一俊  さん
香取　　良  さん
小林　正知  さん
松本　　隆  さん
太刀川壽也  さん
栁田　秀男  さん



　以上が、理事会の報告となります。

▪幹事報告
1.  報告事項
（1）地区ガバナー事務所より、月信９月号

が配信されましたので、お配りしており
ます。

（2）２０１７－２０１８年度現況報告書を
ＢＯＸに入れさせていただきました。９
月９日（土）にティアラグリーンパレス
にて開催されます田中久夫ガバナー公式
訪問でも使用いたしますので、お持ち帰
りになる方は当日お忘れない様、宜しく
お願いいたします。
　なお、９月１４日（木）の例会は、こ
の９月９日（土）のガバナー合同公式訪
問に振り替えとなりますので、お間違え
のない様、宜しくお願いいたします。
　また、現況報告書の中に訂正箇所があ
りましたので併せてご報告させていただ
きます。
　１．１１ページの【会員別出席状況】に
“ ２０１５．７～２０１６．６月末 ” と記載
されておりますが、正しくは２０１６．７
～２０１７．６月末です。
　 ２．２ １ ペ ー ジ の【 財 産 目 録 】 に
“（２０１５．６月末）” と記載されており
ますが、正しくは（２０１７．６月末）で
す。申し訳ございませんが、訂正を宜し
くお願いいたします。

（3）宮内ガバナーエレクト事務所開設の案
内が届いております。エレクト事務所
は、田中ガバナー事務所と併設になると
のことです。

（4）ＳＭＢＣ証券フレンド㈱太田支店　支
店長の別府一彦会員が、転勤になったと
のご連絡がありました。９月８日（金）
には転勤される為、退会挨拶等も出来ず
申し訳ありませんとのことです。

（5）日本事務局経理室より、９月の国際
ロータリーレートのお知らせが届きまし
た。

　　８月末まで１ドル＝１１１円でした
が、９月のロータリーレートは１ドル＝
１０９円になるとのことです。

（6）９月９日（土）に第４分区Ａ田中ガバ
ナー合同公式訪問が行われます。会場
は、ティアラグリーンパレスで、役員の
方は９時３０分集合で１０時まで役員懇
談会が行われます。一般の方は、午後１
時３０分受付開始で２時１０分より合同
例会を開始いたします。合同例会では、
中野ガバナー補佐の「ロータリー財団六
つの重点分野と医療との関わり」という
テーマで素晴らしい講演が予定されてお
ります。是非、出席を宜しくお願いいた
します。また、例会終了後直ぐに写真撮
影がグリーンパレスの撮影室にて行われ
ます。懇親会に止むを得ず出席できない
方も、この写真撮影までは残っていただ
く様ご協力をお願いいたします。

2.  他クラブの例会変更
分区内：太田西ＲＣ
分区外：前橋南、富岡中央、富岡かぶら
　　　　藤岡、前橋中央、館林東   各ＲＣ

《社会奉仕委員会》
・板橋　一博  幹事

◆金山清掃について
　過日９月３日（日）に金山清掃がございました。
本来であれば小川社会奉仕委員長が皆様に御礼
申し上げるところですが、本日拠所ない事情に
より出席できないということで、代わりに御礼



並びに報告をさせていただきます。
　当日は、天候にも恵まれまして、ロータリー
のメンバーが２７名、ローターアクトから内山
会長を含め４名の方が参加してくれました。本
来ですとインターアクトの内山先生（顧問）を
含めて３０数名が出席する予定でしたが、残念
なことに外国人の逃亡事件がございまして、土
日の課外活動は中止するとの校長先生からの通
達もあって、高校生・インターアクトのメンバー
は欠席となってしまいました。
　小川委員長が準備していたローターアクト・
インターアクトのメンバーとコミュニケーショ
ンを取りながら清掃する企画は叶いませんでし
たが、参加メンバーで新田神社にもお参りし無
事に例会を済ませることが出来ました。本当に
ありがとうございました。

《広報・雑誌・ＩＴ委員会》
・横幕　和幸  委員長

◆９月号ロータリーの友について
横組表紙
今月のテーマ「基本的教育と識字率向上月間」
をイメージしたイラスト
縦組表紙

日本の季節感をイメージしたイラスト
横組８～１０Ｐ

ロータリー雑誌の仲間たち：世界各国３１の
ＲＣ雑誌、日本の創刊号から現在に至るまで
の経緯を紹介
横組３Ｐ

ＲＩ会長メッセージの紹介
横組２０～３１Ｐ

Ｔｈｅ　capital of nice：トロントの街の紹介
横組３４～３５Ｐ

九州北部豪雨：ロータリーによる支援活動を
紹介
縦組４～8Ｐ

いじめのない社会をめざして：実際に息子を
いじめによる自殺で亡くされた篠原さんの「本
当の加害者は、その状況を放置した大人にあ
る」といった思い等を紹介
縦組９～１２Ｐ

クラブを訪ねて：会員４９人中、女性が４０
人という女性が多く活躍されている東京中央
新ロータリークラブを紹介

《ニコニコ委員会》

《出席委員会》

▪点鐘 &「我等の生業」斉唱

○竹内正幸　パストガバナー
　　　………

○橋本徹会長エレクト
　　　………

今年度最初のクラブコンペにお
いて優勝させていただきました。
幸先のよいスタートが出来まし
た。参加の皆様方に感謝申し上
げます。ありがとうございまし
た。

　去る９月２日（土）に、末娘
の歩美が青森の亀田家に嫁いで
いきました。

○会員総数

○事前メーク

○本日の出席

○出席率

73 名

20 名

30 名

68.49％

｝50 名



国際ロータリー第2840地区
2017-2018年度

第4分区A･5RC合同ガバナー公式訪問 ･例会

日　時：2017 年 9 月 9 日 ( 土 )14:10 ～
会　場：グリーンパレス
ホスト：太田ロータリークラブ SAA  椎名  章さん

司　会：太田ロータリークラブ SAA  椎名  章さん

▪来賓及び 4 分区 A5RC 会長幹事紹介
　＊国際ロータリー第 2840 地区ガバナー

田　中　久　夫  さん
＊国際ロータリー第 2840 地区パストガバナー

竹　内　正　幸  さん
＊国際ロータリー第 2840 地区ガバナー補佐

  中　野　正　美  さん
＊国際ロータリー第 2840 地区幹事

     広　瀬　雅　美  さん
 ＊太田西ロータリークラブ

・会長　相　山　美喜江  さん
・幹事　青　木　一　佳  さん

＊太田南ロータリークラブ
・会長　久保田　文　彦  さん 
・幹事　栗　林　紀　昌  さん

＊新田ロータリークラブ
・会長　荻　原　　　泉  さん
・幹事　荻　原　丈　始  さん

＊太田中央ロータリークラブ
・会長　森　田　健　夫  さん
・幹事　大　谷　克　己  さん

＊太田ロータリークラブ
・会長　大　塩　　　孝  さん
・幹事　板　橋　一　博  さん

▪ホストクラブ会長挨拶

　太田ロータリークラブ会長　大塩　孝  さん
先ほど、各クラブごとの役員懇談会にて、田中
ガバナーの方針である会員増強各クラブ 1 割を
確認いたしました。私ども太田クラブにおきま
しても 7 名の増強に向けて努力しております。
今年度もスタートして 2 か月が過ぎました。残
りの 10 か月をしっかりとクラブ増強に努めて
まいります。

▪卓　話
　第 4 分区 A ガバナー補佐　　中野正美さん

『ロータリー財団6つの重点分野について
　～医療とのかかわり～』

ロータリー財団の 6 つの重点分野
①平和の推進
②疾病との闘い（本日の話の中心）
③水と衛生

（生きていくには水が基本ですので、そのイ
ンフラをよくする）

④母子と健康
（開発途上国では生まれてくる赤ちゃん
1000 人のうちひどい所は 140 人くらい死
ぬ）

⑤教育の支援
（この水を飲むなと看板に書いても読めなけ

9 月 9 日（土）例会報告



れば意味がなく識字率向上は重要）
⑥地域経済の発展

（お金がなければ、医療はよくなっていかな
い）

　ということで、疾病との闘いということでお
話をさせていただきます。
　まずは人類が苦しめられている感染症です。
13 世紀はハンセン氏病、14 世紀はペスト、15
世紀は梅毒、19 世紀は結核、20 世紀半ばまで
は天然痘、20 世紀はインフルエンザ、エイズ、
エボラ出血熱、ジカ熱、デング熱、SARS、新型
インフルエンザ。
　エボラ出血熱の話ですが、誤解と無知によっ
て感染が拡がりました。シオラレオネに住む一
歳半の少年から始まりました。彼はコウモリが
住んでいる洞窟でいつも遊んでいたが、高熱を
出して、2 日後に死亡した。その子を埋葬したり、
遺体を触った親戚近所がその後みんな死亡。そ
の後国境なき医師団が原因を解明し、風習であっ
た遺体を洗って埋葬するのを禁止して、親族に
遺体を返さなかったために、うわさで、遺体を
売買しているとの話になり、隠れて葬儀をする
ようになって、更に感染が拡大した。
　次は子供の死亡率です。新生児は生まれてか
ら 28 日までをいいます。ソマリアでは 1000
人生まれて 52 人 1 か月以内に死にます。次は
乳児 (1 歳まで、0 歳児 ) ですが、シオラレオネ
は 1000 人中 114 人死んでしまいます。何もし
なければ子供はかなりの確率で死にます。これ
を減らしていこうというのもロータリーの活動
です。
　子供の死亡率を高めている疾患はポリオ、麻
疹、ジフテリア、破傷風、百日咳、結核であり
ますが、いずれもワクチンで防ぐことができま
す。国家戦略としての予防接種は治療費よりも
はるかに安い。特に後進国は。オスプレイ一機
で何万人も救うことができます。
　最近若い人で増えているのは性病で、HIV、
AIDS が世界的には減っている中、日本では逆に
増えている。クラミジアは女性で増えており、
女子高校生の 1769 人中 827 人 46.7％が性交経
験しており、その 14％ 115 人が感染。男子高

校生の 1407 人中 495 人 35.2％が性交経験して
おり、その 7％ 36 人が感染者というデータも
あります。

7つの健康習慣
①喫煙をしない
②定期的に運動をする
③飲酒は適量か、いない
④ 1 日 7 ～ 8 時間の睡眠
⑤適正体重を維持する
⑥朝食を食べる
⑦間食をしない。

習慣は努力に勝ります。

動脈硬化 (心臓血管疾患 )の危険因子は
①加齢 ( 男性：45 歳以上、女性：閉経後）
②冠動脈疾患 ( 狭心症、心筋梗塞 ) の家族歴
③喫煙
④高血圧
⑤高コレステロール血症
⑥肥満
⑦糖尿病

これらの危険因子を 3 個以上持つ人の冠動脈心
疾患発症リスクは持たない人の 30 倍以上。

がんの危険因子
①たばこ
②飲酒
③運動不足
④大気汚染
⑤紫外線
⑥ストレス

がんになりやすい食習慣
①熱いもの
②塩辛いもの
③カビの生えた食品：ナッツ類やトウモロコシ
④焦げたもの
⑤食品添加物、残留農薬（日本人は一日平均
11g 年間 4㎏の食品添加物を取っています）
⑥動物性脂肪の取りすぎ
⑦野菜を食べない人
⑧ Flasher( お酒を飲んで顔が赤くなる人 ) は、

強い酒をストレートで飲むと食道がんの危
険。



健康長寿の為の生活習慣
①適度な運動（回転カゴのネズミ実験では寿
　命が 10％伸びる）
②タバコを吸わない
③適度なアルコール量
④よく遊び、よく学び、よく眠る

▪ガバナースピーチ 
　国際ロータリー第 2840 地区ガバナー　田中 久夫  さん

　新田ロータリークラブの荻原会長からいいお
話を伺いました。単に会員増強のために「君入っ
てくれないか」というのではダメなんだと、ロー
タリーに入ったらこんなに素晴らしい、こんな
いいことがあるんだよと相手の身に立ってお話
をする、これに尽きるというお話をされました。
本当にこれに尽きると思います。そして最後の
儀式として、共に手を握り、ハンコを押しても
らう。これを私の会長年度には 51 人行いまし
た。64 名の会員が 1 年間で 115 名になりました。
この 5 クラブで 1 年後に 1 割純増でお願いいた
します。
　6 月末から 7 月にかけて 32 名純増しており
ます。
本日の合同公式訪問の趣旨は
①親睦：ロータリアン同士の交流。
②発見：是非、他クラブのメイクに行ってくだ
　さい。
③挑戦：毎年の繰り返しでなく、新しいことを

取り入れてください。ロータリー　変化をも
たらす。

④増強：新しい仲間を受け入れる。
⑤人事：役職者の負担を減らし軽減する。
イアンライズリー IR 会長テーマ：変化をもたらす
田中ガバナー RID2840 運営方針：ロータリーの

ある人生を誇りにしよう (Rotary’s Mind is Our 
Pride. We are Rotarian. We are One)
“noblesse oblige”( ノーブレス・オブリージュ )
はまさに、ロータリーの目指す精神に合致して
いると思います。仲間とともに一致協力して活
動を展開していきましょう。私たちは一つです。
私からのメッセージです。
① RI 会長賞を目指していますか？　：マイ・ロー
　タリーへの登録。
②会員増強・退会防止・クラブ目標純増 1 割を
　目指していますか ?：若手や女性の加入。
③公共イメージ向上への戦略を実践しています
　か？
④会員相互において「ロータリアンであること
　の誇り」を共有できていますか？
⑤ロータリー財団による補助金の活用
⑥ロータリー財団寄付 150 ドル、ポリオ寄付
　30 ドル、米山寄付 16,000 円の達成
・11/18( 土 ) 地区指導者育成セミナー
・11/19( 日 ) 地区大会 in 高崎アリーナ：

基調講演坂本光司先生（法政大学大学院
教授）「日本で一番大切にしたい会社～
380 万社から見出したいい会社」

・地区大会の「プログラム」・「報告書」名刺大
　広告を募集中です。
・2018 ロータリー国際大会（ON TO TORONTO
　 IN CANADA）のご案内。

▪会員組織強化策と公共イメージ戦略発表
①太田ロータリークラブ
・太田ロータリークラブ会長　大塩　孝  さん
　会員増強委員会を設置して、渋澤委員長を中
心に過去の候補者の再確認も含めて行動を始め
ております。太田クラブは高齢化が進んでおり
まして、70 代以上が 22％、60 代で 29％、50
台で 29％、40 台で 18％、30 代で１人。平均
で 60 代以上となっております。若い人の力で
変化をと考えております。
地域活動に参加して他、目に見える形でアピー
ルをしてまいります。



②太田西ロータリークラブ
・会員組織強化委員長　大塚　祐康  さん

　18 名の中に女性会員が 2 名です。女性会員
を増やしてバランスのとれた活動をしていきた
いと考えています。今年の方針は「成せば成る」
としてスタートしております。今年女性が 2 名
加入予定となっており 4 名になり、20％となり
ます。親睦を通してよく理解していただくこと
を心がけております。公共イメージは会社の HP
にロータリーのバナーを置いてもらう等、活動
してまいります。

③太田南ロータリークラブ
・太田南ロータリークラブ会長  久保田　文彦 さん

　組織強化には会員増強が必要であり、若い人
中心の委員会に変更しました。女性会員が 2 名
入っています。一人一人の会員が一人ずつ声を
かけていけばできる話であると思っております。
各委員会が活発になって、公共イメージのアピー
ルを行ってまいりたいと思っております。来年
からは金山清掃にのぼり旗を掲げて参加したい
と思います。

④新田ロータリークラブ
・新田ロータリークラブ会長　荻原　泉  さん

　現在 7 名の増強を行い、昨日 8 名目の確認を
しました。18 名から 26 名となりました。ガバ
ナーに言われた通り 30 名を目指して増強して
まいります。女性も 1 名加入しました。40 代～
50 代前半の方を増やしております。全員で意識
を高めるために名刺を作りました。海外メイク
をしておりますが３割が女性です。

⑤太田中央ロータリークラブ
・太田中央ロータリークラブ会長  森田　健夫 さん

　退会防止をしっかりとやってまいります。魅
力ある例会を行っております。昼に参加できな
い人のために月に一回は必ず夜間例会を行って
おります。肉系の店であったり、魚系の店であっ
たりと工夫しております。
ゴルフ部会と釣り部会があります。

▪ガバナー講評
・国際ロータリー第 2840 地区ガバナー  田中  久夫  さん
　11/19( 日 ) 地区大会でお会いするときには 1
割の純増が終わっていることをきたしいており
ます。

▪点鐘　　　　
11. 写真撮影（クラブごとに、1F 写真室にて）



≪ 懇 親 会 ≫

司会：太田ロータリークラブ親睦委員長　島田  光貴さん
1. 開会挨拶

国際ロータリー第 2840 地区ガバナー補佐  中野  正美 さん
2. ガバナー挨拶

国際ロータリー第 2840 地区ガバナー  田中  久夫 さん
3. 地区大会キャラバン
　地区大会スタッフさま
4. 乾杯

国際ロータリー第 2840 地区パストガバナー  竹内  正幸 さん

～  歓　談  ～

5. 閉会挨拶
太田ロータリークラブ会長  大塩　　孝さん

6. 締め
太田西ロータリークラブ会長  相山美喜江さん

5. 手に手をつないで


