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３０００回記念例会

HHようこそ来訪HH

2012－2013年度国際ロータリー会長

　　　　　     田中　作次　様
国際ロータリー第2840地区ガバナー

　　　　　　　    宮内　敦夫　様
国際ロータリー第2840地区パストガバナー

　　　　　  竹内　正幸　様
令夫人　雅江　様

国際ロータリー第2840地区直前ガバナー

　　　　　     田中　久夫　様

国際ロータリー第2840地区ガバナーエレクト

　　　　　 森田　高史　様
国際ロータリー第2840地区第４分区Ａガバナー補佐

　　　金谷　光明　様
国際ロータリー第2840地区第４分区Ｂガバナー補佐

　　　土屋　孝夫　様
国際ロータリー第2840地区幹事

　　　　　小暮 　雅丈　様
国際ロータリー第2840地区幹事

　　新井　良和　様
第４分区Ｂ 館林ロータリークラブ　皆様
館林西ロータリークラブ　会長・幹事  様
館林ミレニアムロータリークラブ　会長・幹事  様
大泉ロータリークラブ　　　　　皆様
第４分区Ａ 太田西ロータリークラブ　皆様
太田南ロータリークラブ　　　　 皆様
太田中央ロータリークラブ　　　皆様
高崎ロータリークラブ　　　　　皆様
伊勢崎ロータリークラブ　会長・幹事  様
その他分区 前橋東ロータリークラブ　皆様
沼田ロータリークラブ　         　　皆様
米山記念奨学生　　レ　ホアン　タン君
太田ローターアクト会長　竹部　将史　様
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▪会長挨拶
　本日の3000回記念例会には、ご婦人10名、
御来訪56名をお迎えして、総勢130名以上で開
催することができました。ご参加いただいたみ
なさま、本当にありがとうございます。心より
お礼申しあげます。大田ロータリークラブは足
利クラブ・伊勢崎クラブをスポンサーに1957
年3月11日に誕生しました。以来、例会を重ね
て、62年目にして3000回を迎えました。その
間に、インターアクト、ローターアクトの各ク
ラブを継承し、韓国ニュー大田ロータリークラ
ブと姉妹関係を持ち、たくさんの社会奉仕・職
業奉仕を行って参りました。また地区へ、４人
のガバナーを輩出する等、多くの有能な人材を
育てたと自負しております。それらはすべて、
先輩方のおかげであります。本日の例会におい
て、2000回以上例会に出席された方々を表彰
させていただきます。そして、2012年―2013
年度国際ロータリークラブ会長の田中作次様に
お越しいただいておりますので、記念の卓話を
頂戴いたします。大変拙い設営ではございます
が、最後までどうぞお楽しみください。本日は
誠にありがとうございました。

▪来訪者挨拶
・国際ロータリー第2840地区ガバナー  宮内　敦夫 様

　本日はお招きいただきまして、ありがとうご
ざいます。当クラブの3000回をお祝い申し上げ
ます。昭和32年当時、私は中学２年でした。大
先輩はその頃から、ロータリークラブでご活躍
されていたと思うと、改めて長い歴史だと思い
ます。今日の記念すべき3000回記念例会を、田
中作次先生の卓話とともに、楽しませていただ
きます。本日は誠におめでとうございます。

▪ 2000 回以上例会出席会員表彰
　　・１９７２年入会　太刀川又吉　会員　
　　・１９７４年入会　北村　　彪　会員
　　・１９７５年入会　眞下　武久　会員
　　・１９７５年入会　石川　重政　会員
　　・１９７６年入会　鹿山　徳男　会員

（記念品授与：田中作次ＲＩ元会長、
　花束授与　：橋本徹会長）

・受賞者代表挨拶　石川　重政　会員
　みなさんこんばんは。本日は大田ロータリー
クラブ3000回記念例会に大勢の方がお越しい
ただき、誠にありがとうございます。これは、
先輩方のご指導、皆さま方のご協力、ご列席の
皆さまのご支援の賜物と感謝し御礼申しあげま
す。私たちは入会以来、多くの友人を得て、貴
重な体験をし、有意義な人生を過ごすことが出
来ました。これも偏に大田ロータリークラブが
あってこそであり、改めて会員であることに誇
りと喜びを感じます。後輩の皆さんには、ぜひ
とも4000回・5000回を目指してほしいと思い
ます。
　　　

▪幹事報告
1.  報告事項

（1）ガバナー事務所より、月信９月号が配
信されましたので、受け取ってくださ
い。

2. 他クラブの例会変更
分区外：館林・太田西・館林ミレニアム・
　　　　大泉・太田中央　各 RC
分区外：桐生西・沼田・前橋東・伊勢崎南・
　　　　前橋北・前橋東・伊勢崎東・
　　　　前橋西・前橋中央　各RC
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《出席委員会》

▪卓　話
　進行：松本博プログラム委員長

【2012－2013年度国際ロータリー会長 
 田中  作次 様  経歴】

1939年２月　　新潟県長岡市二日町にて誕生
1958年３月　　東京都立墨田川高等学校卒業
　　　　　　　 日本経営大学院、
　　　　　　　 東京経営大学院にて経営学専攻
1965年11月　㈱田中紙店　社長ご就任
1975年　　　ＲＩ第2770地区八潮ロータリー
　　　　　　   クラブ創立会員
1994－95年　同地区ガバナーご就任

地区大会登録者数4100名（世界新として表彰）
ロータリー財団寄付額世界新記録達成（世界
新として表彰）

2003年９月　国際ロータリー理事
2008－９年　バーミンガム国際大会

大会委員長ご就任
2012－13年　国際ロータリー会長ご就任
ベルリン、ホノルル、広島で平和会議を開催
し、それぞれ2000人以上が参加バチカン宮
殿でローマ法王に接見

2014年～　毎年30回を超える講演をされる
等、大活躍されています

　皆さまこんばんは。大田ロータリークラブ例
会3000回、誠におめでとうございます。今日
ご参加の皆さまのクラブは、長い年月にわたっ
て、地域社会に奉仕し、発展されてきたことに
対して、心から敬意を表します。この長い期間
に於いて、世界でも多くの変化や進歩がありま
した。今日の世界は、当時とは全く違う場所の
ようにも思われることもあります。しかし、今
も昔も変わらず、ロータリーは地域社会に奉仕
し、ここ日本にもしっかり根付いて発展して参
りました。
　世界環境の変化とともに、クラブもその時代
に合わせて現状にマッチさせるよう適切に変化
させることが重要です。どのような変化を取り
入れるべきかについては、主体性を持つクラブ
が理事会を通して、検討する必要があります。
これには年会費の妥当性や例会出席の見直しも
含まれます、例えば、若い世代の会員にも合う
ような年会費の額や、朝・昼・夕方等の例会時
間の再検討、家庭の主婦を含めた女性会員の増
加、魅力ある例会プログラムへの再検討、あら
ゆる奉仕活動の見直しも含まれます。
　また「現在、意義ある奉仕活動をクラブで
行っているか」、「ロータリーに関心を持った
のはなぜか」、「クラブが取り組める地域社会
の本当のニーズは何か」、「ロータリーで何を
したいか」等、新会員の声に耳を傾けること
で、これまでに見えなかった新しいアイデアが
浮かぶかもしれません。
　また、国際ロータリーの長期計画を参考に、
地区内では各クラブの３ヵ年長期計画を立てて
おられると思います。ロータリーは常に、目標
を立てそれを目指して活動します。生きてい
る、ありとあらゆるものが成長するように、組

●来訪者
2012－2013年度国際ロータリー会長

　    　　　 田中　作次　様
国際ロータリー第2840地区ガバナー

　　　　   宮内　敦夫　様
国際ロータリー第5840地区

　地区内会員　５２名
●出席者
　会員総数74名
　3000回記念例会めでたく　１００％！
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織も成長しなければ存続できません。長い歴史
を持つロータリークラブの皆さまは、よくご存
知のことと思います。
　幾世代にもわたり、前の世代が去り、次の世
代の新しい会員が入会します。毎年役員が交
代し、時々は以前とは異なったプロジェクト
が行われます。しかし、重要なことは、そこ
に常にロータリークラブがあるということで
す。表層が様々に変化しても、ロータリーの中
核、つまり奉仕への献身は変わりません。その
意味では、クラブはいつの時代も同じクラブで
す。クラブのおかげで、皆さまの地域は以前よ
りも、良い地域になりました。そして、これか
らも末永く、皆さまのクラブと共に、この地域
で人々が助け合い、支え合って発展していくこ
とでしょう。ロータリークラブのある地域社会
は、クラブのない地域よりも必ず良い場所にな
ると信じています。ロータリーがある地域社会
の人々の人生は、必ず豊かになるものと思いま
す。ロータリーが大きくなれば、それだけ強く
なりますが、ただし会員数を増やすことだけを
目的にしても、ロータリーは強くなりません。
ただクラブに入会するのではなく、真のロータ
リアンとなれる人を迎え入れ、クラブでしっか
りと指導してこそ、ロータリーは強くなれると
思います。
　ＲＩ会長の役割について、お話しします。エ
バンストンで執務している以外の日は、ＲＩ会
長は各国を訪問しています。ロータリーが1985
年から開始したポリオ撲滅運動を通じて、メリ
ンダゲーツ財団との深い信頼関係もきょうかさ
れました。さらに、人道的、教育的プログラム
を通じて、世界理解と親善そして平和を推進し
ています。定期的に行われる会合として、まず
ＲＩ理事会が挙げられます。個ラブの管理主体
もクラブの理事会であるのと同じように、ＲＩ
の管理主体もＲＩ理事会で、ＲＩ会長はＲＩ理
事会の議長を務めます。理事会は、世界中の全
クラブを代表する責務をもつ理事１７人とＲＩ
会長、ＲＩ会長エレクトの計１９人で構成され
ています。また、ＲＩ会長は、そのほかの国際
的会合に出席します。ＲＩ会長指名委員とＲＩ

理事指名委員を選挙するためにＲＩ理事会が編
成したクラブの集団をゾーンといいます。この
ロータリー・ゾーン研究会で講演を行ったり、
ロータリーの行事日程表では、特別の行事とみ
なされているので、毎年度開催されているとは
限りませんが、会長主催会議を持ちます。私が
ＲＩ会長をさせていただいた2012－３年度の
11月にベルリン、１月にハワイ、５月に広島の
世界３ヶ所で平和フォーラムをそれぞれ３日間
にわたり主催しました。平和会議のテーマとし
て、広島「平和はあなたから始まる」、ベルリ
ン「国境のない平和」、ホノルル「平和にいた
る緑の道」。３ヶ所ともにそれぞれ２０００人
以上のご参加を得ることが出来ました。
　最後に、２０１２－１３年度のテーマを「奉
仕を通じて平和」に決めた理由について、お話
しします。どんな些細なことでも、人を助ける
ことが、いずれは平和につながると思うように
なりました。「平和」という言葉は、よく耳に
する言葉です。ニュースでも日常会話でもよく
聞きますし、ロータリーでも頻繁に口にする言
葉です。しかし、「平和」とは何なのか、どう
いうことなのかを、あまり考えることはありま
せん。一番簡単なのは、「平和」でない状態が
どのようなものかを考えることでしょう。そう
考えれば、平和とは、戦争や暴力、飢餓、苦し
み、貧困を恐れることのない状態です。また逆
に「平和」それ自体が、どういう可能性を秘め
ているのかで、定義することもできます。そう
いう意味では、「平和」とは、思想の自由、選
択の自由であると言えるでしょう。また、安心
できる未来、安定した社会であるとも言えるで
しょう。
　本日は、太田ロータリークラブ3000回記念例
会、誠におめでとうございました。

（謝辞　橋本会長）
　田中　作次先生、本日は本当にありがとうご
ざいました。先生の親しみやすいお人柄であ
り、普段聞けない貴重なお話をお聞きすること
ができ、大変嬉しく思います。ますますのご活
躍をお祈り申しあげ、御礼の挨拶に代えさせて
いただきます。
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▪点鐘 &「我等の生業」斉唱

【 懇 親 会 】

・司　　会　　成塚　敬至　親睦活動委員会委員長
・会長挨拶　　橋本　徹　会長
・乾　　杯　　竹内　正幸　パストガバナー

歓 　 談 　　　
アトラクション　「和楽器ユニット　和響」
　　北村姉妹の津軽三味線と大川義秋さんの琴
　
締め括り　　大塩　孝　直前会長
閉会挨拶　　竹部　弘昭　幹事
　　　　　　手に手をつないで

３０００回記念例会　懇親会メニュー

・オードブル盛り合わせ
・御造り　（鮪、しめ鯖、妻一式）
・鰈のソテー　マッシュルームソース
・豚フィレのサルティンボッカ風
・舞茸御飯、御吸物、香の物
・台湾風ミルクプリン

※例会回数3000回の看板について
（※3000看板写真の注書として）

　1992年（Ｈ４）４月２日の例会から掲示開始
　「例会出欠表」「例会出席資料」により、未
完部分があり、１年半かけて調べたところ　　
　第1753回であることが判明し、これを作成す
るキッカケとなる
当時、原猛ガバナー公式訪問の際のご指摘とご
指導をいただいたのがスタートでした
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HHようこそ来訪HH

米山記念奨学生　　レ　ホアン　タン君
HHHHHhHh

▪会長挨拶
　先週の3000回記念例会は、無事につつがなく
開催することができました。皆様のご協力のお
かげです。心から感謝申し上げます。また、9
日(日)には、地区大会記念のゴルフコンペがご
ざいました。クラブを代表してご参加下さった
皆さん、ご苦労様でした。ありがとうございま
した。
　今月は｢ロータリーの友｣月間です。｢ロータ
リーの友｣の購読は、ロータリアンの3大義務の
一つではありますが、この雑誌を読むことで、
ロータリーに対する知識が深まるのは勿論のこ
と、ロータリーそのものがもっともっと好きに
なります。今日も横幕委員長から9月号の紹介
がございますが、是非それだけに終わらず、枕
元にでも置いていただき、興味のある記事から
で結構ですので、更にご愛読いただければ、元
気で楽しいクラブ作りの礎となると思っており
ます。ロータリーの友をもっと身近なものにし
て下さい。

▪奨学金授与・近況報告
・米山記念奨学生　レ・ホアン・タン君
　先週は3000回記念例会に出席しました。とて
も楽しかったです。太田RCが益々発展して、将
来4000回例会にも出席したいです。日本に居
なくても呼ばれたら嬉しいです。飛行機で来ま
す。夏休みは色々な所に行きました。内定先の
工場見学で名古屋にも行きました。人生初の新
幹線に乗りました。日本の新幹線スゴイです。
速くて揺れない。窓側の席を予約しましたが、
残念ながら天気が悪くて富士山は見れませんで
した。9月25、26日はゼミ合宿で富士急ハイラ
ンドに行く予定です。10月1日は内定式となり

ます。ロータリーのイベントには引き続き参加
したいと思います。10月の地区大会、LYLAの
研修。ゴルフの講座があるそうです。素人です
が、頑張って学んで、まだ25歳ですが、定年ま
でにゴルフのプロになれたらいいなと思ってい
ます。

▪本日の行事

▪幹事報告
1.  報告事項

（1）通算例会回数3000回記念例会にたく
さんの会員様・配偶者様にご参加いただ
きました。ご協力いただきまして、誠に

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
林　　真司  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

年間出席 100％表彰
田部井　丑　松  さん20 年

9 月 13 日（木）例会報告
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ありがとうございました。
（2）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月末までのレートは1ドル＝112円、
9月も引き続き1ドル=112円とのことで
す。

（3）森田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
宮内ガバナー事務所と併設になるとのこ
とです。

（4）9月6日(木)発行のぐんま経済新聞に、
太田ロータリークラブの紹介記事が掲
載されましたので、BOXに入れてありま
す。

2. 回覧内容
①  週報：館林東RC
②『いわき平ロータリークラブ訪問出欠』
　　日時：2018年11月8日（木）～9日(金)
　　予算：一人25,000円

3. 他クラブの例会変更
分区外：館林 RC、大泉 RC、館林東ＲＣ

・2017-2018年度ガバナー補佐  中野正美ガバナー補佐
　来る10月28日(日)、2017-2018年度の地区補
助金事業で台之郷にある平地林に植樹をしよう
ということで、事業を進めてまいりましたが、
10月28日(日)9:30～1時間から1時間半で終わる
予定ですが、奮って皆さんのご参加をお願いい
たします。場所は太田東校の西、山口医院の北
にあります。道具は準備できませんので、それ
ぞれ自分で軍手とスコップ等のご用意をお願い
します。多数の参加をお願いいたします。これ
は第4分区A合同でやりますので、他のクラブの
皆様もお見えになりますので、是非太田クラブ
からも沢山のご参加を頂ければと思います。

《広報・雑誌委員会》
ロータリーの友9月号について
・横幕広報・雑誌委員長
　今月は「ロータリーの友」月間です。P15

に、「積んどく？いや、読んどく」。毎月なに
げなく届く「ロータリーの友」に改めて思いを
寄せて下さいと記載されております。私も、
「友」を紹介する立場になるまでは、例会でお
話を聞いた後はまさに「積んどく」でありまし
た。昨年度から委員長という立場で「友」を紹
介することになり、約1週間前に届く「友」に
目を通すことになり、ロータリーの言葉、仕組
みを多く学ぶことができました。P16に、八戸
RCの取り組みが紹介されています。「ロータ
リーの友、読後会」と称して語り合う場の提供
や、1枚にまとめて全員に配布するなど、まだ
まだ取組には色々な工夫ができるなと思ってお
ります。」
・基本的教育と識字率向上月間
・国内の子供貧困対策・居場所づくり
　（年収約122.5万円以下での生活）
・一人親世帯の54.6％が相対的貧困
　(日本が世界ワースト)
・「こども食堂」
　　2013年21ヶ所→2018年2286ヶ所
　（群馬県26ヶ所）
・子供だけでなく高齢者の参加、地域造り。

《出席委員会》

・海老カツ
・鶏の網焼き
・冬瓜かにあん
・ほき西京焼
・オレンジと蜂蜜のムース

○会員総数

○事前メーク

○本日の出席

○出席率

74 名

24 名

29 名

71.62％

｝53 名
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