
kkkkkkk  ようこそ来訪  kkkkkkk

国際ロータリー第2840地区パストガバナー
　竹内　正幸  様

国際ロータリー第2840地区第4分区Aガバナー補佐
中野　正美  様

足利東ＲＣ　　　  　石井　道康  様

足利東ＲＣ　　　  　増岡　透子  様

厚木ＲＣ　　　  　　小林　秀男  様

米山記念奨学生　レ  ホアン  タン  君

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 

▪理事会報告
　８月１９日地区ロータリー財団セミナーが実
施されました。また本日は会場を変更して公式
訪問事前協議会が行われます。そして８月３１
日の例会は９月３日の金山清掃に振り替えられ
ます。　

▪会長挨拶

　みなさんこんにちは。今年の夏は中途半端な
まま終盤に至り、二十四節季の「処暑」を迎え
てしまいました。
　本来ならば「連日の猛暑日に耐え、尾島ねぷ
たが大いなる熱気に包まれて開催され、ようや
く猛暑も終盤を迎えました。」という出だしで今
日の挨拶を行う予定でしたが完全に狂わされて
しまいました。
　今年の夏ほど夏らしくない夏は無かったので
はないでしょうか。
　東京では連続２１日間の降雨があり、その間
至る所でゲリラ豪雨、猛烈な雷雨、雹、土砂崩れ、
等々さまざまな気象災害が発生したようです。
　特に台風５号は本州東南海上でグルリと一回
転、そのまま西進して大陸に向かうと見せかけ、
沖縄東方で急遽北上しながら大きくスライスし、
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挙句に九州から本州南部を通過してなおかつ東
北地方を通って温帯低気圧になるという全く予
測不能前代未聞摩訶不思議奇妙奇天烈のコース
をたどって、しかも２０日間という長寿を全う
いたしました。
　今の時代は突風や雷雨もリアルタイムで中継
されます。小生中学高校時代は天気図を描き、
雷雨の写真を撮ることに熱中しておりましたが、
このようなことは経験したことがありませんで
した。
　幸いなことに太田地区ではいわゆる「被害」
は発生しておりません。本当に有り難いことと
思っております。
　本日の例会は９月９日（土）に行われます田
中ガバナーの合同公式訪問の事前協議の場でも
あります。
　このために太田地区５クラブの会長幹事会で
は中野ガバナー補佐の主導のもと、太田クラブ
をホストとして打ち合わせを行ってまいりまし
た。
　当日は、役員懇談会から参加される方にはほ
ぼ一日を、合同例会から参加される方には午後
一杯のご協力をお願い申し上げることになりま
す。
　よろしくご協力を賜りますようお願いいたし
ます。

▪来訪者挨拶
・国際ロータリー第 2840 地区パストガバナー  竹内　正幸 様

　本日は足利東ＲＣから石井さん・増岡さん、
そして厚木ＲＣから小林さんがお越しいただ
きありがとうございます。本年度は田中ガバ
ナーの方針として、皆でメイクを進めていこ
うという指示が出ています。各クラブそれぞれ

の例会内容を参考に、良い取組を取り入れてい
こうというものです。国際ロータリーに出席報
告をする際に大体８０～９０％、良いクラブで
１００％という申請をしていますが、実際の会
員が本当の意味でメイクをしているかは疑問が
残るところでもあります。本来メイクとは例会
前後１週間、他のクラブにメイクして初めて出
席カウントされるものであって、電話やＦＡＸ
で欠席連絡をすることとは異なります。是非ロー
タリーの基本知識として覚えておいて頂きたい
と思いますし、幹事が他クラブの例会変更をお
伝えしているのはメンバーの出席機会を確保す
るという意味があります。これから是非このあ
たりを意識して頂いて、自クラブに出席できな
い場合には他クラブへの積極的なメイクをお願
いしたいと思います。

・国際ロータリー第 2840 地区第 4 分区 A ガバナー補佐 
 中野　正美 様

　みなさんこんにちは。ガバナー補佐というこ
とで来訪させて頂きました。本日は事前協議会
ということで皆様から様々なご意見を伺いたい
と思います。先程大塩会長からも話がありまし
たが、ガバナー公式合同訪問時には私の方でお
話しをさせて頂くことになっておりますので、
その節はどうぞ宜しくお願いします。

▪米山記念奨学金授与
・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。私は太田グランドホテルの例会は初
参加となります。いつもは第１例会に出席して
いるのですが、前回は大学の試験日程と被った
ため、今回この場に参加させて頂きました。最



近様々なところでボランティア活動を行ってい
ます。先日はカウンセラーの岡田さんと一緒に
高崎祭りでゴミ拾いを手伝いました。高崎の公
園内を１週したのですが、たいしたゴミは落ち
ていなかったので２５分程度で終わりました。
岡田さんが遠くまで車に乗せて頂きましたこと、
この場をお借りして感謝申し上げます。大学も
夏休みに入り暇な時間が増え、家では食べて寝
る生活になっていますので、次回例会では劇的
に太っているかもしれません。皆様これからも
宜しくお願いします。

▪本日の行事

▪新会員挨拶
　「はじめまして吉田印刷の安藤です。父が２年
前に他界した際には太田ロータリークラブの皆
様に大変お世話になりました。父のようにロー
タリー命というレベルまでどこまで近づけるか
分かりませんが、微力ながら皆様のお役に立て
れば良いかと考えています。息子３人は全て社
会に出ており、また孫も授かることができまし
たので忙しい日々を送っています。いろいろ分
からないことが沢山あるかと思いますが、皆様
からご指導を頂きまして１日も早くロータリー
の活動に馴れていきたいと思います。どうぞ宜
しくお願いします。」

▪幹事報告
1.  報告事項
（1）次週８月３１日（木）は９月３日（日）

金山清掃に振り替えとなっておりますの
で、お間違えの無いよう宜しくお願い致
します。

（2）本日例会後、理事会を開催致しますの
で理事の皆様は宜しくお願い致します。

（3）合同公式訪問が９月９日（土）グリー
ンパレスにて行われます。１０：００～
役員懇談会が行われますので役員の方は
宜しくお願い致します。
　また、他の方は１３：３０受付開始、
１４：１０～合同例会になりまして、
１８：００より懇親会となりますので宜
しくお願い致します。

2.  回覧内容
①９月３日（日）金山清掃出欠確認
②９月９日（土）ガバナー公式合同訪問出
　欠確認
③公益財団法人　米山梅吉記念館より
『館報　秋号』が届きましたので、回覧し
ております。

3.  他クラブの例会変更
分区内：館林・館林西・館林ミレニアム
　　　　各ＲＣ
分区外：伊勢崎東ＲＣ・桐生西ＲＣ

《ニコニコ委員会》

● ●●●新入会員紹介 ●●●●
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○国際ロータリー第２８４０地区第４分区Ａガバナー補佐　
　中野　正美  様
　　　……… 本日はホームクラブで開催され

ます「公式訪問事前協議会」に
ガバナー補佐として伺いました。
宜しくお願い致します。
　又、９月９日（土）開催され
ます「第４分区Ａ合同公式訪問」
に沢山の会員皆様にご出席くだ
さいます様、お願い致します。



《出席委員会》

「公式訪問事前協議会」

議長：大塩　孝  会長
・国際ロータリー第 2840 地区第 4 分区 A ガバナー補佐 

 中野　正美 様

　本日改めてスケジュール表をお配りしており
ますが、早朝より役員の皆様にご出席頂くこと
となっております。今回５クラブ合同例会を実
施するということで、５クラブの会長・幹事と
何回か話し合いの場を持つ中で、太田南クラブ・
久保田会長様から推挙を頂き、歯科医師会講演
で話をしていた「世界の感染症」「日本国内の

感染症」「生活習慣病」について卓話としてお時
間を頂く予定です。合同公式訪問の内容としま
しては各クラブの会長・役員様からクラブの現
況や活動状況、また定款変更（１クラブが該当）
について発表頂く予定です。また会員増強につ
いては各クラブ共通の課題ですが、先日訪問し
た新田ＲＣは既に５名増強（更に２名加入予定）
されており、太田ＲＣにも引き続き会員増強の
推進を図って頂きたいところです。そしてクラ
ブの寄付状況や公共イメージについても触れて
頂く予定です。本日は宜しくお願いします。

・渋澤　誠  会員増強委員会委員長

　本来、７月理事会の場で会員増強・退会防止
プロジェクトチームを組成して今回の発表の場
に臨むべきところでしたが、日程調整の関係か
ら、本日例会終了後の理事会の場において本Ｐ
Ｊチーム組成の承認を頂き、そこから活動を始
めていく所存です。太田ＲＣは７名の純増が割
り当てられておりますが、９月～３月の７ヶ月
間で会員増強、その後４月～６月においては退
会防止に重点を置いてまいります。過去の委員
長様から各種資料を頂き、候補者へのアプロー
チを進めておりますが、結果としてはお断り頂
いている状況が続いています。こうした方々は
他の組織体へも参加されていないので引き続き
ご参加頂きますよう働きかけを強めていく所存
です。また社会保険労務士、司法書士、測量士
といった士業の方々はクラブへの所属をされて
いない方が多いことから、重点的にアプローチ
をしていきたいと考えています。さしあたって
９月２１日例会日に第１回会員増強・退職防止
委員会を開催する予定です。７名増強は大変ハー
ドルの高い目標であり、会員の皆様には是非と

○会員総数

○事前メーク

○本日の出席

○出席率

73 名

20 名

35 名

75.34％

｝55 名

クラブアッセンブリー

○大塩会長・板橋幹事
　　　……… 国際ロータリー第２８４０地区

中野　正美第４分区Ａガバナー
補佐に於かれましては、本日の
公式訪問事前協議会宜しくお願
い致します。
又、新会員の安藤浩之さん、よ
うこそ太田ＲＣへ。早くクラブ
に馴染んでいただきます様に祈
念しております。



も積極的なご協力をお願いしたいと思います。

・小川　昌幸  社会奉仕委員会委員長

　今年度の社会奉仕委員会は例年のユネスコ弁
論大会等、各種イベントへの協賛を行うほか、
クラブメンバー参加の奉仕活動として９月３日
の金山清掃活動、来年４月２６日のロータリー
の森清掃活動を予定しています。なお、国際
ロータリーのイアンライズリー会長の基本方針
は「ロータリーに変化をもたらす」というもの
であり、継続の奉仕活動の中にあっても何か少
しでも変化をつけていきたいと考えています。
９月３日の金山清掃活動は、例年、市立太田高
校のインターアクトと合同清掃活動と例会が実
施されますが、市立太田高校のメンバーとの交
流ができる仕掛けをつくる中で、奉仕活動への
関心を高めていきたいと思います。ロータリア
ン２７名、市立太田高校は校長先生含め３４名、
また全体では３，０００名を超える一大清掃活動
となりますが、当日の開催までに何らかのご案
内をしたいと考えています。　また、来年のロー
タリーの森清掃活動も公共イメージ向上につな
がるよう、従来の延長線上とは異なる活動を考
えていく所存ですので、皆様からもお知恵を拝
借していきたいと思います。

・竹内　正幸ロータリー財団委員会委員長
　今年で３年目の財団委員長となります。財団
は３年委員との別称があり、来年は他の方に交
代をさせて頂く所存です。地区には財団１５０
ドル、ポリオ３０ドルの目標がありますが、財
団１９０ドルの寄付が集まり大きく目標達成頂
きました。本当にありがとうございました。ロー
タリー事業の核は財団寄付であり、その一つが

地区補助金事業です。ロータリーの森清掃活動
については昨年地区補助金事業として申請しま
したが、昨年は地区内４６クラブ全てが地区補
助金事業の申請を頂きました。今後はグローバ
ル補助金へ目を向けていかなければいけないと
思います。また分区内クラブ合同事業を行うこ
とで大きな予算取りを行っていくことも必要で
ある旨、会長・幹事には申し伝えています。こ
れは全て皆様にお願いしている財団寄付１５０
ドルが元になっていますので、引き続き宜しく
お願いします。
　ポリオについては、アフガニスタンとパキス
タンでの撲滅を図ることが喫緊の課題です。ナ
イジェリアは２年未発症という状況であり、あ
と１年で不在国認定を受けることができます

（３年連続未発症となって初めて不在国の認定
を受ける）。アフガニスタンとパキスタンは先月
まで８例発症しておりますが、世界ではポリオ
被害は９９．９％撲滅というのが現状です。ゲ
イツ財団がポリオ僕別に向けロータリー財団拠
出３５００万ドルに対して２倍の７０００万ド
ルを拠出しておりますが、先日のアトランタ世
界大会でゲイツ財団が１億ドル拠出を発表しま
したので、必然的にロータリー側の拠出額も
５０００万ドルに引き上げられることになると
思います（１２０万人で割ると１名４０ドル
になる計算）。積年の課題であるポリオ撲滅度
１００％の完遂が目前に迫り、いよいよこのタ
イミングで一掃する流れとなっております。太
田ＲＣ会員は大変優秀で、既に財団１５０ドル
に対して１９０ドル、ポリオ３０ドルに対して
４０ドルに近い寄付金を頂いておりますが、ど
うぞ引き続きのご支援を宜しくお願いします。

・栁田　秀男クラブ会員研修委員会委員長



　６０周年が無事に終わり新たな一歩を踏み出
す大事な１年となります。現在、竹内パストガ
バナーを中心に若手の皆様と新しい定款づくり
に着手しております。また「クラブの継続事業
を考える」というテーマを掲げておりますが、
実際にはクラブの２／３は継続事業であり、そ
の他の地区事業を含めると会長の自由裁量を発
揮できる例会は極僅かでありました。すぐに内
容を見直すことは困難ではありますが、大塩年
度から少しずつ内容の見直しに着手頂き、次の
世代に引き継いで頂ければと願っております。
最後に新入会員に対する研修ですが、大勢の新
入会員を勧誘頂いて有意義な研修を実施してい
きたいと思います。２８４０地区は本田パスト
ガバナー、竹内パストガバナーといった歴々の
方々により研修環境は極めて恵まれていると感
じますし、太田クラブにおいても竹内パストガ
バナーによる最新情報を解説頂いております。
例えば規定審議会の審議が終わるとすぐにクラ
ブ内で情報共有・解説を頂いており、本当に恵
まれたクラブだと思います。引き続き宜しくお
願いしたいと思います。

▪近況報告
　厚木ＲＣ　小林　秀男様

　お盆休みで実家の熊谷に帰省していたことも
あり、メイクさせて頂きました。厚木ＲＣでは
入会早々にクラブ会報委員長を務めることにな
りましたが、週報の作り方が全く異なっており、
発表者がメモ書きを事務局に提出し、編集委員
はスケジュールチェックと写真撮影のみの作業
となっています。太田ＲＣは週報作成に手がか
かる分、愛着が湧くのも事実であり、やってい
る人は大変だと思いますが週報の伝統は長く続

けて頂ければと思います。厚木ＲＣは５０名程
度のメンバーがおりますが、半数程度は転勤族
が占めており、平均年齢は５７，８歳と若いロー
タリークラブとなっています（会長は入会５年
目で４０歳の若い弁護士先生）。残念ながら現時
点では特に目新しい取組はなく、例会会場も商
工会議所の会議室を借用していることもあり、
駐車場探しに苦労する中で遅刻する会員が多い
のが実態です。また神奈川エリアとしては独自
の取組もあると思いますので、是非積極的にメ
イクして頂ければと思います（厚木ＲＣは毎週
火曜日）。来年も太田ＲＣにメイクさせて頂きま
すので、引き続き皆様との交流を大切にしてい
きたいと思います。本日はどうもありがとうご
ざいました。

▪点鐘 &「我等の生業」斉唱

◆ 金山清掃 ◆

▪会長挨拶

　本日は通常例会を金山清掃活動に振り替えて
の実施となります。皆様大変お疲れ様でした。
山の空気は大変清々しく気持ちの良い清掃活動
になりました。ご家族と一緒にハイキングで楽
しんで頂くには絶好の場所ですので、是非ご利
用頂ければと思います。
　なお、本来であれば市立太田高校の皆さんと
の合同開催となるはずでしたが、大泉町で発生
した外国人の逃走騒ぎの影響で、今回は参加を
見送られることとなりました。例年なら若い高
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校生が沢山参加され、大人数の例会が催される
ところですが、少々寂しい形となりました。来
年こそは今年の分も含めて多数の参加を期待し
ております。
　本日は大変お疲れ様でした。お帰りの際は十
分お気を付けてください。

▪参加者紹介
　太田ＲＡＣ　会　長  　内山　一樹  君
　　　　　　　副会長　  春山　紘平  君
　　　　　　　幹　事　  竹部　将史  君
　　　　　　　会　員　  小暮　勇哉  君

▪挨拶
・小川　昌幸  社会奉仕委員会委員長

　皆様大変お疲れ様でした。大塩会長からもお
話のあったとおり、本日の金山清掃活動は市立
太田高校のインターアクトとの合同清掃活動と
例会が実施される予定でしたが、大泉町で発生
した事件の影響を鑑み参加を見合わせることと
なりました。犯人の方は昨日逮捕されたようで
すが、本日の清掃活動までに再度参加をする旨
の連絡が間に合わないことから、今回は太田Ｒ
Ｃメンバーのみの例会となりました。また、お
弁当の方はギリギリで調整が完了しましたので、
お１人で３つ４つのお弁当をお持ち帰り　頂く
事態は避けることができました。誠に残念では
ありますが、高校生との合同企画は次回に持ち
越すこととしたいと思います。
　本日はご参加誠にありがとうございました。

▪幹事報告
1.  他クラブの例会変更

分区内：太田南ＲＣ

分区外：前橋北、前橋東、前橋西、
　　　　富岡　各RC

▪記念撮影・解散




