
▪会長挨拶
　みなさんこんにちは。
　本年もはや夏至を迎え
てしまいました。私に
とってはつい先日新年会
があった、という感覚の
まま夏至になってしまい
ました。
　2017-2018 年 度 も 今

回を含めて２回の例会になってしまいました。
　会長をやれ、と言われてから会長ノミニーを
半年、会長エレクトが一年と、ロータリーにつ
いて勉強する機関があったにもかかわらず、ま
さに無為に過ごしてしまいました。そのまま迎
えた会長の一年間でしたが反省することばかり
です。
　前回と今回の例会で地区役員、クラブ委員長
の皆さんに一年間を振り返っていただいており
ますが、会長として簡単に振り返りをしてみた
いと思います。
　今年度の全般の行事の中で一番印象に残って
いることは、第４分区Ａ５クラブ合同公式訪問

の準備のために５クラブの会長・幹事会が活発
に行われたことです。
　今年度の５クラブ会長・幹事会は自分にとっ
て大変有意義なものとなりました。
　それとクリスマス例会で多くの子供たちの楽
しげな姿を見られたことが印象に残っています。
　会長になったらこうしたい、ということが何
点かありましたが、竹を折ったような性格の小
生には実行することが出来ませんでした。この
ことは反省点として小生の今後の活動に生かし
てまいりたいと思います。
　昼食前のＣＤコンサートにおいては、当初は
ロイヤルチェスターにお願いしておりました。
以後は自分の好きな、あるいは聞いていただき
たい曲を選んで流すことが出来ました。
　ラストのＣＤコンサートは小生の太田高校の
２年後輩のお嬢さんである城代さや香さんのＣ
Ｄを流しました。彼女はフィンランドのヘルシ
ンキでオーケストラのコンサートミストレスと
して活躍しています。そこでフィンランドの作
曲家シベリウスの作品を彼女の演奏でお届けし
ました。
　６月２９日にはヱアリスホールで、スバル地
域交流会のコンサートが城代さや香さんの演奏
で開催されます。
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　以前お話ししました「はやぶさ２」が小惑星
リュウグウに数百キロのところまで近づき、い
よいよミッションが始まります。
　小惑星からどんなサンプルを地球に持ち帰る
のか、２０２０年が東京オリンピック以上に楽
しみになりました。
　今年度のロータリーに懲りず、次年度よろし
くお願いいたします。
　ありがとうございました。

▪幹事報告
1.  報告事項
（1）次週、６月 28 日（木）
の例会は、「2017
− 2018 年 度 最 終 例
会」となっております。
18:30 からロイヤルチェ
スター太田にて開催致し
ますので、よろしくお願

い致します。
2.  回覧内容

・館林東 RC 週報
3.  他クラブの例会変更

分区内：館林ミレニアム RC
分区外：渋川 RC

《出席委員会》

「地区役員・委員・各委員長
1年間のまとめ」

◎橋本　徹  クラブ管理運営・
太田奨学育英委員会委員長

皆さん、こんにちは。宜
しくお願いします。
　一年間の活動という事
で、クラブの管理・運営
ですが、これはここ数年
会長エレクトが承ってお
りました。
一生懸命頑張ってきたの

ですが、ロータリーというのは知れば知るほど、
奥が深く、わからないことがどんどん出てくる
という事を実感致しました。
　太田奨学育英委員会に関しましては、問題点
があります。現在支給させて頂いているのは 3
名のみで、今年新たに支給開始した人は 0 名で
した。

◎石川　重政  会員選考・分類委員会委員長
　皆さん、こんにちは。
私はこの役職を「来るも
のは拒まず、去る者は
追いかける」というモッ
トーでやってきました。
紹介してくれる皆様方を
信頼し、無審査でやって
きたのですが、無審査の

方々は期待以上の活躍をします。
　私は女性会員を拡大すべきであると考えてい
て、今後これが大きなポイントになるかと思い
ます。○会員総数

○事前メーク

○本日の出席

○出席率

74 名

23 名

34 名

77.02％

｝57 名

クラブフォーラム



◎柳田　秀男  会員研修委員会委員長
皆さん、こんにちは。会
員研修委員会としては、
少し時間が足りません
で、特別な事業が行えま
せんでした。申し訳ござ
いませんでした。ただ、
地区の新会員セミナーに
参加させて頂きました。

本年の 2 月 18 日に高崎で行われたものです。
非常に短時間ではあったのですが、有意義なセ
ミナーでした。

◎横幕　和幸  広報・雑誌委員会委員長
　皆さん、こんにちは。
広報に関しましては、太
田 RC の素晴らしい活動
を広めていく物です。雑
誌に関しましてはロータ
リーの友を第一例会でご
紹介させて頂きました。
来年も広報・雑誌委員会

委員長を続投しますので、どうぞ忌憚ない意見
をお聞かせください。

◎西川　宗克  クラブ会報委員会委員長
　皆さん、こんにちは。
クラブ会報委員会は 3 点
の方針を掲げておりま
して、一つ目が読みやす
く分かりやすい会報の作
成、二つ目が様々な情報
を提供する事、三つ目が
他クラブとの情報共有で

した。来年度も引き続き委員長を続けますので、
読んで面白そうだなと思って頂き、例会に顔を
出してもらえる様な会報を作っていきたいと思
います。

◎赤間　美代子  職業奉仕委員会委員長
　皆さん、こんにちは。3 月 13 日に太田市高等
学校に例年のごとく、野外授業ということでお

伺いさせて頂きました。 
その後、生徒さんから感
想文を頂いたのですが、
全てびっしりと書かれて
いて、我々の話を本当に
真剣に聞いてくれている
のだと感じました。
　市立太田に於かれまし

てはスケジュールの都合上今後 3 月開催は難し
いかもしれませんが、後任の方は担当の先生と
協議の上スケジューリングを宜しくお願い致し
ます。
　また、私事ですが今年はあまり活動に参加す
る事が出来ませんでしたので、来年度は積極的
に活動に参加していきたいと思います。

◎岡田　敏郎  青少年奉仕・RYLA 委員会委員長
　皆さん、こんにちは。
まず初めに、第 17 回の
RYLA 研 修 と い う 事 で、
去年 10 月 28 日に妙義
グリーンホテルで開催さ
れました研修に参加しま
した。100 名ほどの方が
参加され、いろんなディ

スカッションをして参りました。続きまして、
今年 2 月に優良高校生の表彰式を副委員長の星
野様にお願いをして、開催させて頂きました。
続きまして、新世代の為のロータリープログラ
ムを５月 17 日に行わせて頂きました。
　個人的には、ベトナムから来ているタン君の
カウンセラーという事で、1 年間付き合わさせ
て頂きました。来年も奨学生という事なので、
宜しくお願い致します。また、就職も決まり、
彼女も出来たそうです。

◎大川　誠治  ローターアクト委員会委員長
　皆さん、こんにちは。今年度は内山会長の下で、
７名のローターアクトの皆様と共にして参りま
した。ローターアクトの皆さん、お疲れ様でした。
続きまして、今年開催致しました行事について
発表させて頂きます。2017 年９月、ローター



アクト初回公式訪問 ( 太
田社会共立総合センター
にて )、2018 年 1 月、ロー
ターアクト中間公式訪問
( 同 上 )、2018 年 6 月、
ローターアクト最終例会
訪問 ( 同上 )。続きまし
て、代替活動と致しまし

て、抜粋して発表させて頂きます。2017 年 7 月、
伊勢崎祭り ( 伊勢崎神社にて )、9 月、金山清掃 ( 金
山にて )、10 月、RYLA 研修会 ( 川村文化会館に
て )、11 月、朝清掃 ( 太田駅南口周辺 )、12 月、
太田 RC クリスマス例会 ( ロイヤルチェスターに
て )、2018 年 3 月、群馬・新潟合同行事 ( 伊香
保にて)、４月、第四回会長幹事会、５月朝清掃(太
田駅南口周辺 )、以上が年間活動で、割愛させて
発表させて頂きました。2 年間ありがとうござ
いました。

◎松本　博 ( 米山記念奨学委員会委員長 )
　 米 山 記 念 奨 学 は 750
名を超える外国人を支援
しております。当地区
では 23 名を支援してお
ります。昨年度の一人
当たりの寄付の実績は、
26986 円となっており
ます。寄付には普通寄付

と特別寄付がございまして、普通寄付は、皆さ
んから一律に 5000 円を頂くもので、特別寄付
は各会員様のお気持ちを頂いているというもの
です。そして、73 名のうち 20 名は普通寄付の
みとなっております。また、これまでのトータ
ルは 610048707 円となります。

　今後も皆様のご協力宜しくお願い致します。

▪点鐘 &「我等の生業」斉唱

s本日のメニュー（ロイヤルチェスター太田）　
・手造り刺身蒟蒻
　芥子酢味噌添え
・葦切鮫の霙餡掛
・チキンのカチャトラ
・マッシュポテトの
　グラタン
・パンナコッタ
・ご飯、味噌汁、香の物

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 地区第四分区A ガバナー補佐
中　野　正　美  様

米山記念奨学生　   レ・ホアン・タン君
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▪会長挨拶

　みなさん、こんばんは。
　今回が、私にとっての最終例会となりました。
一年間のご指導ご鞭撻に対して厚く御礼申し上
げます。

ＥＮＪＯＹ
ＴＡＬＫ＆ＥＡＴ

6 月 28 日（木）例会報告



　２０１５年の１２月に、２０１７−２０１８
年度の会長のご指名をいただいてから今日まで
の、ノミニーの半年、エレクトの一年、そして
会長の一年、併せて二年半という期間は大変長
いように感じましたが、過ぎてしまいますと本
当にあっという間でした。
　小生のような者が会長を務めることにジッと
我慢をしてくださいました会員諸兄のロータ
リーの寛容の精神に厚く御礼申し上げます。
　特に、勝手気ままな小生に対して、自分のこ
とのように尽くしてくださいました幹事の板橋
一博さんには感謝の言葉もございません。本当
に得難い人に幹事になっていただきました。あ
りがとうございました。板橋幹事の不撓不屈の
精神的なバックアップがなければ会長は務まら
なかったと思います。
　今月に入りまして、地区役員、クラブ委員長
に一年間の振り返りをお願いしてまいりました
が、小生も少し述べさせていただきたいと思い
ます。
　今年の４月２８日に、韓国ニュー大田ロータ
リークラブがホストになって開催されました国
際ロータリー第３６８０地区の大会に参加させ
ていただいたことが印象に残っております。
　特に、竹内パストガバナー他ニュー大田ロー
タリークラブと係わりの深い先輩諸兄の計らい
によりまして、地区大会前日のＲＩ会長代理歓
迎晩餐会の席上、ニュー大田ロータリークラブ
の姉妹クラブ代表として大勢の地区内各クラブ
の会長幹事の居並ぶ中で挨拶をさせていただい
たことが強烈な印象として残っております。小
生の過去のロータリー経歴からは考えられない
様な檜舞台を設営していただきました。また、
韓国のロータリアンのロータリーに対する熱意
を感じることが出来、併せて小生の韓国に対す
るイメージが大きく変わりました。ありがとう
ございました。
　また、本年度は事務局員の交代がありました。
２５年の長きに亘って太田クラブを支えてくだ
さいました武藤さんから日野原さんに交代しま
した。大先輩からの引き継ぎの時間を充分に取
れなかったことを申し訳なく思っています。し

かしながら、ロータリーの仕組みを短期間に吸
収していて、間もなく立派に太田クラブを下支
えしていただけるものと期待しております。会
長らしくない会長を十二分に支えてくれたこと
に厚く御礼申し上げます。
　話は変わりますが、前回の例会でお話ししま
した「はやぶさ２」がいよいよ小惑星リュウグ
ウに到着しました。地球から３億キロ離れた宇
宙空間で日本の小惑星探査機が活動している、
ということに改めて感動しています。これから
始まるミッションで小惑星からどのようなサン
プルを地球に持ち帰ってくれるのか、２０２０
年という年が東京オリンピック以上に楽しみに
なりました。
　今年度のロータリーに懲りず、次年度もよろ
しくお願いいたします。
　１年間本当にありがとうございました。



▪本日の行事
　米山功労者感謝状授与
　　・第１回  米山功労者　赤間  美代子  会員
　　・第５回  米山功労者　関口　　  知  会員

▪幹事報告
　板橋　一博　幹事

　幹事報告の前に一言ご挨拶をさせていただき
ます。
　先ず、副幹事そして幹事と２年間に亘ってこ
の前の席に座らせていただきました。副幹事は、
普段、例会で司会を行うのですが、２年前の７
月に司会をはじめました。初めてなのでやはり
少し硬く話していたんですね、竹内パストガバ
ナーから「つならない」と言われ、次から色々
と話すようにしたら今度は「余計なことは話す
な」と言われ、それは冗談ですけれども。そういっ
た勉強もさせていただきました。
　本当にこの２年間というのは、走馬燈のよう
に思い出すのですが、先ず１年目は会長も話を
していましたけれども、やはり会長よりも幹事
が先に決まってしまったという状況だったんで
すね。ですから本当に「自分は誰とどうすれば
いいんだろう」というのが最初でした。
　次に事務局が８月にリタイヤされて、本当に
何にもわからない幹事で皆さんに色々なご迷惑
をかけてしまいました。そんな中でも、皆さん

が本当に助けてくれて何とか今日まで来たとい
うふうに思っております。
　今日司会をなさっている椎名ＳＡＡからも、
隣で色んな助言をいただきました。竹内パスト
ガバナーからも色んな助言をいただきました。
色んなことを相談すると、常にアドバイスをい
ただいたという状況です。そして、栁田直前会
長からも「幹事、幹事」ということでいつも助
言をいただきまして、色んな事に気付かせてい
ただきました。そして、松本博先輩からも色々
なことをお話いただきました。また、分区にお
きましては、中野ガバナー補佐と一緒に色んな
イベントをさせていただき沢山のアドバイスを
いただきました。そして、会計関係では長島さん、
渋澤さんに、今もお世話になっていますけれど
も本当にありがとうございます。そして、色ん
なイベントの度に、島田親睦委員長、若いので
すけれども非常によくやってくれました。そし
て、移動例会では横幕さんのサッポロビールに
も大変お世話になりました。茂木さんにはトラ
ベルエージェントとしてお世話になり、何とか
移動例会・韓国の地区大会参加が出来たなと思っ
ております。
　橋本エレクトは来月からいよいよ会長という
ことですが、長い間火曜日の定例会に必ず出席
くださいまして色んなことを教えていただきま
した。そして竹部副幹事、こう見えても非常に
細やかなんですね、自分の分からないことを結
構教えていただきました。
　そして、一緒にやってきた大塩会長ですが、
非常に純粋な会長でございます。先ほどの会長
挨拶では、あの様に仰っていましたけれども、
何だかんだと言っては、自分のことを気遣って
くれて非常に助かりました。ありがとうござい
ました。
　私は、この１年間で数年間のお叱りをいただ
いたと、そのように思いますけれども、６０歳
を過ぎて中々人間って注意されることが無くな
ります。会社の中でも、殆ど自分を叱ってくれ
る人はもういません。業界の中でも、自分は色々
な役をやっていますけれども、逆に自分が注意
するくらいです。



　そんな中、このロータリーだけが色々なこと
を言ってくれます。初めは本当に嫌になった時
期もありましたけれども、やはりそれを乗り越
えた時というのは、何か得るものがあるんだな
と思っています。本当に皆様にご迷惑をかけな
がら、色んなことに協力していただきながら、
この１年幹事として全う出来たのかなと思って
います。実は、まだ少し決算が残っており、ま
だご苦労かけているのですが、何とか本決算ま
でにはしっかりやりたいと思っておりますので
どうぞよろしくお願いいたします。
　それと、会長もお話しましたけれども、日野
原さん、随分成長してきました。まだまだだと
は思いますけれども、彼女なりに今一生懸命に
やっておりますので、これからもあたたかく彼
女を育てていただければとそのように思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
　ということで、本当にありがとうございまし
た。
　最後に、幹事報告をさせていただきます。

1.  報告事項
（1）国際ロータリー日本事務局経理室より

７月のロータリーレートのお知らせが届
きました。
６月末までと同様、１ドル = １１０円と
のことです。

2.  回覧内容
館林ＲＣ週報

3.  他クラブの例会変更
分区外：前橋東ＲＣ、前橋北ＲＣ

「各委員長1年間のまとめ」

◎島田　光貴　親睦活動委員会委員長

　皆さん、改めましてこんばんは。
親睦委員長を１年間、ようやく終えることがで
きました島田です。
最終例会を迎えるにあたって、本当に数多くの
メンバー・会員の皆さんに助けていただき、色
んな声をかけていだき、ようやく今日を迎える
ことができました。
本当にこの１年間、何が良かったかといえば、
楽しい思いを自分が一番したのかなと思ってお
ります。そして大塩会長、板橋幹事には、我儘
を一杯聞いていただき、納涼例会そしてクリス
マス例会と、予算を沢山使わせていただきまし
た。自分のやりたい事をこの二例会にかけては
一杯やらせていただいたなと凄く感謝しており
ます。
　その結果が、少しでも多くの人数を集めるこ
とにつながったのではないかと思っております
が、もっともっと多くの会員の皆さんに参加し
ていただくということをやり続けるべきだった
という反省点があります。これは、やはり昼間
の例会の参加人数が少ないといったことに関し
ても、親睦委員長としてもっと声掛けすれば一
人でも多く参加いただけたと思いますし、先ず
は親睦委員会が例会に参加するとか、そういっ
たことをもっともっと広めていくべきだったと
思っております。これは、次の委員長さんにも
繋げていきたいと考えております。
　実は、親睦委員会は、例会とは別のところで、
ちょこちょこ飲み会をやっていまして、そういっ
た場では、ロータリーについて熱く語っている
のですが、中々それが表に出ていないのが現実
ではありますが、本当に会員のお一人おひとり
と、そして親睦委員会の皆さんと楽しい１年を
作ることができました。こんな楽しいロータリー
でありますので、これから頑張っていきたいと
思います。　これからも、どうぞよろしくお願
い致します。
　ありがとうございました。

◎松本　隆　国際奉仕委員会委員長
　皆さん、こんばんは。
　今年度の親睦？じゃない、国際奉仕委員長の



松本です。

　親睦委員長の島田君は大変活躍されておりま
したけれども、韓国でも大変活躍されましたの
で映像を楽しんでいただきたいと思います。
　先ず国際奉仕メンバーといたしましては、副
委員長に茂木智行君、委員に太刀川君、武井さ
んでした。
　活動実績といたしましては、２０１７年の９
月に第１４回日韓親善会議でソウルに行ってま
いりました。その後、先ほど会長からお話があ
りました２０１８年の４月に国際ロータリー
３６８０地区第４０回大田地区大会ということ
で、ニュー大田からソウガバナーが出まして、
そこにお邪魔しておりました。日韓親善に関し
ては９月に報告させていただきましたので割愛
いたしますけれども、竹内パストガバナー、板
橋幹事、島田親睦委員長、国際奉仕の松本が行っ
てまいりました。二泊三日の楽しい時間でした。
　続きまして、ニュー大田の地区大会のお話を
させていただきます。参加メンバーは１２名と
いうことで、長谷川嘉宣さんを団長に迎えまし
て、竹内正幸パストガバナー、大塩孝会長、栁
田秀男パスト会長、田部井丑松パスト会長、橋
本徹次年度会長、板橋一博幹事、竹部弘昭次年
度幹事、落合重男副ＳＡＡ、島田光貴親睦委員
長、副国際奉仕委員長であり毎年ツアーコンダ
クターをやっていただいている茂木智行さん、
そして私の１２名で行ってまいりました。日程
としましては、４月２７日（金）から二泊三日
で２９日（日）帰国ということで行ってまいり
ました。
　２７日の当日に韓国に着いてその晩、直接晩
餐会に参加させていただきました。
　今更ですけれども、ここがソウルですけれど

も、ソウルから大田まで、さらに同じくらいの
距離に釜山がございまして、ＫＴＸという高速
鉄道でソウルから１時間、そのまま釜山に１時
間という場所にあります。私の記憶では大田の
人口は１５５万人ということで、とても大きな
街で、韓国で５番目の都市ということです。
　行きは太田を７時に出発しまして、１２時の
飛行機で、２時半に金浦空港に着きまして、５
時のＫＴＸに乗りまして、６時に大田に着きま
して、大田駅に着きましたら、今年の会長さん
をはじめとしてお迎えに来ていただきました。
地区大会の準備でとても忙しい時だったはずで
すけれども、大変ありがたかったです。
　これは晩餐会の会場の入り口ですね、ロッテ
ホテルというところですが、どうもソウルにあ
るロッテホテルとは違うとのことでした。
　これは、今年のガバナーのソウさんですね、
そして奥様、ＲＩ会長代理とそのお嬢様が映っ
ております。落合さんも韓国に行くとちゃんと
働いております。来年度の会長幹事が揃い踏み
です。我トータリーの会長幹事と名前は存じま
せんが来年の会長幹事さんですね。
　晩餐会が終わってちょっと、正直晩餐会の食
事が物足らなかったので、皆さんとホテルの近
くの居酒屋で蛸をいただきました。生の蛸を鍋
に放り込んでいただくのですが、大変美味しかっ
たです。
　これは食べきれなかった料理を、竹内さんが、
後に居たカップルに強制的にあげているところ
ですね。感謝はされていましたけれども、私は
傍迷惑ではないかと思いましたけれども、その
光景です。韓国の方はとても礼儀正しいと思い
ました。
　翌日、地区大会ということで、会場は大学の
キャンパス内、そこのホールを使っていました。
　韓国の地区大会というのは、外でこのように、
地元のロータリアンが恐らく料理を持ち寄って
きて、それをいただいているところです。これは、
大学の食堂で食事をしていました。
　当日、午後から、親睦のゴルフ組と私たちは
周辺の観光をさせていただきました。
　夜、太田ロータリーの歓迎会ということで、



盛大にやっていただきました。この方が今年の
会長さんですね、確か教習所を経営されている
と聞いております。
　これは、団長の大田との共同事業の資金贈呈
セレモニーです。そして竹内さんが乾杯の挨拶
をしております。
　はい、宴会の始まりです、皆さん、楽しんで
おります。はい登場です、島田委員長と楽しい
仲間たち、本当に楽しそうに呑んでいました。
この頃になってくると多分記憶が無くなってい
ると思います。こういう感じで、そろそろやば
そうですね。ということで頑張っておりますけ
れども、帰りは、台車に乗せられてホテルまで
送られたということです。
　いつもですと私と落合さんが犠牲になるんで
すけれども、お陰さまで、島田君のお陰で元気
でいられました。
　その後、恒例の日韓合同カラオケ大会という
ことで、夜も更ける中元気に・・・。ちょっと
この頃は、大塩さん、つまらなそうにしていま
すが、段々盛り上がり、最後はちゃんと会長に
も盛り上がっていただき無事終わりました。
　翌朝は、大田の方に８時ごろ会場に迎えに来
ていただいて、朝からとてもボリュームのある
ご飯を食べさせていただきました。これは牛肉
の煮込みの山盛りですが、これで一人前です。
これをご飯の上にのせて食べるのですが、うち
のメンバーで完食したのは田部井さんぐらい
だったと思います。
　最後はお見送りしていただいて、私たちは、
島田君はまだ元気になっていませんけれども、
何とか無事に帰ることができました。
　次回は、２０１９年３月５日に、大田５０周
年記念の式典があるということですので、皆さ
まどうぞよろしくお願いいたします。
　私の国際奉仕としては、本来の活動なのかど
うかというのは考えていましたけれども・・・。
　本来であれば、長谷川先輩ですとか、松本博
さんが国際奉仕をやられていましたけれども、
ネパールでの文具の寄贈ですとか、そういった
ことをやらなければいけないのでしょうけれど
も、まだまだ私は駆け出しですので、そこまで

の起案は出来ませんでしたけれども、次回、こ
のような国際奉仕の役職をいただけるようなこ
とがあったならば、次回は素晴らしことをやっ
ていきたいと思いますので、よろしくお願いい
たします。
　ご清聴ありがとうございました。

◎小川　昌幸　社会奉仕委員会委員長

　改めまして、こんばんは。
　社会奉仕委員会の委員長を務めました小川昌
幸と申します。
　今年初めて、社会奉仕委員会をやりまして、
この１年間、例年の活動については聞いており
ましたので、それに沿って例年並みの予算をい
ただいて活動をしてまいりました。
　メンバーは、私が委員長で、深澤副委員長と
金谷さん、蓑和先生の４人という構成でしたけ
れども、例年の活動、各種団体への協賛金に加え、
９月３日の金山清掃への参加と、今年４月のロー
タリーの森の清掃というのが、社会奉仕委員会
の例会での主な活動ということになります。
　昨年９月の金山清掃は、私も社会奉仕委員長
になりまして、少し意気込んでいたところもあ
りまして、ロータリーに変化をもたらすという
ことで、少し何か変わったことが出来ないかと、
市立太田の高校生と何か交流するような企画を
ということで色々と考えまして、先生とも相談
しながら段取りしていたのですが、前日に大泉
町で外国籍の方が警察ともみ合って逃走した事
案があったんですね、その影響で、市立太田高
校の方で金山清掃自体への参加を見合わされて
しまったので、計画していたちょっとした企画
が出来なくなってしまい残念だったのですが、
金山清掃については、沢山の会員の方に参加し



ていだき本当にありがとうございました。
　また、ロータリーの森も、まだ月桂樹が療養
中ではございますけれども、木も大分増えまし
た。整備も進んで月桂樹も退院すれば来年も企
業の方の参加もいただいて清掃を続けていける
と思いますので引き続きよろしくお願い致しま
す。
　１年間お世話になりました。ありがとうござ
いました。

▪会長・幹事バッジの引き継ぎ
・2017 － 2018 年度　大塩　孝会長　⇒　

2018 － 2019 年度　橋本　徹会長

・2017 － 2018 年度　板橋　一博幹事　⇒
　2018 － 2019 年度　竹部　弘昭幹事

▪挨拶
・２０１８－２０１９年度　橋本　徹会長

　改めまして、皆さんこんばんは。
　喉も渇いていらっしゃる頃だとお見受けいた
しますので、一言でご挨拶させていただきます。
　先ずもって、大塩会長、板橋幹事、１年間本
当にご苦労さまでした。ありがとうございまし
た。
　来年は、『元気で楽しいクラブ』の旗頭の下、
一生懸命務めさせていただきたいと思っており
ます。皆様にはご理解とご協力を心からお願い
申し上げまして、竹部幹事ともどもどうぞよろ
しくお願いいたします。

・２０１８－２０１９年度　竹部　弘昭幹事

　改めまして、皆さんこんばんは。
　次年度の幹事を引き受けさせていただきまし
た竹部と申します。
　今年度の板橋幹事のようには、もしかしたら
上手く回せないかも知れません。ただ、自分な
りに出来ることを１年間クラブのために橋本会
長と一緒に頑張らせていただきますのでよろし
くお願い致します。

《ニコニコ委員会》
○大塩孝会長・板橋一博幹事
　　　………

○竹内正幸パストガバナー
　　　………

ボ一年間大変お世話になりまし
た。会員諸兄のロータリーの友
情に厚く感謝申し上げます。

大塩・板橋、会長幹事、１年間
御苦労様でした。次年度、パス
ト会長幹事としてご指導くださ
い。



《出席委員会》

　報告は以上でございます。
１年間どうもありがとうございました。

▪椎名　章ＳＡＡ挨拶
　ＳＡＡの椎名です。
　一年間務めさせていただきました。大塩会長
と板橋幹事という素晴らしいコンビネーション
の会長幹事に恵まれて一年間何とか任務を果た

すことができました。

　少しお話しますと、ノミニー、エレクト、会長、
直前、ＳＡＡと、何か会長をやるコースとして、
５年間は義務のようになってきましたが、最後
の年度を全う出来たことにほっとしております。
次年度の会長幹事さんにも期待して、簡単です
けれども挨拶とさせていただきます。
　一年間、ありがとうございました。

▪点鐘 &「我等の生業」斉唱

懇　　親　　会

司会：成塚　敬至  親睦副委員長

１．開会の言葉　　　　島田　光貴  親睦委員長
２．乾　　　杯　　　　栁田　秀男  直前会長
３．次年度親睦委員長挨拶

成塚　敬至  次年度親睦委員長
４．ショートムービー他
５．閉会の言葉　　　　市川　博士  直前幹事
６．諸事お知らせ
７．手に手つないで

○会員総数

○事前メーク

○本日の出席

○出席率

74 名

20 名

48 名

91.89％

｝68 名

○橋本徹会長エレクト・竹部弘昭副幹事
　　　………

○常見　隆  会員
　　　………

○栁田　秀男  会員
　　　………

大塩会長、板橋幹事、一年間本
当に御苦労様でした。

県高校インターハイ予選で女子
バスケット部が優勝し８月に名
古屋での全国大会出場が決定し
ました。
娘が光文社から今月『イスラム
流幸せな生き方』を出版しまし
た。本はナカムラ本屋に置かれ
ていますので紹介させていただ
きます。

大塩会長、板橋幹事、一年間お
疲れ様でした。無事に終了でき
た事、お喜び申し上げます。又、
橋本エレクト、竹部副幹事の７
月よりのご活躍をお祈りいたし
ます。








