
1

 
　会に先立ち、松本　隆副幹事よりご母堂様ご
逝去の報告ならびに参列者への御礼挨拶がござ
いました。

HHようこそ来訪HH

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
HHHHHhHh

▪会長挨拶
　皆さん、こんにちは。
今日の例会も出席して下
さり、ありがとうござい
ます。
　さて、7日(日曜日）に
行われました地区大会で
は、多くのメンバーに
ご参加戴きまして、大

変にありがとうございました。又、その前日の
指導者研修セミナー、ＩＲ会長代理歓迎晩さん
会には、クラブからは中野研修委員長と会長、

幹事が、そして、地区委員として竹内パスト
ガバナー、澁澤資金管理委員長にご出席戴きま
した。こちらも大変に有り難うございました。 
     続きまして、クラブ事務局員さんの件でご
報告申し上げます。懐妊の為、11月末でお
辞めになる日野原さんの後を引き継いで戴
く方ですが、おかげ様で素晴らしい候補の
方を見出す事が出来ました。本日の例会後
の理事会において、ご承認戴こうと言う段
階になりました事をご報告申し上げます。 
     次は、会長として、皆さんへのお願いです
が、11月８、９日に予定しておりますいわき
平ロータリークラへの訪問移動例会ですが、未
曾有の大災害であった東日本大震災に対して、
我々が具体的に社会のお役に立てる事として計
画したものです。具体的には、津波で流された
海岸林の整備に汗を流すと同時に、いわき平
ロータリークラブのメンバーと親睦を図ること
を考えておりますので、どうか万障繰り合わせ
てご参加下さることをお願い申し上げます。
　最後に、もう一点お願いですが、今月は米山
月間です。この寄付の意味は、再三、申し上げ
てきましたが、大変に意義ある寄付ですので、
どうぞ、全員の方がご寄附戴けるようにお願い
申し上げて、今日の会長挨拶とさせて戴きま
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す。よろしくお願い致します。

▪来訪者ご挨拶
・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

　みなさん、こんにち
は。
　本日は１１月２２日
（木）のガバナー公式訪
問のアッセンブリー（事
前協議会）に参加させて
頂きます。まだ１ヶ月強
ありますが太田ＲＣは早

めに事前協議会を開催し、３回の例会で場数を
踏んで臨まれるのかと思います。第４分区Ａは
９月に新田ＲＣが口火を切って、ガバナー公式
訪問を無事に終了することができました。　そ
して太田西ＲＣ、そして太田中央ＲＣ、太田Ｒ
Ｃと続き11月に第４分区Ａが立て込んでいる状
況です。年１回のガバナー訪問の場ですので、
距離を縮めて頂いて、宮内ガバナーの仰らんと
していることを切実に掴んで頂ければと思いま
す。１回目の私の訪問の際に地区目標10項目を
お伝えしましたが、太田ＲＣも着実に目標に向
かっていると感じます。
　話は変わりますが、一つハッピーな出来事が
ありましたので共有させて頂きます。ロータ
リーの友６月号に掲載されていたのですが、
2020年に日本ロータリーが100周年を迎える
にあたり、バッジを作成することになり、デザ
イン公募をした際に太田西ＲＣから５つエント
リーさせて頂きました。
　そのうち昨年の相山会長のデザインが優秀賞
に選定されたとの報告を受けました。恐らく12
月号にはグランプリと入賞者（４～５名）が発
表されると思います。
　とても嬉しい出来事でしたので、この場で共
有させて頂きました。本日は宜しくお願いしま
す。

▪幹事報告
1.  報告事項

（1）先週の地区大会の資料がございますの
で、ご欠席された方は資料をご持参願い
ます。

（2）次週１０月２５日（木）の例会は、
１０月２８日（日）第４分区Ａ合同事業
に振り替えとなっておりますので、お間
違えのないよう宜しくお願い致します。

（3）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します。

2. 回覧内容
（1）いわき平ＲＣ訪問移動例会出欠
（2）米山特別寄付のお願い
（3）第４分区Ａ合同事業
　　  台之郷平地林植樹例会出欠
（4）週報回覧：館林ＲＣ・大泉ＲＣ

3. 他クラブの例会変更
分区外：伊勢崎ＲＣ

《米山奨学委員会》
・米山奨学委員長　長谷川　嘉宣会員

　今月は米山月間という
ことで一言お話し申し上
げます。
　10月第１例会でDVD
をご視聴頂きましたので
米山奨学会については既
にご存知かと思います。
　日本ロータリーの創始

者である故米山梅吉翁の偉業を記念して、没後
である1952年に東京ＲＣが後世に残る有益な事
業を立ち上げたいとの想いで発表したのが始ま
りです。
　2017年―2018年の2840地区としての成果を
報告します。個人平均寄付額は21,771円（全国
８位）で、寄付者割合が82.6％（全国１位）と
なっています。また太田ＲＣは昨年度の寄付金
合計が1,978,000円、個人平均寄付額は27,095
円で目標である16,000円に対して大きく上回
る結果となりました。また、寄付金累計額は
61,399,707円で2840地区で第２位となってお
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ります。先輩の皆さんが一生懸命寄付して頂い
た結果であり、先程の会長挨拶のとおり前橋Ｒ
Ｃと太田ＲＣが抜きんでている結果となってい
ます。昨年同様、米山奨学会へのご理解を一層
深めて頂き、無理のない範囲でご寄附を宜しく
お願いします。

○第４分区合同事業　板橋　一博会員
　昨年度、地区補助金事
業として申請した台之郷
平地林植樹例会が開催
されます。これは第４分
区Ａの５つのＲＣ（太田
西・太田南・太田中央・
新田）の合同補助金事業
となっています。

　１０月２８日（日）　日曜日９：３０集合で
例会は９：４０より開始されます。中野直前ガ
バナー補佐からご挨拶頂き、段取り説明を深澤
会員にお願いしております。
　当日は１１０本の苗木を用意していますが、
事前に深澤会員が現地で草刈りを行い、ある程
度耕して下さっています。苗木は重さ１ｋｇで
１、２本ずつ持って頂き、支柱に名前が書いて
あるところに穴を掘って植樹し、支柱に紐で結
びつけ水をやって完了となります（当日はス
コップと紐切りはさみ、そして汚れても良いス
タイルでお越しください）。
　今回はＲＡＹと日程が重複しているため現在
の参加人数は２１名となっております。この事
業は例会でもあります。また午前中１時間程度
の作業なので、今からでも都合のつく方は是非
ご参加ください。宜しくお願いします。

《ニコニコ委員会》
　　　

《出席委員会》

「公式訪問事前協議会」

議長 : 橋本　徹  会長

①市川　博士　会員増強委員会委員長
【委員会構成】
○委員長　市川　博士
○副委員長　板橋　一博
　　　　　　和佐田高久
【方針】
　ガバナーメッセージ
の「仲間を増やそう」
「ロータリーを楽しもう

　そして仲間と語ろう」に共感し、会員の経験
と知識を活かし、ロータリーの楽しさ、仲間の
大切さを再確認する。地区及びクラブの目標で
ある４名の純増を目指す。
【事業計画】
１．会員増強・退会防止プロジェクトチームを
活用し、入会候補者を呼べるような事業（イ
ベント）を模索する。

２．委員会活動を充実させ、情報の収集、共
有、発言に努める。

【具体的方針】
１．会員増強・退会防止プロジェクトチームと

○橋本  徹 会長、竹部弘昭 幹事
　　　………

○関口会長エレクト・松本次年度幹事
　　　………

○松本　隆  副幹事

金谷第４分区Ａガバナー補佐の
来訪を歓迎します。

金谷ガバナー補佐ようこそおい
で下さいました。よろしくご指
導をお願い致します。

　　　……… この度は母松本みつえの葬儀に
ご参列頂きありがとうございま
した。皆様の温かいお心に触れ
て大変ありがたく思いました。
ありがとうございました。

○会員総数

○事前メーク

○本日の出席

○出席率

74名

23名

31名

72.97％

｝54名

クラブアッセンブリー
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してシニアメンバーと女性会員でチームを組
成し、情報交換ロータリーの楽しさについて
話をして頂く。

２．若手メンバー１０名程度でチームを組成
し、会員増強に努める。

３．大手企業の太田地区の責任者メンバーで
チームを組成し、仕事の中で繋がりのある
方々を紹介頂き、会員増強に努める。

②太刀川　壽也　社会奉仕委員会委員長
【委員会構成】
○委員長　太刀川壽也
○副委員長　金谷　晴好
○委　員　小川　昌幸
【方針】
　今年度の地区目標「イ
ンスピレーションになろ
う」に基づき、地域への

奉仕活動を通じて誇りあるロータリー活動を実
践し、社会奉仕活動の啓蒙とロータリークラブ
の公共イメージの向上につなげる。また、地域
の各種団体や行政と連携を図り、環境美化・保
全の取り組みへの参加を継続する。
【事業計画】
１．金山清掃への参加（９月２日）
２．太田中央公園（ポールハリス月桂樹周辺）
　の清掃活動
３．各種団体・活動への協賛支援
【具体的方針】
１．社会に対する啓蒙活動としてローターアク
トと連携（金山清掃は残念ながら中止）

２．11月のいわき平訪問例会において、従前寄
付したピアノの状態を確認

③岡田　和夫　ロータリー財団委員会委員長
【委員会構成】
　○委員長　岡田　和夫
　○副委員長　田部井　丑松
　○委員　廣田　悦造
【方針】
　ロータリー財団は「世界で良いことをしよ
う」を標語とし、６つの重点目標を掲げて、そ

の活動は世界中の家族や
地域社会の人々の生活を
変えていくようになりま
した。本年度は世界への
貢献が問われる時期と捉
えて活動する。
【事業計画】
１．地区数値目標である

ロータリー財団寄付１人当たり１５０ドル以
上と、ポリオ寄付１人当たり３０ドル以上を
達成できるよう、一覧表を回覧して協力を呼
びかける。

２．会員に対して、ロータリー財団の啓蒙活動
を推進する。

【過去の取組】
　2011年－2012年度（中野会長１期目）に副
委員長を拝命しましたが、ほどなくして委員長
が急逝し、急遽委員長に就任。翌年も引き続き
委員長となりましたが、その後、未来の夢計画
が実行され委員長は３年間継続することが決ま
りました。
　直近５年間の地区補助金事業はクラブ現況報
告書の１１２ページに記載のとおりですが、市
立太田商業高校へパソコン寄贈にはじまり、金
山清掃支援事業におけるマイク、スピーカーの
寄贈、いわき市平地区津波被災者支援事業とし
てタオル１，０００本寄贈、太田市美術館・図
書館への図書寄贈・読み聞かせ会の開催など
様々な活動を通じて地域社会への貢献を果たし
て参りました。

④中野　正美　クラブ会員研修委員会委員長
【委員会構成】
○委員長　中野　正美
○副委員長　小川　昌幸
○委　員　眞下　武久
　　　　　吉川　佳宏
【方針】
　クラブの充実、結果を
はかるには、ロータリー

歴の浅い会員にクラブ自体や奉仕活動に関する
知識や関心を持ってもらい、知識を深める。
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（ロータリークラブそのもののポールハリスの
理念であるキリスト教の教えにある奉仕（サー
ブ）という言葉を元に成り立っているという原
点に立って皆さんに改めてクラブを学んで頂き
たいと考えています）
【事業計画】
１．研修会を開催：ＲＬＩを経験した会長幹事
を講師にして、年１～２回（対象は全会員）
２．新会員研修：入会４年未満やその他希望
する会員対象テキストはロータリー手帳付録
【２０１８－２０１９年度ロータリー関連資
料】
（年２～３回）会員増強・退会防止プロジェ
クトチームと親睦活動委員会と連携する。

３．「ロータリーの友」輪読会及び茶話会：
月１回　例会終了後、比較的短時間

４．卓話に外来講師（地区内または地区外）を
招く。

○講  評
　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
　公式訪問当日のスケジュールについて説明し
ます。まず例会前にクラブ役員懇談会を５０分
程度開催します。出席者は会長・幹事、会長エ
レクト、会員増強委員長、公共イメージ委員
長、および地区役員とインターアクト、ロー
ターアクト各会長にもできれば参加をお願いし
たいところです。　　
　例会は通常どおりの内容で結構ですが、ガバ
ナースピーチとして２０分お時間を頂戴したい
と思います。例会終了後にクラブ協議会を１時
間程開催させて頂きます。出席者は各委員長と
新入会員の皆様にも極力ご出席頂ければと存じ
ます。議題としては「クラブ現況、例会出席状
況」「楽しい例会づくりの工夫」「会員の年齢
構成・会員増強と退会防止の方策」「クラブの
長所と課題」「各寄付の状況」「奉仕プロジェ
クトの履歴と現況」そしてガバナーが力を入れ
ている「公共イメージと認知度向上のための方
策」についても皆さんと懇談を深めたいと考え
ています。　

　本日のクラブアッセンブリー事前発表頂いた
４名の皆様方へ一言ずつ感想を述べさせて頂き
ます。市川会員増強委員長：プロジェクトチー
ムを有効に活用して５％会員増強を果たして下
さい。
　太刀川社会奉仕委員長：いわき平ＲＣ訪問な
らびに補助金事業でいわき平の復興支援宜しく
お願いします。
　岡田ロータリー財団委員長：太田５クラブで
唯一グローバル補助金事業を検討しているとの
話は大変心強いです。複数年かかっても是非補
助金事業を立ち上げてニュー大田ＲＣとの親交
を深めてください。
　中野クラブ会員研修委員長：クラブの充実そ
して退会防止につなげるためにも、是非、新入
会員研修を充実させてください。研修＋楽しい
クラブづくりへのチャレンジを期待していま
す。

▪点鐘 &「我等の生業」斉唱

【重要：理事会報告　10月18日開催分】
・平成３０年度太田市近郊高校ユネスコ弁論大
会協賛依頼について、40000円の援助金を例
年通り拠出することで承認。

・「手足の不自由な子供達を守り育む運動」へ
の協力について、頒布品を回覧で会員に知ら
せて協力者を募る形で協力することで承認。

・地区から協力依頼があった北海道胆振東部地
震被害義捐金募集について、全会員一人当た
り５００円をお願いすることで、承認。

・新会員２名の入会申し込みについて、理事会
として承認。

　　　　　氏　名：廣田　悦夫さん
　　　　　事業所：広田機材株式会社
　　　　　役　職：取締役
　　　　　所在地：太田市西矢島町697-1　
　　　　　推薦者：竹内 正幸会員

　　　　　氏　名：高橋　邦祐さん
　　　　　事業所：株式会社みそのアクティブ
　　　　　役　職：代表取締役
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　　　　　所在地：太田市新井町319
　　　　　推薦者：竹内 正幸会員

　事務局員について、入局申し出があった藤田
紀子さん(62歳)で承認。
　11月より出勤して戴き、日野原さんと引き継
ぎする。

s本日のメニュー（ロイヤルチェスター太田）

・牛すじ
・ほうれん草胡麻和え
・鱈フライ
・鶏肉香草焼き
・羊羹

（コメント）
　全体的に肉が多く、食べごたえのある食事でし
た。本日も美味しく頂戴いたしました。

第4分区A5RC合同例会

( 地区補助金事業、台之郷平地林植樹例会 )
２０１８年10月２8日(日)　9:30～

於：台之郷平地林公園

≪中野パストガバナー補佐、はじめのご挨拶≫
　絶好のゴルフ日和の中お集まりいただきまし
てありがとうございます。2017-2018年度RI
会長のイアン・ライズリーさんが一人1本の植
樹をすれば、CO2削減にも役立つのではないか
との提案のアイディアを頂き地区の補助金事業
として計画して参りまして、今日実現できまし

た。「つながる森」と命名させていただきまし
た。これからも色々なこととつながっていきた
いと思います。将来的には明治神宮のような立
派な森になればと思っております。

～  深沢会員からの段取りの説明の後、
全員で作業  ～

≪橋本会長、終わりのご挨拶≫
　5RCの会長幹事を代表してご挨拶申し上げま
す。多くの皆さんにご参加いただきましてス
ムーズに行うことができました。地区補助金事
業はただ資金だけではなく、有益な汗をロータ
リアンが流すという項目があるわけですが、そ
ういう意味でも今日は貴重な事業になったんだ
と思います。ありがとうございました。

ＥＮＪＯＹ
ＴＡＬＫ＆ＥＡＴ

10 月 28 日（日）例会報告
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