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HHようこそ来訪HH

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 竹内雅江様

米山記念奨学生　　マハラジャン,ミンズさん

元米山記念奨学生　スレスタ・ソスティカさん
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▪臨時理事会報告
　吉橋　茂会員より、一身上の都合で、6月30
日を持って退会届が提出され、臨時理事会で承
認されました。残念ですが、ご報告申し上げま
す。

▪会長挨拶
　皆さん、こんばんは。今日が本年度最終例会
ですが、ご覧のように、多くの会員さん、そし
て、配偶者の皆さんにご参加戴きました。本当
にありがとうございます。

 

  さて、ロータリーのこの一週間では、20日
（木）にローターアクトクラブへの公式訪問が
ありました。クラブからは、高桜委員長、会
長、幹事、そして、次年度として、渋沢委員
長、関口会長、松本幹事の6名で参加して参り
ました。迎えてくれたローターアクターは、竹
部会長だけで、お一人で点鐘から本年度の実施
事業の報告などきちんとして下さってました
が、ローターアクトの会員増強については、提
唱クラブとして、本当に重要問題だと思いまし
た。引き継ぎになりますが、今後の皆さんのご
支援をよろしくお願い致します。
  また、23日（日）には、ゴルフ部会の最終ゴ
ルフコンペがあり、こちらは、いつも通り多く
のメンバーで賑やかに楽しく行われました。松
本部会長はじめ、部会の皆さん、本年度も本当
にありがとうございました。
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   さて、私は、会長として「元気で楽しいクラ
ブ」を目指して、欲張って盛り沢山の事業計画
を組ませて戴きましたが、皆さんのご理解とご
協力を戴けたおかげで、やりたかった事が全
て、しかも、本当に楽しくやらせて戴けまし
た。今は、充実感や達成感でいっぱいです。
最後に当たりまして、改めて、皆さんに心より
お礼申し上げさせて戴きます。本当にありがと
うございました。これからも、皆さんで、楽し
く、しかも、真摯にロータリーをやっていきま
しょう。本当にありがとうございました。以上
で最後の会長挨拶と致します。

▪来訪者挨拶
・元米山記念奨学生  スレスタ・ソスティカさん

　こんばんは、平成24年度のスレスタ・ソス
ティカと申します。出身地はネパールです。関
東学園大学を卒業し、会社で働いています。ネ
パールの貧しい子供たちのために自分でできる
ことをやりたいと思って、太田RCに報告した
ところご支援をいただき、ありがとうございま
した。今日も子供たちの支援のためにご協力
をお願いします。今までは、文具道具、椅子、
黒板、学用カバン、浄水器他を支援してきまし
た。今回はクツを支援したいと思っています、
後程募金をさせていただきたいと思います。ど
うぞご協力をよろしくお願いいたします。

▪幹事報告
1.  報告事項
（1）米山功労クラブ表彰がとどいておりま

す。
「第50回米山功労クラブ」の表彰状を入
り口に掲示してありますので、ご確認を

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

「地区役員・委員・
各委員長１年間のまとめ」

①横山和仁  職業奉仕委員会委員長

　職業奉仕委員会としましては、例年通り市立
太田高校で出前授業をさせていただきました。
なかなか学校側とスケジュールを合わせるのが
難しかったり、講師や司会進行の方を決めるの
が遅くなって急遽お願いしたにもかかわらず快
くご協力いただいたりと本当にありがとうござ
いました。子供たちも本当に真剣に授業を聞い
ていたと思っておりますし、感想文を見させて
いただきましたがびっしりと書かれておりまし
た。出前授業も8年を迎えました。引き続きよ
り良い授業ができればと思っております。あり
がとうございました。

②落合重男  国際奉仕委員会委員長

　今年度国際奉仕は二つの事業がありました
が、ほとんど橋本会長と竹部幹事にやっていた
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だきました。一つがグローバル補助金申請で
す。姉妹RCのニュー大田RCがメインになって、
太田RCと台湾のRCが、ニュー大田市にありま
す経済的に困っている人たちを助けようという
事業がありました。橋本会長と竹部幹事に英
語、ハングル語の文章を考えていただいて、私
はWEB上に入って、サイン・クリックをしまし
た。そしてもう一つのメインの事業が、ニュー
大田RCの55周年に、3月上旬、17人のメンバー
で訪れたことなのですが、3日前に家庭の都合
でドタキャンをいたしまして、内容をお伝え出
来ません。みんな会長と幹事にお手伝いいただ
いてしまいました。ありがとうございました。

③星野一俊  青少年奉仕委員会委員長

　事業計画に基づきまして、RYLAセミナーにタ
ンくんと、ロータアクトクラブの竹部君と参加
したり、優良高校生表彰では市内8校の生徒を
表彰させていただきました。また、ボ-イスカウ
ト、ガールスカウト、優良子ども会表彰で各種
助成金を授与させていただきました。1年間の
事業計画通りに色々やろうと思っておりました
が、なかなか実現できませんでした。ありがと
うございました。

④竹内正幸パストガバナー

　橋本年度の最終例会です。会長がもう少し自
慢話をしていただいてもよかったなと思ってお
ります。
　落合委員長から話がありましたが、太田クラ
ブの奉仕活動で一番弱い部分はこの国際奉仕で
あります。その中でグローバル補助金というこ
とで3か国でやる事業でありますが、これに挑
戦していただきました。これは来年度の関口年
度で結果が出るわけですが大変素晴らしい挑戦
であると思います。それからこれも初めてのこ
とでありますが、太田クラブの長期ビジョンを
作りました。来る70周年に向けて太田クラブが
元気で楽しいクラブ作りのために7年間の長期
ビジョンを作りました。それからポスターを作
らせていただきました。会長自らが公聴会にお
願いをして今年からは教育委員会の方と公聴会
を含めた奨学育英基金を進めていきます。
　大変大きな三つの事業、これは本当に大きな
事業として頑張っていただきました。是非この
元気さを関口年度にもつなげていただいて、ま
た更に皆様方のご支援とご指導をいただいて、
現状維持ではマイナスであります。一つでも先
に行くことはプラスであります。
橋本会長と竹部幹事に感謝を申し上げてご挨拶
とさせていただきます。

▪会長・幹事バッジの引き継ぎ
①2018-2019年度、橋本徹会長　⇒

2019-2020年度、関口知会長
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　2018-2019年度、竹部弘昭幹事　⇒
2019-2020年度、松本隆幹事

▪挨拶：2019-2020 年度、関口知会長
並びに松本隆幹事

・2019-2020年度  関口知会長

　以前幹事をやりましたのはちょうど20年前に
なります。20世紀から21世紀に、1999年から
2000年、吉田会長の下で幹事をやらせていただ
きました。今年度橋本会長の輝かしい業績にと
ても及ぶものではありませんが、精いっぱい努
めさせていただきたいと思います。皆様のお力
をお願いいたします。

・2019-2020年度  松本隆幹事

　いよいよ来週から、次年度、幹事として会長
を支えてやっていきたいと思います。一年半ほ

ど地区に研修で4回研修に行って、他のクラブ
のお話とかを聞いていると、入って1年で幹事
とか、会長5回目とかといった話を聞きました
が、太田クラブは一度会長幹事をやったらもう
二度と会長幹事をやることがないとても大きな
クラブであります。素晴らしいことだと思いま
す。会長を支えてしっかりと頑張ってまいりま
す。よろしくお願いいたします。

《親睦委員会》
・親睦委員会　成塚　敬  委員長
  先ほど、松本副幹事からもご案内があったよう
に、来週27日(木)の例会は、「2018-2019年度
最終例会」となっております。皆様ふるってご
参加下さい。

《出席委員会》

▪栁田秀男 SAA 挨拶

　橋本会長、竹部幹事1年間大変お疲れさまで
した。橋本竹部年度の総例会回数は今日を含め
て46回であります。その中でも特に印象に残り
ますのは、3000回の記念例会でありまして、RI
田中作次元会長をゲストに迎えて参加人数133
名を数えるという記念に残る例会でありまし
た。普通のロータリーであれば○○周年に当た
るような例会でありました。短時間でこれだけ

○会員総数

○事前メーク

○本日の出席

○出席率

76 名

22 名

50 名

94.74％

｝72 名
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の例会ができたのは、竹内パストガバナーのお
力もあったのではないかなと思っております。
それから後半になりまして、足利RC、桐生RCと
の合同例会を行いまして、77という大変多くの
参加をいただきました。普段の年度ですと竹内
パストガバナーにもっと頑張れと叱咤激励を受
けるところなんですが、橋本竹部年度は逆にも
う少し穏やかにしてくれとブレーキをかけるく
らい非常に熱意のある会長幹事で、SAAもそれ
につられて、1年間つとめられたのかなと思っ
ております。皆様のお力に感謝を申し上げま
す。また、渋澤副SAAに感謝を申し上げます。
ありがとうございました。

懇親会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

司会：茂木智行親睦委員
①開会の言葉　成塚敬至親睦委員長

　橋本会長、竹部幹事一年間大変お疲れさまで
した。そして、1年間ご協力いただきました皆
様本当にありがとうございました。本日最後、
親睦委員のメンバーで頑張ってまいります。皆
様に楽しんでいただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

②乾　杯　　大塩孝直前会長

　今日が橋本年度のいよいよ最終例会となりま
した。お疲れさまでした。おそらく肩の荷を下
ろした気持ちでいると思いますが、6/30の24時
までが会長、幹事でございます。そして、7/1
の0時から、いよいよ関口会長、松本幹事がス
タートでございます。よろしくお願いいたしま
す。

③「寸劇」
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④募金のお礼のあいさつ　　　　　　　　　
　　元米山記念奨学生  スレスタ・ソスティカさん

⑤次年度親睦委員長挨拶
　　高櫻紀一  次年度親睦委員長

　何故か2回目の親睦委員長をさせていただく
ことになりました、高櫻ともうします。T先輩
から連絡がありまして、お前の返事はYESかハ
イだと言われまして、まず何の話ですかと聞き
まして、親睦委員長だと言われまして、ハイと
答えました。本年度の成塚委員長を見習いなが
ら頑張っていきたいと思います。私を支えてい
ただく副委員長の茂木さんと小林さんです、右
腕と左腕です。どんなことが起きるか分かりま
せんが楽しくやっていきたいと思います。優し
い目でお願いいたします。

⑥閉会の言葉
　　板橋一博  直前幹事

　まずもって、橋本会長、竹部幹事、1年間い
やエレクトと副幹事を含めますと2年間、大変
お疲れ様でございました。振り返ってみますと
3000回記念例会であったり、ニュー大田の55
周年の記念式典にみんなで参加したり、そして
たくさんのイベントをこなしてきました。今思
うと橋本会長は決して派手なパフォーマンス

をする方ではなくて、まじめにまじめに物事に
取り組まれる方であったと思います。そして人
の話をよく聴く会長でした。そんな会長に我々
はつきて来たと思います。本当に一年間ありが
とうございました。そして竹部幹事、また違う
意味でとてもまじめな幹事でした。見かけによ
らず、非常にまじめな緻密な幹事であったと思
います。本当によく電話がかかってきました。
いろいろ質問されましたが結構忘れておりまし
た。
　しかし、それくらい緻密に準備をしておられ
ました。橋本さんと竹部さんのお二人のこの夫
婦ではなくてペアは、最高の年を作り上げたん
だなと思います。本当にありがとうございまし
た。そしていよいよ来週から関口会長と松本幹
事の船が出航いたします。港はまだ静かですよ
ね。内海ですから。それからだんだん外海に出
ていきます。波が荒くなるかもしれません。そ
れでも我々スタッフとお集りの太田クラブのメ
ンバーみんながしっかりと協力し合って次年度
を支えて推進していきたいと思っております。

▪諸事お知らせ

▪手に手つないで
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