
 

国際ロータリー第 2840 地区
2019-2020 年度

インターアクト年次大会

（会場：太田市立太田高等学校）

　梅雨明け前の空模様が心配された 7 月 13 日
（土）、太田市立太田高等学校には、群馬県内か
ら１５校の高校生・顧問の先生・提唱クラブ
ロータリアン、など総勢 318 名が集まりました。
2019-2020 年度インターアクト年次大会（イン
ターアクト委員会竹部弘昭委員長）の始まりで
す。
　今回は『夏の暑さと仲良くなろう！』～楽し
く夏を乗り切るために～というテーマを掲げて、
当クラブ会員である中野正美先生による「夏の

熱中症対策について」の基調講演をはじめ、４
つの分科会に分かれての研修と盛りだくさんの
一日です。
　開会式では、太田市立太田高等学校校長の竹
内敏彦先生とＩＡＣ・ＪＲＣ部部長の中島瑞樹
さん、提唱クラブである太田ロータリークラブ
の関口知会長の歓迎の言葉をはじめ、ご来賓の
清水聖義太田市長・江原孝育太田市教育委員会
副部長、森田高史ガバナーよりご挨拶をいただ
きました。
　午後の分科会は、第１分科会「応急処置講座」
は日本赤十字社群馬支部より６名の講師の方が
来られ、三角巾を使ってけがの時の処置などを
実施しました。第２分科会「ＡＥＤ研修」はこ
ちらも日本赤十字社群馬支部より６名の講師の
方が来られ、実際に人形を使ってＡＥＤの使い
方等を学びました。第３分科会「暑さ対策調理
教室」は桐生大学医療保健部栄養学科より先生
方４名と補助の学生さん８名と一緒に、熱中症
にならないための「スポーツドリンク」暑さに
負けないための朝ごはん」を作りました。第４
分科会「ストレッチで夏場の基礎体力作り」では、
ディーズスポーツプラザの２名のインストラク
ターと一緒に汗を流しながら身体を動かしまし
た。
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閉会式では、次年度ホストクラブの藤岡中央高
等学校へ「インターアクト旗」が授与されました。
大会が始まった頃はかたい表情だった高校生も、
帰る時には皆にこやかに楽しそうに語り合いな
がら帰路につきました。
　大会開催早朝より、交通整理のために高校生
と共に道路に立たれた太田ロータリークラブの
皆さん、お疲れ様でした！（丸山）
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UUUUUUようこそ来訪UUUUUU

名誉会員　太田市長　　清水　聖義　様

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
　赤石　光雄  様

太田西RC　会長  藤井　聡子  様
・幹事  山田　英哲  様

太田南RC　会長　天笠　秀昭  様
・幹事  大谷　恒雄  様

新田RC　会長　木村　昭善  様　
・ 幹事  稲田　信昌  様

太田中央RC　会長  萩原　由大  様　
・幹事  小板橋　勉  様

米山記念奨学生  マハラジャン・ミンズさん

UUUUUUUUUUUUUUUUUUU

▪会長挨拶

　本日、清水市長には公務ご多用の中、ご来訪
頂きまして誠にありがとうございます。また本
年も名誉会員ご就任を快くお引き受けいただき
ましてありがとうございました。後ほど卓話も
頂くことになっています。どうぞよろしくお願
いします。
　また太田 4 クラブの会長幹事さんにもご来訪
頂きました。10 日の西クラブさんを手始めに、
中央、新田と表敬をさせていただきました。赤

石ガバナー補佐を筆頭に、10 名が一座を組むよ
うに回っていますと、おのずから同期の連帯の
ようなものが、かもし出されてきまして、一生
仲良く付き合いたいなというような気分になっ
てきます。本日もよろしくお願いします。
　各クラブを回っていますと、同じ太田にあっ
てさえ、明らかにクラブによって雰囲気が違い
ます。千差万別、バラエティに富んでいます。
メイクによって他クラブを知るということも、
ロータリーの楽しみの一つです。来春東京ＲＣ
にメイクに行く計画もありますが、まず分区か
ら、次に地区へと、足元から始めるのも楽しい
かと思います。この前当クラブにメイクに来て
いただいた足利東ＲＣの石井さん、まだお若い
方でしたが、群馬 45 全クラブにメイクをしたと、
おっしゃっていました。また若い会員には、メ
イクの仕方なりわからなかったら、遠慮なく聞
いて欲しいと思います。
　バラエティという言葉は本来、種々様々、多
種多様、変化に富むというような意味ですが、
今では楽しいことの代名詞のようにも使われて
います。ほかのクラブとの出会い、様々な資質
を持った方との出会い、一か所にとどまってい
ては知りえない世界がバラエティであります。
ロータリーの中にバラエティを発見し、それを
楽しめれば、ロータリーライフが、もっと楽し
い豊かなものになるかもしれません。　本日の
例会が、皆様にとって有意義なものになること
を願って、ご挨拶といたします。　

▪来訪者挨拶
・竹内正幸  国際ロータリー第 2840 地区パストガバナー

　みなさんこんにちは、６月末の 2840 地区の
会員は、2100 人でスタートと言うことになり

7 月 18 日（木）例会報告



ます。第４部会では、215 人位で、1 年を通し
て、園においては５人が退会となりました。今
年も、新井会長は若いメンバーを入れてくださ
いと話されております。各クラブが自分のクラ
ブに合った改造をよろしくお願い申し上げます。
太田の中に 215 人の仲間がいると言うことであ
ります。さらに仲間を増やしていただきたいと
言うお願いを申し上げて、挨拶に変えさせてい
ただきます。

・赤石光雄  国際ロータリー第 2840 地区第 4 分区 A ガバナー補佐
　　　

　こんにちは、地区とクラブの橋渡し役として
１年間の長いお付き合いになりますが、よろし
くお願い申し上げます。
　地区の方針を伝えさせていただきます。今年
の会長はアメリカ出身のマローニ会長と言いま
して、シンボルマークにあります様に、良く見
ますと４人の人が手を携えて地球を囲んでいる
図案になっております。会長の掲げるメッセー
ジは「ロータリーは、世界を繋ぐ」であります。
このテーマのもと、ロータリーの方針を通じて、
有能で思慮深く、寛大な人々が手を取り合い、
行動を起こす為に繋がりを築いて行こうと呼び
かけています。
　そして、クラブを変革し、ロータリーを成長
させることを強く求めております。これを受け
まして、森田ガバナーは、今年度の地区テーマ
は「クラブイノベーション」となっております。
魅力あるクラブ作り、楽しい例会作りが、ひい
ては、会員増強、大会方針と繋がるとの観点か
ら各クラブの将来図を明確にしてクラブ改革を
実践するよう求めております。是非、この意図
を組んでいただき、クラブの戦略計画の策定を
お願いしたいと思います。

　ロータリーにとって区切りの年になります。
これに合わせて色々な企画も予定されて行くと
思いますので、是非これまでの流れを検証しつ
つ、次の 10 年を見据える良い機会と捉えたい
と思っております。１年間、楽しく元気なクラ
ブ作りを目指してやって行きたいと思いますの
で、みなさまのご支援とご協力をお願いしまし
て当初の挨拶とさせていただきます。

・藤井　聡子  太田西 RC 会長

　太田西ロータリークラブは会員数が大変少な
く、現在 18 名で活動しております。会員増強・
退会防止を第一優先として活動して行きたいと
思っております。
　以前、家族を通してロータリーに参加させて
いただいた時には、きらびやかなそんな世界が
あるのだなと思っておりましたが、まさか自分
が会長を務めることになるとは思っておりませ
んでしたがこうして、会長を務めることになり
ましたので、自分の出来る範囲、一生懸命行っ
て行きたいと思います。
　私ども西クラブは、公式訪問を来月に迫って
おりますので、1 ヶ月間しっかり準備をいたし
まして頑張って行きたいと思っております。ど
うぞよろしくお願いします。

・山田　英哲  太田西 RC 幹事
　今日は、7 月 18 日、光化学スモッグの日となっ
ておりまして、1970 年、東京都の杉並区で高
校の体育の授業の時、生徒が目の痛みと頭痛を
兼ねまして 40 名の女子生徒が病院に搬送され
たと言うことで、後から国の方の認定を受けて、
本日がその日となっております。
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　また、本日が表敬訪問の日と言うことになり
ます。太田クラブ様は歴史のあるクラブで設立
が 1957 年１月 30 日（水）となっておりました。
私も生まれておりません。また、群馬県でも５
番目、全国でも 198 番目に古いクラブでありま
した。今日は例会が終わるまで、色々と勉強さ
せて貰いまして何か 1 つ感じて持って帰れれば
いいなと思っております。

・天笠　秀昭  太田南 RC 会長

　今年は 2019 年と言うことで、ラグビーワー
ルドカップが開催されます。太田のパナソニッ
クから７名の選手が日の丸をしょって戦います。
南クラブは現在 45 名の会員でスタートしてお
ります。平均年齢が太田市内のクラブで 1 番高
い 64 歳です。50 代、40 代中心にクラブを盛
り上げようと頑張っております。
　今年のテーマは「クラブイノベーション」で
すが、革新は伝統があるからこそ革新が出来る
と考えておりまして、今年の南クラブは、世代
が後退するものでは無く、積み重ねて行こうと
先輩方にも頑張っていただきまして、「クラブイ
ノベーション」を進めて行こうとしております。

「ワン、チーム」を南のスローガンで固め、テー
マは、一生懸命、楽しく、絆を強めて進んで行
こうと思いますので、今年 1 年間、ご指導の程

よろしくお願いいたします。

・大谷　恒雄  太田南 RC 幹事

　こんにちは、太田クラブさんは青少年の育成
に大変重要視され、また、本日は海外からもお
見えになっており、特に奨学金の関係が素晴ら
しい地域であり、他のクラブでは真似できない
太田クラブ独自の奨学制度と言うのが、また、
いいなと感じております。いずれにしても多く
を学ばせていただきたいと思っていますので、
1 年間どうぞよろしくお願いします。

・木村　昭善  新田 RC 会長

　こんにちは、新田クラブは今年度 24 名でス
タートいたしました。残念ながら、大変スモー
ルクラブでございますので、今年の目標は、設
立以来の人数に何とか追い付け、追い越せと言
う気持ちで頑張っている所でございます。みな
さんに色々な知恵を授けていただき頑張って行
きたいと言う気持ちで今やっております。
　今年もまだ新田クラブへ移籍をしてまだ３年
目でございまして、まだ実態が良く見えて無い
と言う所もございますが、これからみなさんと
共に一生懸命頑張って行きたいと思っておりま
すので、この 1 年よろしくお願いいたします。
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・稲田　信昌  新田 RC 幹事

　今、木村会長が 24 名からのスタートと言っ
ておりましたが、一昨年は、内のクラブは 17
名から 32 名と純増 15 名でガバナンス賞をいた
だいたのですが、この 1 年間で 8 名退会でした
ので、この１年間また十数名増強で頑張り、退
会防止と楽しいクラブ作りを考え１年間頑張り
たいと思いますので、どうぞご指導よろしくお
願いいたします。

・萩原　由大  太田中央 RC 会長

　みなさんこんにちは、今年度は中央から赤石
補佐を輩出しております。大変になりますが、
皆様方のなお一層のご協力を願おうと思ってお
ります。簡単ではありますが以上です。

・小板橋　勉  太田中央 RC 幹事
　先程、関口会長のお話の中で各クラブを回っ
ているとバライティー差があると言う言葉があ
りました。各クラブ、バライティー差があって
良いのでは無いかと私は受け止めさせていただ
いております。自分達も一生懸命、太田クラブ
さんを見習いながら頑張って参りたいと思いま
す。今後ともよろしくお願いいたします。

▪退会者挨拶

大石　佳　野村証券株式会社  太田支店  支店長

　転勤の都合で退会させていただくことになり
ました。４年 3 ヶ月、太田におりまして、本当
に皆様から色々とお世話になりました。心暖か
く皆様に接していただきましてありがとうござ
いました。
　後任の阿川が参っておりまして引き続きお見
知り置きをお願いいたします。
　私は今度、小田急線の新百合ヶ丘支店に参り
ます。新百合ヶ丘の方でも川崎麻生ロータリー
に入る予定でございます。ありがとうございま
した。

▪来訪者挨拶
・清水　聖義　　名誉会員　太田市長

　昨日のお話をさせていただきます。昨日、オー
プンハウスと言う会社に行き社長に会ってきま
した。太田を元気にする方法は何かねと言う話
がありまして、クレインサンダースを買うと言
うのが新聞に出ました。前の話ですが、プロス
ポーツをやろうと言う話はしていました。高崎
が一番元気で、鉄道もあります。太田は陸の孤
島に近いですが、太田は元気です。彼の出身が、
太田が地元であると言う認識が強い方で、最初、
ラグビーが熊谷に行くと言うことを私に通告し
てきましたので、ラグビー場を買ったらどうで
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すかと言うことを見せたのですがプロゲームを
やるには、すべての面で足らない。そのうちに
クレインサンダースを買うと言う話が具体的に
決まって、どうせやるなら、ジャスパもペガサ
スもみんな買って、群馬県のプロを太田に全部
集めちゃおう言うようなことを話していました。
これが、B1 に入るのに約 5 千人観客が収容出来
るスタジアムが必要だと言うことで行ったので
す。
　行政改革の一環として新田のジョイフル周辺
を整理整頓してそこに集約し、太田の西部の中
核にして行きたいと言うことで、その第一弾が
クレインサンダースの本拠地を新田に作ろうと、
道路の面、駐車場の面でも良いのではないか。
やると決めた訳ではない。
　プロスポーツで太田市を盛り上げて行こうと
言うのがいいかなと思っております。産業界も
太田の元気を作ってくれてます。産業界は良い
時はいいが、必ず落ちる。企業は少しでもいい
ので、増収、増益になってもらうことが大事と
思います。
　これからの太田市は産業が上がって行く、少
しでも儲かって行く、片方では、文化スポーツ
面で町全体の力を付けて行く。この両方をうま
くやっていくことが、これからの太田市の元気
さを維持するのに大事じゃないかと思っており
ます。ご清聴ありがとうございました。

《ニコニコ委員会》

《出席委員会》

s本日のメニュー（ロイヤルチェスター太田）

　○関口知 会長、松本隆 幹事
　　　………

○稲田　信昌　新田 RC 幹事
　　　………

○稲田　信昌　新田 RC 幹事
　　　………

○竹部　弘昭　国際ロータリー第 2840 地区
　インターアクト委員長

清水市長、赤石第 4 分区 A ガバ
ナー補佐のご来訪いただきあり
がとうございました。

橋本さん、竹部さん、1 年間お
疲れ様でした。

今日からよろしくお願い致しま
す。

　　　………

○竹内正幸パストガバナー
　　　………

○中野　正美  先生
　　　………

去る７月 13 日、インターマクト
年次大会に清水聖義市長はじめ、
パストガバナー竹内正幸様、第
4 分区 A ガバナー補佐　赤石光
雄様、当クラブの会員の皆様の
御協力を得られ、無事成功裏終
了することが出来ました。御協
力大変ありがとうございました。

赤石ガバナー補佐はじめ 4 クラ
ブ会長、幹事、ようこそいらっ
しゃいました。１年間の御記念
申し上げます。

インターアクト年次大会の基調
講演「熱中症について」無事終
了いました。大変お世話になり
ました。

○会員総数

○事前メーク

○本日の出席

○出席率

75 名

23 名

42 名

86.66％

｝65 名

ＥＮＪＯＹ
ＴＡＬＫ＆ＥＡＴ

・鎌大根
・茄子の生姜焼き
・白身フライ

・豆腐ハンバーグ
・桃とヨーグルトのムース


