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先ほどご紹介させていただきましたが、本日は
多くのロータリアンの皆様にお越しいただいて
おります、
。太田 RC をごゆるりとお楽しみいた

eeeee ようこそ来訪 fffff

だければと思っております。第 4 分区 A 各クラ
ブをめぐっての会長幹事の表敬訪問も、今日の
太田 RC が最後になります。4 クラブを訪問して、
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があり、まさにロータリーの奉仕を生み出す真
髄に触れることができました。

さて、コロナがまた怪しくなってまいりまし
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徹 様

たが、猛暑の中、東京 2020 オリンピック・パ
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ラリンピックが始まりました。日の丸を掲げる
ことを夢見て必死に戦い、頑張る若者たちの活
躍を見ていると、自分もまだいける。頑張らな

▪会長挨拶

みなさんこんにちは、大変暑い日が続きます

がお元気ですか。
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例 会 日 時： 毎 週 木 曜 日

くてはいけないという思いにさせられた方も多
いと思います。
今年の夏はオリンピック・パラリンピックを
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楽しく、和気あいあいとした例会は信頼・友愛
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応援し、日本を熱く盛り上げていきましょう。

諸先輩方がたくさんいらっしゃる中で、私の

本日は納涼例会の予定ではございますが、コロ

ような若輩者ではございますが、１年間よろし

ナの影響で親睦会に変更して色々な企画を考え

くお願いいたします。まずはこのようなコロナ

てまいりました。本日の例会もどうぞよろしく

禍の中で、表敬訪問にご協力いただきましたこ

お願いいたします。

と、お礼申し上げます。本日の発表ですと関東
圏で過去最多の感染者数を記録するところもあ
り、群馬県でも 70 名となっています。オリン

▪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

ピックの実施に伴い、人出が増えてきたように
感じています。引き続き、コロナの対策を万全
にしながらのロータリー活動となりますが、ど
うぞご協力をお願いいたします。また、今年度
のはじめにあたりまして、会長幹事会の真正面
での報告等の中止・行事の変更等がございまし
て、会長・幹事・会員の皆様・事務局の皆様に
はご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません。
未だコロナは収束の見込みがつかない中であり
ます。行事の変更等お願いすることがまたある

いよいよ新しい年度が 7 月から始まりまし
た。6 月末、地区では新しい会員が 23 人増え、

かもしれませんが、ご協力をお願いいたします。
さて、ロータリーの重点項目として「環境」

2058 名のスタートということになりました。

が加わりました。今まで 7 つだったものが８つ

ここ 3 年ほど、50 名程度会員数が減っていると

となった形です。その一環でもあり、地球温暖

いう状況です。このコロナの情勢の中で森田年

化の対策としてクールビズで本日参加させてい

度の下半期 / 山田年度の上半期と思うように活

ただきました。また、複数クラブでの共同イベ

動ができなかったわけであります。いまロータ

ント開催をやっていこうという目標があります。

リーがどのように奉仕活動をするのかを考えな

ロータリー創立記念である来年の 2 月 23 日に、

ければならない環境にあります。最も大事なの

前橋にてチャリティーコンサートを複数クラブ

は、会員同士の交流と親睦を図ること、これが

共同にて行う予定です。第 4 分区としましても、

クラブの第一であります。本年度は各クラブ純

引き続き社会福祉協議会へのタオルの寄贈・ゴ

増 1 名ということで目標を掲げております。元

ルフコンペ、IM 等がございます。IM について

気なクラブづくりのために、各クラブリーダー

はコロナの状況をみて来年の開催ということを

のご活躍を祈念いたしましてご挨拶とさせて頂

検討しております。周年事業としまして、太田

きます。

RC65 周年 / 太田南 50 周年 / 太田中央 30 周年、
第 4 分区 B としても大泉 55 周年事業を行いま

・国際ロータリー第 2840 地区第 4 分区 A ガバナー補佐

松本 貴之 様

す。
それから、新田ロータリークラブ荻原会長よ
り、田中パストガバナー発行「ロータリークラ
ブに入ろう」
（幻冬舎）を全員に提供いただきま
した。ロータリーに入られてから読んでも非常
に面白いのではないかと思います。固有名詞等
はイニシャルでありますが、きわどい話も結構
あって（笑）ぜひご覧ください。長くなりまし
たが、ロータリークラブの益々の発展と、本日
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お集まりのみなさんのご健勝を心より祈念いた

と思います。一つご協力申し上げて、太田西 RC

しまして、私のご挨拶とさせて頂きます。

会長挨拶とさせて頂きます。

・太田西 RC 会長 金谷 光明 様

・幹事 山田 英哲 様
今年度太田西 RC 幹事を仰せつかりました、
山田英哲と申します。我がクラブは 1972 年 1
月 29 日に創設され、今年度 50 周年を迎えます。
その節は太田クラブの皆々様をはじめ、本日お
集まりの会長・幹部の皆様もぜひご協力をお願
い申し上げます。

・太田南 RC 会長 栗林 紀昌 様
6 年前、2015 年 7 月に太田ロータリークラ
ブへの表敬訪問させていただいたのが、第 1 回
目の太田西 RC 会長の時でした。それから 3 年
後の 2018 年、ガバナー補佐という大役を仰せ
つかり、やはり表敬訪問させていただきました。
太田西 RC ２度目の会長の金谷光明と申します。
まだまだ若輩者ではございますが、私どもクラ
ブは人数が非常に少なくなってしまい、２度目
の会長を務めるのは私で４人目でございます。

太田南 RC の会長を仰せつかりました栗林と

まず、太田西 RC は今年度 50 周年―半世紀を

申します。私もこの場に来たのは 4 年ぶりであ

迎えます。日程だけは決まっているものとして、

り、いつも身の引き締まる気持ちです。太田 RC

4 月 2 日土曜日に祝宴を予定しております。時

での思い出と申しますと、4 年前に植林をお手

間帯はコロナの情勢によって昼会とするか、夜

伝いさせていただき、ロータリークラブはこれ

とするか検討して参ります。どうか皆さまご参

ほど大きな奉仕をするのかと感動したことがご

加いただければと思いますのでよろしくお願い

ざいます。先日近くを通ることがありましたが、

いたします。

すくすくと育っており、
「あの大きい木を私たち

太田西 RC ２度目の会長としては 7 月７日、

は植えたのか」と感慨深い思いを抱きました。

七夕の日が第一回目の例会でございました。そ

今年は会長という立場ですが、前年度 5 人とい

こで「ぜひ、楽しいクラブにしましょう。和気

う退会者がおり 45 人でのスタートという厳し

あいあいも結構でございます。ただし、ロータ

い状況であります。マイロータリーの登録 50%

リアンとしての資質はきちんと守りましょう」

の達成とロータリー賞の達成を目標として今年

とお伝えしております。2840 地区のロータリー

1 年間やっていきたいと思います。ただしロー

クラブの中で、ちょっとステキな、キラリと光

タリー歴はまだ 7 年と浅いものですから、諸先

るような RC にしていこうと山田英哲幹事にも

輩方にはご指導いただきつつ頑張っていきたい

お願いいたしました。精一杯会長職を全うして

と思います。

参ります。多様性と協調を大切にしながら、楽

今年第四分区 AB10 クラブのチャリティー大

しい例会づくりに力を入れて退会者のないクラ

会を太田南 RC で承っております。今年の 10 月

ブにしていきたいと思います。太田クラブさん

13 日、鳳凰クラブの方で開催を予定しています。

には今まで以上のご指導・ご鞭撻、これまで以

できればラウンドで実施したいとは思っており

上の大きなご協力をお願いすることも多々ある

ますが、表彰式等もコロナの情勢により考えな
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ければいけない状況と思います。ぜひ皆さまに

いますので、若い力・気持ちを全面に推し進めて、

参加いただければと思います。宣伝となってし

クラブを少しでも盛り上げられるように頑張っ

まいましたが、会長挨拶と代えさせていただき

ていきたいと思いますのでよろしくお願いいた

ます。１年間よろしくお願いいたします。

します。

・幹事 屋代

・幹事 橋本 貴義 様

哲 様

２度目の幹事を務めさせていただきます、屋

今年度新田 RC 幹事を仰せつかりました橋本

代です。今年は栗林会長を援けて、頑張って参

と申します。今年度会長の方針として会員の親

りたいと思います。どうぞ皆さまご指導の程よ

睦に重点を置いて活動して参ります。なかなか

ろしくお願いいたします。

コロナ禍の中ですので、様々考えても実施でき
ないこともありますが、この目標に向かって会

・新田 RC 会長 五位野秀之 様

長とともに頑張りたいと思っています。よろし
くお願いいたします。

・太田中央 RC 会長 大谷 克己 様

今年度新田クラブの会長を仰せつかりました
五位野と申します。当クラブはご存知の通り少
数精鋭のクラブでございます。新年度はお蔭様
で 1 名新会員が入り、早くも目標達成をさせて

第 30 代会長を仰せつかりました、大谷克己

頂きました。今年度新会員増強には重きをおい

と申します。よろしくお願い申し上げます。太

ておりません。まずは次のことに力を入れたい

田 RC さんの例会では緊張してしまいますので、

と考えています。

何を話すか段々頭が白くなってくるのですが

まず、マイロータリー登録率 50% 達成、そし

（笑）ご挨拶させていただきます。梅雨が明け、

て会員のワクチン接種率 100% を目指します。

夏が訪れています。人間ワガママなもので、梅

接種することにより、人数が少ないメリットも

雨時は「毎日ジメジメしていやだな」と、夏に

相まって交流活動・事業が取り組みやすくなり

なれば「暑くていやだな」というものです。コ

ます。これは退会抑制に加えて、だれかを誘い

ロナで例会があったりなかったりすると「接触

たいという気持ちになるかと思います。７月の

するのがいやだな」
。全く身勝手なものだという

スタート時に感染拡大は予測がついていた話で

気もしますが、人間そのようなものだろうか思

すので、例会は月に２回しか実施せず、状況に

います。

応じて回数は変化させていこうということを打

しかし、そこを何か考えなければ、会員が一

ち出しています。ただしそのためには会員も対

人また一人と減ってしまいます。各クラブ 1 名

策を怠らないようにしましょうということは口

純増という目標がありますけれども、当クラブ

酸っぱくいってきたことです。様々な目標や基

は 44 名スタートですので、なんとか 50 名にし

本活動の事業についてクラブ内で打ち出してお

たいところです。何等かの事情によって退会者

ります。

は出てきます。これを仕方がないのかといいま

まだまだ当クラブの中では私も若輩者でござ
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すと答えはないのですが、あきらめてしまうと

何もできないのではないかと思います。肩貼っ
てギシギシに気張るのではなくて、私と松本幹
事の間で色々と考えながら１年間頑張っていき
たいと思います。太田 RC さんには周年事業に

ありますのでご確認ください。
2. 回覧内容
（1）第19回ロータリー全国囲碁大会の
ご案内

ついてもお力添えをお願いすることになるかと

（2）熱海豪雨災害支援金についてのお願い

思います。私は１年間「お願い」ばかりの挨拶

※一人 500 円を 8 月に封筒集金させて

をさせていただくかと思いますが、どうぞよろ
しくお願いいたします。

いただきます。
（3）2上毛新聞記事（4クラブ会長の顔写真）
3. 他クラブの例会変更

・幹事 松本

徹 様

このたび太田中央 RC 幹事を務めさせていた

分区内：館林ＲＣ
分区外：前橋南ＲＣ

だきます松本です。どうぞよろしくお願い申し
上げます。気づけば 21 年目の幹事ということ
になるわけですけれども、なんとかこの 30 周
年の年に過去積み残した部分を少しでも立て直
すことができればよいと思っております。大谷

《親睦委員会》

・廣田 悦夫 親睦委員会委員長

会長とともに、活気のある中央クラブを創って
いきたいと思います。１年間よろしくお願いい
たします。

▪幹事報告
1. 報告事項
（1）現況報告書会員名簿記載内容変更の
アンケートをBOXに入れます。変更があ
りました場合には返信または、事務所へ

「筒井時正花火セット」配布の件

ご一報ください。なお、役職・所属委員

本日 BOX の中に過日ご案内させていただきま

会についての変更は事務局にて対応いた

した花火を入れております。誠に残念ながら、

しますので、返信は不要となります。

本日は納涼例会中止とさせていただいたわけで

（2）上記アンケートに各資料のメールでも

すが、お帰りになってご自宅でご家族と花火を

受信希望を明記しお送りします。
（3）本日の例会終了後65周年第1回実行委

お楽しみいただき、親睦を深めていただければ
と思います。

員会を行います。案内にて出席での返信
を頂きました方は隣ヨーゼフに移動して
ください。

《ゴルフ部会》

・ゴルフ部会長 松本 博 部会長

（4）8月第1例会後に太田RC杯バドミント
ン大会第1回実行委員会会議を行います。
（5）事務局の夏季休暇は8月9日から8月13
日となります。
（6）上半期会費納入のお願いを送付いたし
ました。お忙しいこととは存じますが、
7月末までのご入金をよろしくお願いい
たします。なお、領収書はBOXに入れて
5

当クラブの会員 73 人のうち、46 名がゴルフ
部会に参加いただいております。実に 7 割の方

ます。

◉中野ガバナーエレクト挨拶

に活動に参加いただき、盛り上げていただいて
おります。ある意味では太田クラブの源となっ
ている部会でございます。各クラブ様々な交流
会を企画いただいているかと思いますが、一つ
の大きな活性の源でございますので、ぜひ部会
活動に力を入れて充実させていっていただけれ
ばと思います。
改めまして委嘱状をいただきますとエレクト

《ニコニコ委員会》
○落合

重男 会長・岡田 敏郎 幹事
……… 本日は竹内パストガバナー松本
ガバナー補佐・各クラブ会長・
幹事にはお越しいただだきあり
がとうございました。太田ロー
タリークラブで楽しくお過ごし
いただければ幸いです。
○中野ガバナーエレクト・柳田地区幹事
……… 松本ガバナー補佐様、各クラブ
会長・幹事の皆様、ようこそ太
田クラブへ。一年間よろしくお
願いいたします。
○竹内パストガバナー
……… ４クラブ会長・幹事ご苦労様で
す。社会情勢が厳しい中、元気
なクラブづくりにご活躍ご祈念
いたします。
○松本貴之様・金谷光明様・山田英哲様・
栗林紀昌様・屋代哲様・五位野秀之様・
橋本貴義様・大谷克己様・松本徹様

《出席委員会》
○会員総数

73 名

○事前メーク

15 名

○本日の出席

40 名

○出席率

75.34％

｝

55 名

クラブフォーラム
進行：落合 重男 会長
コロナの関係でたいへん遅くなりましたが、
中野ガバナーエレクトに委嘱状をお渡しいたし
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になったのだなと思います。昨年ノミニーの時
代よりガバナーと ZOOM 等でやりとりがありま
したが、一層身の引きしまる思いです。よりよ
いガバナーになりたいなと考えております。こ
れはクラブの皆様のご協力なくしてはできませ
ん。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
（時間の都合上、個別委員会の話題は割愛）

▪点鐘 &「我等の生業」斉唱

