
▪会長挨拶

　　みなさん、こんにちは県内も今までにない
数値が表れておりコロナウイルス感染拡大につ
いて警戒度４に引き上げられ、まん延防止等重
点措置の実施も予想されております。ワクチン
接種に関するアンケートのご協力をお願いして
おりますがロータリー活動はメンバーのみなさ
んの命を守る、健康を守ることを優先し、対応
してまいります。ご理解の程お願い申し上げま
す。
　さて、８月の月間目標は「会員拡大」です。
月間目標は、ロータリー７つの重点目標、財団
米山奉仕活動について月ごとに設定されていま
す。これを守っていくことがロータリー活動の

1 つの主旨であるのかなと思っております。こ
の月間目標は、年間計画やロータリーの友表紙
に記載されておりますのでご参照ください。そ
んなことで第２例会では、会員増強の松本委員
長、竹内パストガバナーに卓話をお願いしてお
ります。会員拡大の方法等をご教授いただこう
と思っております。楽しみにしておいてくださ
い。
　8 月は日本国民として忘れてはならない先に
戦争が終わった月でもあります。７６年前の明
日８月６日広島に、８月９日は長崎に原爆が投
下され多くの人が亡くなりました。広島にはウ
ラン型、長崎にはプルトニウム型なぜ違った種
類の原爆を使用したのでしょうか、多くの疑問
が残る中、戦争を早く終わらせるためという理
由だけでは納得のできるものではありません。
先の戦争に拘わった両親の平和への思いはとて
も強く、私が小学生くらいまでは大きくなって
戦争に行かない世の中のままでいて欲しいとよ
く言われました。その様な戦争の話は私も若い
うちは充分には理解できていなかったと思いま
す。しかし、親になって年に一度、８月には先
の戦争のことを思い、平和に感謝をすることが
多くの亡くなられた方たちへのご供養と心より
感じるようになりました。
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　くしくも巷では、平和の祭典と称しオリンピッ
クの話題で一杯です。このような時こそ、礎に
なった多くの先人に、平和であることを感謝す
べきと思わずにはいられません。本日の例会も
よろしくお願い致します。

▪本日の行事
◦米山功労者　第２回マルチプル

　松本　　隆  会員

▪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に入れました。変更の
ありました場合返信または、事務局へ一
報ください。

（2）本日の例会終了後に太田ＲＣ杯バドミ
ントン大会第一回実行委員会会議を行い
ます。

（3）次週８月１２日（木）の例会は、休会
となりますのでお間違えの無いようお願
い致します。

（4）ガバナー事務所の夏季休暇⇒
８月１０日（火）～１６日（月）です。

（5）事務局の夏季休暇⇒
８月９日（月）～１３日（金）です。

（6）ガバナー月信８月号を受付にてお配り
しておりますので、よろしくお願い致し
ます。

（7）コロナワクチン接種の状況アンケート
をＦＡＸ致しました。クラブの今後の活
動運営のためのアンケートとなります。
御協力をお願い致します。

2.  回覧内容
（1）館林東ロータリークラブ会報

3.  他クラブの例会変更
分区内：太田西ＲＣ・太田南ＲＣ
分区外：安中・碓氷安中・伊勢崎・
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誕生日・創立記念祝
【誕生祝】
眞下　武久  さん
中野　正美  さん
田部井丑松  さん
太刀川壽也  さん
横山　　淳  さん
阿部　真也  さん
丸山　博史  さん

荻原　靖則  さん
福島　龍一  さん

【創立】
竹部　弘昭  さん
高櫻　紀一  さん
池田　光弘  さん

年間出席 100％表彰
岡　田　和　夫  さん
椎　名　　　章  さん
関　口　　　知  さん
大　塩　　　孝  さん
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富岡かぶら・前橋西・富岡・前橋・
前橋中央・前橋南・藤岡北・伊勢崎東
各ＲＣ

《広報・雑誌委員会》
・寺本　幸司  委員長
　「８月号ロータリーの友」について

《ニコニコ委員会》

《出席委員会》

（方針・抱負）

進行：落合　重男  会長
【地区】
◉地区財務委員会委員　長島章博  会員
　７年経って２度目の財務委員長をやることに
なりました。今年度はガバナーエレクト年度な
ので不動産関係の発表の機会が６回ございます。
７年間で地区の財務関係が全く変わっておりゼ
ロから始めるかたちとなりますが頑張って取り
組んでおります。　来年は地区の会計長として
中野ガバナーを支えていきますのでみなさんの
ご協力をよろしくお願い致します。

◉米山奨学委員長　板橋一博  会員
　地区の委員長を仰せつかり３年目となります。

日頃はみなさまからの貴重なご寄付をいただき
まして、米山記念奨学会しっかりと地区におき
ましても運営されております。理事は竹内パス
トガバナーが務めていただいております。評議
委員は田中パストガバナーとなっております。
寄付金について簡単にご報告させていただきま
す。昨年度６月で締めた金額ですが太田ＲＣは
地区で３位でございます。１位は大泉ＲＣ、２
位は高崎東ＲＣ、３位の太田ＲＣは３１，３５８
円で堂々と３位となりました。本当にありがと
うございます。１７名の奨学生が卒業し、今年
度新たに１５名の奨学生を迎えております。こ
の２８４０地区は総勢２６名の奨学生が各地で
活躍しているという状況でございます。コロナ
禍においてイベントがなかなかできないのです
が土曜日に学友会の総会を検討しております。
今年度もたくさんの行事を予定しておりますの
でみなさまのご協力をよろしくお願い致します。

◉ＲＬＩ推進委員会委員　田部井丑松  会員
　地区ＲＬＩ委員として８年あまりとなります。
同じ委員会があまり長すぎるのは決して良いこ
とではないと思っており辞退することも考えて
おりましたがもう一年だけということでお引き
受けいたしました。よろしくお願い致します。

【クラブ】
◉職業奉仕委員会　椎名　章  委員長
　今年度は４人のメンバーで行っていきます。
今年度の方針としては太田クラブは本当に素晴
らしいメンバーがたくさんいらっしゃるのでよ
そから連れてくるのではなく、クラブ内で卓話
をやっていただきたい方も沢山いるのでそうい
う人を職業奉仕として選択して人生観を語って
もらいたいと思っています。そして、もう一つ
は太田市立太田高等学校、昔は太田商業高校で
したけどそれが中高一貫校になって進学校とし
ての使命を果たそうとしております。東大に入
るベスト１０のうち８校は中高一貫校です。そ
れが主流であり、その波がいずれ群馬県にも来
ると思います。これからの太田の教育という分
野をベースにした例会も行いたいと思っており

クラブフォーラム

○落合　重男  会長・岡田　敏郎  幹事
　　　……… お陰様で新年度無我夢中で 1ヶ

月過ぎました。これからも宜し
くお願いします。

○会員総数
○事前メーク
○本日の出席
○出席率

73 名
13 名
43 名
76.71％ ｝56 名



ます。どうぞよろしくお願い致します。

◉ロータリー財団委員会　大塩　孝  委員長
　私は今まで、会報のようなところでロータリー
生活をしていたんので財団等に関しても、今ま
では出す側だったのですがこれからはみなさん
にご協力をお願いするという立場になります。
昨年度の財団寄付目標は１５０ドル、それに対
して太田が１９１ドルと目標に対してかなり高
いご協力をいただきました。ありがとうござい
ました。今年は私がお願いする形になりますが
一生懸命頑張ってまいりたいと思います。今年
度、まずは最低でも目標を達成できるよう取り
組んでまいりたいと思います。みなさま方のご
協力を何卒よろしくお願い致します。

◉米山奨学委員会　長谷川嘉宣  委員長
　この委員会は日本だけの米山記念奨学会であ
ります。これは日本のＲＣの合同事業というこ
とになっております。みなさんにご寄付をお願
いしながらこういった事業が成り立っている訳
でございます。方針としては毎年毎年奨学生を
受け入れていますのでまずはそれを続けたいと
思っております。そして、米山奨学会に対する
理解をみなさまに深めていただけるような機会
も作れればと考えております。また、月に１回
は奨学生にも例会に参加いただきみなさんに
知ってもらいたいと思っています。そして、太
田ＲＣは大変恵まれているＲＣでもあります。
その１つは理事に竹内パストガバナーがいらっ
しゃること、そして２つ目に、地区の委員長で
ある板橋会員がいらっしゃることです。これだ
け活躍されているＲＣはなかなかないと思いま
すので卓話等の機会でいろんなお話を聞きたい
と思っております。そして、寄付については
１６，０００円の目標に対して昨年度３万円以上
の寄付をいただきました。地区の中でもトップ
クラスでありこれを絶やさないようみなさまか
ら今まで以上にご理解をいただき、より深く知っ
ていただき、寄付いただけるよう取り組んでま
いります。昨年同様何卒みなさまのご協力をよ
ろしくお願い致します。

◉会員研修委員会　板橋一博  委員長
　ここ数年新しい会員や入れ替わっている会員
の方も多くいらっしゃるのでロータリーについ
てどういうものかという勉強会を行い色々話し
合うフォーラムのようなものを開催できればと
思っております。その際は是非ご協力をよろし
くお願い致します。

▪点鐘 &「我等の生業」斉唱
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