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米山奨学生
バザラグチャー  ムンフデルゲル さん
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▪会長挨拶

　皆さんこんにちは、まず来訪者の紹介をさせ
ていただきます。米山記念奨学生バザラグチャー
ムンフデルゲルさん。今日はよろしくお願いし
ます。
　それでは挨拶をさせていただきます。コロナ
が大変なことになっています。群馬県 314 人群
馬も 8 月 2 日から緊急事態宣言の対象となって

しまいまして、デルタ株などもあり、緊急事態
の効果を鑑みましても、すぐには改善は難しい
と聞いております。この例会のあと理事会の方
でこのことにつきましてロータリー活動をどう
していくかを協議したいと思っております。例
会の変更だとか、色んなことあると思いますけ
ども、どうかよろしくお願いいたします。そん
な中話は飛ぶんですが、緊急事態宣言でデパー
トの地下の食料品売り場で、効率的に美味しい
ものがリーズナブルに大量に購入できて。私の
一つの趣味が、デパ地下を散歩して美味しいも
のを探すというものがあるんですが、コロナが
こんなんですから最近行けないですけど、東武
線で日本橋の高島屋に行きまして、結構詳しく
なりました。今では常設をされている全国の美
味しいお菓子だとか惣菜、その辺がすごい気に
なりまして。何点か私のおすすめのデパ地下の
美味しいところをご紹介させていただきたいと
思います。日本橋の三越で、天ぷらのかき揚げ
が 1 個 1300 円ほどして少し高い。私 4 人家族
ですが、4 つにわけて一つで十分な大きさです。
ここで買い求めまして、タレが二つありまして、
一つは天丼の。一つは普通の天ぷらタレ。天ぷ
らを４分の１にカットしてご飯の上に乗せまし
て、天丼のタレをかけまして、本当にこの辺の

Serve to 
Change Lives 

2021- 2022年度　国際ロータリーのテーマ

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

1.  真実かどうか
2.  みんなに公平か
3.  好意と友情を深めるか
4.  みんなのためになるかどうか

群馬県太田市飯田町584
TEL. 0276（46）5400
FAX. 0276（46）5401
群馬県太田市飯塚町2056
ロイヤルチェスター太田
毎 週 木 曜 日 　 1 2 時 3 0 分

：

：

：

事 務 所
〒373-0851

例 会 場

例 会 日 時

落　合　重　男
岡　田　敏　郎

星野　一俊　  安藤　浩之
丸山　博史　  榎本　　豊
茂木　　豊　  阿部　真也
池田　光弘　  

会 長

幹 事

ク ラ ブ
会報委員会

№ 2 4 9 7
2 0 2 1 年

ホームページ  http://www.ota-rc.org/

8 月 19 日（木）
第 3 1 1 9 回  例 会

8 月 19 日（木）例会報告



天ぷらと違うような上品な味ですね。天ぷらに
対しての見方が変わるようになりました。その
隣にある鰻屋がありまして、日本橋の鰻屋です。
ここら辺ですと大泉の小堀さんにみなさんよく
行かれてると思いますが、あそこはちょっと脂っ
ぽいんでふわふわなんですけども。ちょっと脂
が抜けたアスリートな柔らかくてという感じで
した。お弁当は半身くらいで 3000 円くらいで
すが、それで十分に堪能できまして、ご飯はタ
レにまぶしてあって満遍なくかかっておりまし
て、最後に奈良漬けが 1 つあります。これを食
べるとまた一つ違った。すごくなんか幸せにな
ります。すみません。長くなって。高島屋の焼
き鳥。京橋に老舗の焼き鳥屋の伊勢廣というの
がありまして、全部焼き鳥美味しいんですけど
も。1 本 500 円単位で高いんですけど、1 本で
十分です。その中のレバーなんですけど、炭火
焼きの香りがすごくして中がふんわりしていて
新鮮なレバーがジューシーで口に広がります。
なかなかすぐ売れ切れちゃいましたね。デパー
トの外でも売っているのですが、人だかりです
ぐになくなっちゃうような感じの店になってお
りまして、ぜひ伊勢廣を覚えて帰ってください。
それから私なんかは行ったこともないですが、
日本橋に東京吉兆というお店がありまして、す
ごく高いものがあるのですが、懐石料理の中の
一つを買ってきて。お酒飲めない私でも日本酒
をちょっと飲むとすごく幸せな気持ちになりま
す。そんなことを色々やっておりまして。例会
の中で場違いの話をしてしまいましたけども、
話をするからには楽しくお話ができたらと思い
まして。こういう話をするとみなさんもご興味
頂いている方がたくさんいて、私もデパート第
二弾やる気になっております。ぜひその時になっ
たらよろしくお願いします。さてロータリーの
話を。今日は卓話の方で会員増強ということで
竹内パストガバナーに、松本会員増強委員長に
お願いしています。仕入れた情報によりますと、
松本委員長がすごく勉強され、資料を作り、毎
週集うという情報が入っております。どうかご
期待いただければと思います。それでは今日も
よろしくお願いいたします。

▪本日の行事
◦米山記念奨学生奨学金ならびに近況報告
・バザラグチャームンフデルゲルさん

　皆様こんにちは。バザラグチャームンフデル
ゲルです。現在群馬大学理工学部の 4 年生です。
最近の報告することとしては、やっと期末試験
が終わりました。前期では授業に受講する上で
卒業研究も進めていくということで 100% どっ
ちかに集中できないところもありまして、大変
なところもありましたが、無事に授業を終わら
せました。また、最近のことでは 8 月 7 日に米
山学園会に参加しまして、そこでは他の同じ留
学生、同じ奨学生達の最近の悩みごとやそれに
関しての対策、解決法を聞いて、とてもいい情
報交換の機会があったのかと思いました。これ
からは卒業研究まで時間はありますけど、今思
うと富士山のてっぺんのようなすごい高い。てっ
ぺんが見えないくらい卒業研究、卒業発表をそ
ういう風に感じますが、日の出をみようと思っ
て活動研究をもっと頑張っていきたいなと思っ
ています。どうぞよろしくお願いします。
 

◦ RLI セミナーディスカッションリーダー
　委嘱状授与
・地区 RLI 推進委員会委員長　竹内正幸  様

　地区 RLI 推進委員会委員会委員長を務めてお
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ります。ディスカッションリーダーの委嘱状が
届いております。委嘱状授与。 
　中野正美　会員
田部井丑松会員
板橋一博　会員
橋本　徹　会員
竹内正幸　会員 
 

○司法書士・税理士　植村事務所
　植村　仁 さん

（紹介者　岡田敏郎  幹事）
　皆さんこんにちは。新年度スタートしまして
ちょうど会員増強例会ということでお一人の会
員の方をお迎えすることができました。簡単に
ご紹介させていただきます。
　植村仁さん。生年月日が1972年6月2日49歳
です。会社名が司法書士・税理士　植村事務
所。ご本人が司法書士の業務がメインになっ
ております。所長という役職です。営業所の
所在地は大泉の旭2丁目です。大泉の千代田町
です。趣味が水泳と中国語ということで。最終
学歴が大変優秀で早稲田大学の政治経済学部で
す。残念ながらゴルフの方は一度やってたんで
すが最近はもう一つだそうです。残念ながら独
身です。私のゴルフと一緒で脇が甘いもんです
から何回か彼女を逃しております。新しい仲間
として大変真面目な彼氏ですので仲良くして
やってください。私はうえちゃんと呼んでおり
ます。自己紹介をお願いします。

［自己紹介］
　こんにちは。この度は太田ロータリークラブ
への入会を承認いただきまして本当にありがと

うございます。私はご紹介いただいたように、
大泉町の旧 35 線沿いに事務所を構えておりま
して、司法書士を中心に税理士もやっておりま
す。なりたい自分をみつけまして、5 年 10 年
関わりたい、そういうことに向かって毎日頑張っ
ていたいと思っております。ご指導、ご鞭撻の
ほどよろしくお願いします。

▪幹事報告
1.  報告事項
　会場の方、少し風通しよく扉の方開けさせ
ていただきました。本日の会員増強の資料と
いうことで Box の方にペーパーで資料入れて
おりますのでご覧ください。
　 次 週 8 月 26 日 ( 木 ) の 例 会 は、「 第 四
分区 5RC 合同例会」は中止にて休会です。 

「ロータリー日本 100 年史」が届いておりま
す。本日、回覧もしておりむすが事務局に 1
セット保管しております。
　本日例会終了後に理事会を開催いたします
ので、理事の皆様はご協力お願いいたします。

2.  回覧内容
（1）館林ロータリークラブ会報
（2）ハイライトよねやま

3.  他クラブの例会変更
分区内：大泉RC・館林RC
分区外：前橋北・冨岡中央・高崎東・
　　　　前橋西・前橋南・伊勢崎・
　　　　桐生西　各ＲＣ

《ニコニコ委員会》

● ●● ● 新会員入会式 ●●●●

○落合　重男  会長・岡田　敏郎  幹事
　　　……… 本日は竹内パストガバナーと会

員増強松本委員長には、卓話あ
りがとうございます。コロナに
負けず頑張って参りましょう。



《出席委員会》

▪卓　話
　本日の卓話は先程落合会長が挨拶の中で全部
していただいたのでいいのかなと思いましたが、
会員増強ということで当委員の増強委員長でご
ざいます松本、地区の状況を併せて竹内パスト
ガバナーに。ということでお二方に会員増強に
ついてお願い申し上げます。竹内さんお願いし
ます。

・松本会員増強委員長

　こんにちは。それではよろしくお願いいたし
ます。先程落合会長に大変ハードルを上げてい
ただきましたけど、あまり期待しないでくださ
い。それではちょうど新会員も入りましたので、
会員増強の意義についてお話しさせていただき
ます。会員増強の意義ということで、ロータ
リー百科事典の中から抜粋してみました。その
中で 2 番 3 番 6 番が私はとても重要かなと思っ
ております。その他は読んでいただければよろ
しいかと思います。2 番の組織を生き生きとさ
せるためには常に新しい発想や考え方を持つ会
員の入会が必要。クラブの活性化のために、老、
壮、青のバランスを保ち、若返りが必要。6 番
とても重要だと。会員増強は財政や奉仕活動推
進のために大きなプラスになる。大勢力がない
となかなか思ったような奉仕活動もできません
ので、そういう意味で会員は数が多い方がよろ

しいだろうということで。太田ロータリークラ
ブも比較的大きなクラブですけども、小さなク
ラブに比べれば大きな活動ができているかと思
います。その他は 12 番までありますけども割
愛させていただきます。太田ロータリークラブ
の 20 年の会員の推移ということでちょっとま
とめさせていただきました。2840 地区のスター
ト時点。2000-2001 年度の時点ですけども 105
名でスタートしております。平均年齢は 61.02
歳。翌年の 2001-2002 年が 99 名太田ロータ
リークラブ 45 周年の年です。2002-2003 年が
99 名。この年は 2001 年規定審議会がありまし
て、1 業種 1 社から 50 名以上のクラブは総会
員数の 1 割の同業者を入会させることができる
ということで、少し入会の規定がゆるくなった
ことだと思います。2006-2007 年太田ロータ
リークラブ 50 周年の時その時初めて女性会員
が入会されました。規定審議会で少し緩くなっ
てますけども人数の減少はまだ進んでおりまし
て 79 名、61.47 歳。次のページになります。
太田ロータリークラブ 55 周年 2011-2012 年
64 名。また減りました。60.26 歳。また、太田
ロータリークラブ 60 周年。ついこないだです
けども。2016-2017 年が 73 名。会員数をすこ
し増やしております。この年も規定審議会によっ
て柔軟性と言う言葉が入りまして、クラブ細則
の見直しができ、さらなる会員増強ができるよ
うな状況にされております。今年度ですけども
2021 年 7 月の時点で 71 名。現時点で今日植
村さんが入られしたけれど。73 名。ということ
に。20 年間で計算しますと 33 名会員が減って
おります。2019 年 6 月、創立 70 周年に向けて、
長期戦略計画。「元気なクラブ作りの為の活動指
標　8 項目」というものを制定しました。その
中の 2 番に新しい仲間を作ろう。というものが
あります。元気なクラブの大きな一つの要素は、
事業予算・活動等に大きく影響する会員数です。
新しい仲間を加えて、2000-2001 年度以来の
100 名体制にしようということです。70 周年ま
でに 100 名会員を目指します。ということで、
会員増強は会員増強が一生懸命やるのではなく
て、会員一人一人の方がご協力いただいて全員
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○事前メーク
○本日の出席
○出席率

73 名
19 名
38 名
78.08％

｝57 名
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で繋いで行ければ可能かと思います。どうぞご
協力の程、宜しくお願いいたします。私からは
短いですけど以上になります。続きまして地区
のパストガバナーにお願いしたいと思います。

・竹内パストガバナー

　会員増強についてご説明させてくださいとい
うことで。会員全員でやらなければならないと
いうことでありますが。全員がやるということ
で、情報を会員さんが共有しようということ。
この人。という人がいるのなら。そういった情
報を共有して出していただきたい。それが全員
で会員増強をするということになります。やは
り、ひとのつて、流れになりますから、こういっ
た人がお願いにあがれば会員増強ができるとい
うようなところで。それから 8 項目作りました。
これはクラブが元気なクラブになるための指標
を作ったので、クラブが元気になれば、今日も
会長の挨拶の中で楽しい例会作りをすれば、ま
た来週例会に行ってみよう、例会に参加してみ
よう。楽しいから行ってみよう。というような
元気なクラブ作り。これをまずクラブとして目
指して、全員で会員増強をということでお願い
申し上げたい。それでは地区の方を少しご説明
させていただきますけども。2840 地区の会員
の推移。多かったですね 2406 名から始まって
ですね。毎年減少が進んでいますね。2011 年
度大震災の時に 1902 名。若い方が初めてここ
で増強をし始め、だんだん地区の会員数が増
えてきた。2015 年のずっと下がってきたとこ
ろで 1916 名から 2016 名ということで、1 年
間で 2840 地区は会員増強ができたということ
で。その時のガバナーが私です。100 名この年
増強させていただきました。これはですね、細

かく言えば高崎ロータリークラブがこの年一気
に 50 名増強されました。これはすごい増強で
すね。クラブをあげて、増強して一気に 60 名
くらいから 110 名。地区で前橋に次いで 2 番目
に大きな高崎ロータリークラブ 50 名会員増強。
地区とすれば 100 名の増強ということで。その
あと 3 年くらいずっと増強してきたんですけれ
ども、ここ 2 年間また下がり始めまして、2019
年、2100 名いらっしゃったのがですね。2020
年 2081 名という 19 名減。2021 年も 2100 名
だったのですが、最終的には 2058 名。という
ことでですね。42 名減だということで。12 月、
6 月と、会員増強の現象があります。昨年度の
山田年度もですね。最終的には 23 名 6 月で入
会していただきました。一昨年の森田年度もで
すね。コロナというのが少しずつ。会員増強に
も関わってきて、うちのクラブでも 2 名ですが、
コロナの関係で辞めて行った会員さんがいるわ
けでありますけども。コロナで社会情勢が厳し
い中で、会員増強というのがなかなか難しい中
ですが、太田クラブは 70 周年までに 100 名に
する。あと 5 年で 100 名というとは毎年 7 名ず
つくらい入れて行かなければ目標の 100 名体制
にはならない。大変厳しい。みなさんのご協力
をいただいてなんとか 100 名体制にしていきた
いなと。地区の方 2000 年から始まりましたけ
ども一番多かったのが 108 名ですか 109 名で
すか。中島さんが会長のとき 118 名で。そうい
う時代があったということで。あの頃は前橋が
いつもトップだったんですけども、一時 2.3 ヶ
月だけ太田が追い抜いたという時期もありまし
た。ぜひお願いをしたいと。次は会員数の層別
クラブ数ということで。これは 100 名以上のク
ラブがいくつある。90 〜 99、80 〜 89、70 〜
79。会層別に何人くらいいるのかっていうのが
示されているんですけど。100 人以上のクラブ
が高崎、高崎バイパス。90 〜 99 が、伊勢崎中央、
伊勢崎、前橋北クラブ。太田クラブは 70 〜 79
ということで 4 クラブあるんですけども。その
中に入っています。地区で言えば 6 位タイか 7
位タイくらいですね。
　45 分の 7 位ということです。クラブ数の平
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均が 45.32 ですから太田クラブは 73 というこ
とですから多い方であります。これはほとんど
変わらない。50 いかないですね。40 ちょっと
くらいしかいかない。ただ、2018 年が 47 人。
これなぜ増えたかというと。クラブが減ったん
ですね。ですから分母が減ったもんで、これは
あの桐生南、桐生中央が合併しまして、45 クラ
ブになったんで。その次のページがですね。会
員数の増減。ということで、増加したクラブっ
ていうのは毎年少ないんですね。逆に減少して
いるクラブというのがほとんどです。2020 年
から 2021 年は 60% のクラブが減少している。
増加したクラブはわずか 3 割。減る一方です
ね。もともと 2004 からですから約 350 くら
い。先程ちょっと言ったとおり、クラブ別の会
員数が 1 位は高崎ロータリークラブ 133、前橋
ロータリークラブ 117、伊勢崎中央 98、伊勢
崎 80、前橋北 74、これは会員数上位 5 クラブ
です。やはりあの会員数が多いクラブというの
は元気。大変、奉仕活動もやっています。特筆
すべきは、うちのクラブっていうのは同好会が
ゴルフ部会等ありますけど、伊勢崎ロータリー
クラブはですね 12 〜 14 くらいの同好会がある
のです。同好会を通じて参加者を増やしている。
やはり、趣味の会、蕎麦を打ったり、色々な 3
〜 4 人のグループが集団を作って仲間。楽しみ
にしているのです。もう一つはクラブとしてい
ろんな趣味を持っている。たくさんありました。
こういった同好会を作っていけば楽しいクラブ
になるんじゃないかと。そして今度は下の方か
らいけば。碓氷安中 8 名、館林東 11 名、草津
温泉 12 名、藤岡北 12 名、太田西 12 名。これ
が会員数の少ないクラブ 5 個ですね。前橋北の
2 人が太田から入って上位 5 番目に入れなかっ
たんですね。なので 7 位タイくらいです。少な
い人数だと全員来ても 8 名ですからね。8 名の
クラブさんが 20 万の会費をとっても 160 万な
んですね。事務員がいて例会場があって食事を
して、それなりにかかるわけです。奉仕活動に
かける予算というのが、やっぱり我々は奉仕活
動にお金は出せるんです。ところが 8 名の会員
さんでどこまで奉仕活動ができるかということ

なんですよ。館林東、草津温泉、藤岡北は平均
年齢が 73.74 なんです。新しい若い会員が入ら
れない。藤岡北は奥さんも半会員的に例会にき
て 12 名ですけど 17.18 名のメンバー。草津温
泉って言うのは、昨年から草津から草津温泉っ
て言う名前をつけるという名称変更をしまして、
草津温泉ロータリークラブになりました。少な
くてもみなかみクラブ消滅時も最終は 5 人だっ
たんですね。やはり会員数はある程度、平均の
会員数くらいは必要かなと。時間がなくなりま
した。最後に世界のロータリー。2021 年 5 月
現在 1197980 名。日本の会員数は 85778 名と
言うことで 2 年間で 4000 人弱、3500 人くら
い少なくなっています。ということで、世界も
どんどん少なくなっているんですね。今 RI の会
長がシェカールメータさん。インドの RI 会長さ
んですけど、この人はインドっていうのが今ク
ラブ数が増加した。クラブ数が増加したってこ
とは会員数もインドこれ世界で一番伸びていま
す。コロナもアメリカに次いで感染者数、死亡
者数が世界で 1.2 番を争う。にもかかわらずク
ラブが増えた、会員が増えた。と言うことで、
この RI のメータ会長はですね。一人が一人ずつ
増強しようと。120 万〜 130 万人会員数をもっ
てこうということで取り組んでいる。そう言っ
たことをやってますけどもクラブに会員増強を
一人ということでやってますけども、世界はこ
んな感じでやっています。女性会員はうちが今
163 名。会員増強のまず一つは新しい起業家、
若い起業家、それから女性会員。こういったと
ころが 1 番の会員増強のもとになるんじゃない
かな。今クラブに 2 名おられますけど、ぜひ会
員増強、女性会員の増強をお願いします。そう
いったことで今年は毎月純増 1 名。1 名とは言
わずに 70 周年 100 名体制。これに向けて皆様
からご協力いただいて、達成したいと思います。
どうもありがとうございました。
 

▪点鐘 &「我等の生業」斉唱


