
ローターアクト例会訪問記録 
訪問クラブ 桐生・桐生西ローターアクトクラブ 
日   時 平成１５年９月３日（水） １９時００分～２１時００分 
会   場 桐生倶楽部 
例会次第 
１．食事   １９：００～１９：３０ 
２．点鐘   桐生ローターアクト会長 児玉 健一 
３．ソング斉唱・活動指標唱和  全員 
４．会長挨拶 桐生ＲＡＣ会長 児玉 健一 桐生西ＲＡＣ会長 北爪 崇裕 
５．来賓紹介 
 地区ＲＡ委員長     松本 博 
 桐生ＲＣ会長      久保田 裕一  桐生西ＲＣ会長エレクト  五十嵐 正雄 
     幹事      牛膓 章         幹事      下井田 秀一 
   新世代奉仕委員長  蓮 直孝       新世代奉仕委員長  片貝 良一 
   ＲＡ委員長     川島 康雄      ＲＡ委員長     柴崎 明 
                        ＲＡ委員      正田 恵一 
 ローターアクト地区代表 小林 浩志 
        地区幹事 長谷川 敬太郎 ローターアクト直前代表  北爪 崇裕 
       地区副幹事 中澤 勝利        東毛分区代理  大金 さや香 
      地区代表ﾉﾐﾆｰ 辻 淳一 
６．桐生・桐生西 ＲＡ会員紹介 
７．来賓挨拶 
  地区ＲＡ委員長 松本 博      桐生ＲＣ会長 久保田 裕一 
  ローターアクト地区代表 小林 浩志 桐生西ＲＣ会長エレクト 五十嵐 正雄 
８．幹事報告 桐生ＲＡＣ幹事 戸田 奈緒子 
９．例会プログラム 「アクトなんでもＱ＆Ａ」 進行 桐生西ＲＡＣ会長 北爪 崇裕 
10．諸事連絡事項 
11．講評 
 地区ＲＡ委員長 松本 博 桐生RC 会長 久保田 裕一 桐生西ＲＣ会長ｴﾚｸﾄ 五十嵐 正雄 
12．地区代表の一言  ＲＡ地区代表  小林 浩志 
13．点鐘       桐生ＲＡＣ会長 児玉 健一 
感想 
 創立３５周年を迎える桐生ＲＡＣと創立１５周年目の桐生西ＲＡＣは、合同の活動が多いためか共に会員の

減少に直面しているが、お互いにフォローをし合ってしっかりと楽しいアクト活動をしていると思います。 
 両提唱ＲＣの多くの役員、ロータリアンの出席を頂き、例会の「アクトなんでもＱ＆Ａ」でも率直なご意見

を有難うございました。 
 米山奨学生の苗さん（中国）と洪さん（台湾）がメンバーで、アクトクラブへ入会したキッカケや印象に残

る活動について等の質問があり、会員で受け答えた。その中で次の方々の発言にとても熱い思いを感じました。 
● 苗さんの、日本のアクターはこんなにも良い環境でアクト活動ができるのはとても幸せです。 
● 桐生西ＲＣ片貝さんの、自分達の中だけで楽しんでいては駄目、会員拡大は強引にでも勧誘すること、２

０名位にして欲しい。 
● 桐生ＲＣの牛膓さんの、仲間と一緒に汗を掻いて行う事。そして共通の達成感を充分に味わって下

さい。 
● ＲＡ小林地区代表の、同席ﾛｰﾀﾘｱﾝの熱心な礼儀ある受け答えにｱｸﾀｰはもっと礼で答えて下さい。 
 
出席者 ２２名  桐生ＲＡＣ ５名  桐生ＲＣ  ４名  桐生西ＲＡＣ ３名 
         桐生西ＲＣ ５名  ＲＡＣ地区 ４名  地区     １名 

報告者 松本 博 



ローターアクト例会訪問記録 
訪問クラブ 前橋ローターアクトクラブ 
日   時 平成１５年９月１０日（水） １９時００分～２１時００分 
会   場 群馬県庁 昭和庁舎 
例会次第 
１．食事   １９：００～１９：３０ 
 
２．点鐘   前橋ＲＡＣ会長 井野 美由紀 
 
３．ソング斉唱・活動指標唱和  全 員 
 
４．会長挨拶 前橋ＲＡＣ会長 井野 美由紀 
 
５．来賓紹介 
 地区ＲＡ委員長     松本  博     前橋ＲＣ ＲＡ委員   采女 正幸 
 地区ＲＡ委員      村田 茂行     前橋ＲＣ ＲＡ委員   山田 邦子 
 地区ＲＡ委員      宮崎 洋一     前橋西ＲＣ社会奉仕委員長 片桐  保 
 前橋ＲＣ会長      江原  毅     ＲＡ地区代表      小林 浩志 
 前橋ＲＣ幹事      板垣  忍     ＲＡ地区幹事      長谷川敬太郎 
 前橋ＲＣ創立５０周年記念実行委員長     ＲＡ地区会計      市川  暁 
             前田  勇     ＲＡ地区副幹事     中澤 勝利 
 前橋ＲＣ ＲＡ委員長  三原 豊章     ＲＡ地区直前代表    北爪 崇裕 
 前橋ＲＣ ＲＡ副委員長 笠原 啓輔     ＲＡ中西毛分区代理   津久井真由美 
 
６．来賓・提唱ＲＣご挨拶 
 地区ＲＡ委員長 松本  博  前橋ＲＣ会長 江原  毅  ＲＡ地区代表 小林 浩志 
 
７．幹事報告  前橋ＲＡＣ幹事 小暮 加代子 
 
８．会計報告  前橋ＲＡＣ会計 小林 浩志 
 
９．委員会報告 
 クラブ奉仕委員会 小林裕志副委員長  専門知識開発委員会 松本哲哉委員長 
 社会奉仕委員会  飯塚真理子委員長  会員増強委員会   井野美由紀委員長 
 
10．出席率の発表  ６７％ 
 
11．プログラム  卓話「温故知新」前橋ＲＣ 創立５０周年記念実行委員長 前田 勇 
 
12．出席率の変更、連絡事項  ７５％ 
 
13．講評       地区ＲＡ委員  村田 茂行 
 
14．点鐘       前橋ＲＡＣ会長 井野 美由紀 
感想 
  前田実行委員長の卓話を聞き、先輩達の努力にあらためて感謝する思いです。 
  前橋ＲＡＣのメンバーは現在１２名ですが数年前は２０名程いたと聞き、是非会員拡大頑張って下さい。 
 
出席者 ２４名  前橋ＲＡＣ ９名  前橋ＲＣ  ７名  前橋西ＲＡＣ １名 
         地区ＲＡＣ ４名  地区ＲＣ  ３名   

報告者 村田 茂行 



ローターアクト例会訪問記録 
訪問クラブ 伊勢崎ローターアクトクラブ 
日   時 平成１５年１０月２日（木） １９時３０分～２１時００分 
会   場 クレインパークホテル山楽荘 
例会次第 
１．食事   １９：３０～２０：００ 
 
２．点鐘   伊勢崎ＲＡＣ会長 藤生 久美子 
 
３．ソング斉唱・活動指標唱和  全 員 
 
４．会長挨拶 伊勢崎ＲＡＣ会長 藤生 久美子 
 
５．来賓紹介 
 地区ＲＡ委員長     松本  博     ＲＡ地区幹事      長谷川敬太郎 
 地区ＲＡ委員      村田 茂行     ＲＡ地区会計      市川  暁 
 伊勢崎ＲＣ会長     田村 和之     ＲＡ地区副幹事     中澤 勝利 
 伊勢崎ＲＣ幹事     藤生 政雄     ＲＡ地区代表ノミニー  辻  淳一 
 伊勢崎ＲＣ ＲＡ委員長 新井富美男     ＲＡ中西毛分区代理   津久井真由美 
 伊勢崎ＲＣ       新井 良和     群馬グローリー     吉田  隆 
 ＲＡ地区代表      小林 浩志     群馬グローリー     吉田 悦子 
６．伊勢崎ＲＡＣ会員・オブザーバー紹介 
 会員５名 他  オブザーバー 原田 一輝  ＯＢ 南部 覚史 
 
７．来賓挨拶 提唱ＲＣ会長 
 地区ＲＡ委員長  松本  博 
 ＲＡ地区代表   小林 浩志 
 伊勢崎ＲＣ会長  田村 和之 
８．会長報告  伊勢崎ＲＡＣ幹事  羽鳥 有香 
 
９．プログラム 
 卓話 群馬グローリー「頚椎損傷（ケイソン）バスケットチーム」吉田 隆 
 
10．報告、依頼、確認事項  伊勢崎ＲＡＣ会長 藤生 久美子 
 
11．講評  地区ＲＡ委員  村田 茂行 
 
12．地区代表より一言     ＲＡ地区代表 小林 浩志 
 
13．点鐘           伊勢崎ＲＡＣ会長 藤生 久美子 
 
感想 
  「ケイソンバスケット」で頑張っている吉田さんの卓話には感動しました。 
   すばらしい例会でした。 
 
出席者 ２１名  伊勢崎ＲＡＣ ５名  ＯＢ     １名  オブザーバー １名 
         伊勢崎ＲＣ  ５名  地区ＲＡＣ  ５名   
         地区ＲＣ   ２名  ゲスト    ２名 
 

報告者 村田 茂行 



ローターアクト例会訪問記録 
Ａ）訪問クラブ 沼田ローターアクトクラブ 
 
Ｂ）日時・場所 ２００３．１０．９ ＰＭ7：30～ＰＭ9：00 於つかさピュアスペース 
 
Ｃ）例 会 
１．食事    ＰＭ7：00～ＰＭ7：30 
 
２．点鐘    
 
３．ソング斉唱・活動指標唱和  全 員 
 
４．会長挨拶  沼田ＲＡＣ会長 辻  淳一 
 
５．来賓 提唱ＲＣ紹介 
 地区ＲＡ委員長      松本  博     沼田ＲＣ        田代 経量 
 地区ＲＡ委員       宮崎 洋一     沼田ＲＣ        水石 清治 
 沼田ＲＣ新世代奉仕委員長 春日 政志     ＲＡ地区代表      小林 浩志 
 沼田ＲＣ ＩＡ委員長   松野 正一     ＲＡ地区幹事      長谷川敬太郎 
 沼田ＲＣ ＲＡ委員長   加藤 悦郎     ＲＡ地区副幹事     中澤 勝利 
 沼田ＲＣ ＲＡ委員    中島 庸一     ＲＡ北毛分区代理    剣持宏太郎 
 
６．ＲＡメンバー紹介 
 
７．来賓 提唱ＲＣ挨拶   地区ＲＡ委員長    松本  博   

ＲＡ地区代表     小林 浩志 
              沼田ＲＣ ＲＡ委員長 加藤 悦郎 
 
８．幹事委員会報告     沼田ＲＡ幹事  田代 麻弥子 他 
 
９．例会 
 （卓話）沼田市長             星野 巳喜雄 様 
 
10．講評   地区ＲＡ委員 宮崎 洋一  沼田ＲＣ新世代奉仕委員長 春日 政志 
       ＲＡ地区代表 小林 浩志 
 
11．点鐘 
 
Ｄ）出席者・２１名・・沼田ＲＡ出席率９０％ 
          （沼田ＲＡ９名 沼田ＲＣ６名 ＲＡ地区４名 地区２名） 
 
Ｅ）感想 
・年間行事／恵比寿講市ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰ、老人ﾎｰﾑ訪問、ｸﾘｰﾝ作戦 他 
・ 合併問題をﾒｲﾝﾃｰﾏとした星野市長の卓話があった。アクトを通じて若者に地域行政に対する 

意識高揚を計る事も一考と思われた。 
・ 前地区委員長のクラブだけあって、提唱ＲＣのアクトに対する理解と熱の入れ方は尊敬に値する。 
 

 
報告者 宮崎 洋一 



ローターアクト例会訪問記録 
Ａ）訪問クラブ 中之条ローターアクトクラブ 
 
Ｂ）日時・場所 ２００３．１０．１０ ＰＭ8：00～ＰＭ9：00 於藤美 
 
Ｃ）例 会 
１．点鐘 
 
２．ソング斉唱・活動指標唱和   全 員 
 
３．会長挨拶  中之条ＲＡＣ会長 剣持宏太郎 
 
４．来賓 提唱ＲＣ紹介 
 地区ＲＡ委員長      松本  博     ＲＡ地区代表      小林 浩志 
 地区ＲＡ委員       村田 茂行     ＲＡ地区幹事      長谷川敬太郎 
 地区ＲＡ委員       宮崎 洋一     ＲＡ地区会計      市川  暁 
 中之条ＲＣ 会長     樋田 政明     ＲＡ地区副幹事     中澤 勝利 
 中之条ＲＣ 幹事     中澤 恒喜     ＲＡ地区代表ﾉﾐﾆｰ    辻  淳一 
 中之条ＲＣ ＲＡ委員長  田村 洋一     ＲＡ北毛分区代理    剣持宏太郎 
 
５．ＲＡメンバー紹介 
 
６．来賓 提唱ＲＣ挨拶   地区ＲＡ委員長  松本  博 

ＲＡ地区代表   小林 浩志 
              中之条ＲＣ会長  樋田 政明 
 
７．幹事委員会報告     中之条ＲＡ    宮崎 敏之 他 
 
８．例会 
 ・ＯＨ穴「こだわり市場」への参加について 
 ・産業文化祭への参加について 
 
９．講評   地区ＲＡ委員 村田 茂行 宮崎 洋一 
       ＲＡ地区代表 小林 浩志 
 
10．点鐘 
 
11．懇親会  ＰＭ9：00 より 全員出席 
 
Ｄ）出席者・１６名・・中之条ＲＡ出席率71.4％ 
          （中之条ＲＡ５名 中之条ＲＣ３名 ＲＡ地区５名 地区３名） 
 
Ｅ）感想 
・年間行事／ＯＨ穴「こだわり市場」への参加、産業文化祭参加 
      道路ｸﾘｰﾝ作戦（年２回）、保育園訪問クリスマスプレゼント 
・ 活動への意欲は充分伺えるが、何としても人数不足。加えて１～２年度には半数以上のアクター 

が卒業予定。活動以前の問題として、まずは会員増強が最優先と思われる。 
 

報告者 宮崎 洋一 



ローターアクト例会訪問記録 
訪問クラブ 高崎北ローターアクトクラブ 
日   時 平成１５年１０月１４日（火） １９時３０分～２１時００分 
会   場 マリエール高崎 
例会次第 
１．食事   １９：３０～２０：００ 
 
２．点鐘   高崎北ＲＡＣ会長 中山  修 
 
３．ソング斉唱・活動指標唱和  全 員 
 
４．会長挨拶 高崎北ＲＡＣ会長 中山  修 
 
５．来賓紹介 
 地区ＲＡ委員長     松本  博     ＲＡ地区幹事      長谷川敬太郎 
 地区ＲＡ委員      村田 茂行     ＲＡ地区会計      市川  暁 
 高崎北ＲＣ会長     秋本 格摩     ＲＡ地区副幹事     中澤 勝利 
 高崎北ＲＣ幹事     武井 松躬     ＲＡ地区広報      羽鳥 有香 
 高崎ｼﾝﾌｫﾆｰRC 新世代奉仕委員長長井 典文     ＲＡ中西毛分区代理   津久井真由美 
 ＲＡ地区代表      小林 浩志     ＲＡ直前代表      北爪 崇裕 
 
６．高崎北ＲＡＣ会長紹介 
 中山  修 会長他６名紹介 
 
７．来賓 唱和ＲＣ会長挨拶 
 地区ＲＡ委員長  松本  博 
 ＲＡ地区代表   小林 浩志 
 高崎北ＲＣ会長  秋本 格摩 
 
８．プログラム「上毛カルタ」 
 
９．講評  地区ＲＡ委員  村田 茂行 
      高崎北ＲＣ幹事 武井 松躬 
      ＲＡ地区幹事  長谷川敬太郎 
 
10．地区代表より一言     ＲＡ地区代表 小林 浩志 
 
11．点鐘           高崎北ＲＡＣ会長 中山  修 
 
感想 
  久しぶりに「上毛カルタ」をやり、最初は緊張していたが、しだいに夢中になり、大変楽しい例会でした。 
 
出席者 １９名  高崎北ＲＡＣ ７名  ＲＡＣ地区  ７名 
         高崎北ＲＣ  ２名  高崎シンフォニーＲＣ  １名 
         地区ＲＣ   ２名   

 
 
 

報告者 村田 茂行 



ローターアクト例会訪問記録 
訪問クラブ 太田ローターアクトクラブ 
日   時 平成１５年１０月１６日（木） １９時３０分～２１時００分 
会   場 グレイスフォート 
例会次第 
１．食事   １９：３０～２０：００ 
２．点鐘   太田ＲＡＣ会長  相場真理奈 
３．ソング斉唱、活動指標唱和  全員 
４．会長挨拶 太田ＲＡＣ会長  相場真理奈 
５．来賓紹介 
 地区ＲＡ委員長     松本  博    ＲＡ地区代表     小林 浩志 
 地区ＲＡ委員      宮崎 洋一    ＲＡ地区幹事     長谷川敬太郎 
 太田ＲＣ会長エレクト  新島 敦熈    ＲＡ地区副幹事    中澤 勝利 
 太田ＲＣ幹事      藤屋 博之    ＲＡ地区広報     羽鳥 有香 
 太田ＲＣ ＲＡ委員長  橋本  徹    ＲＡ東毛分区代理   大金さや香 
 太田ＲＣ ＲＡ副委員長 大谷 正夫 
 
６．太田ＲＣメンバー紹介 自己紹介 
 
７．来賓、提唱ＲＣ挨拶 
 地区ＲＡ委員長 松本 博  太田ＲＣ会長ｴﾚｸﾄ 新島 敦熈 ＲＡ地区代表 小林 浩志 
 
８．幹事報告 太田ＲＡＣ幹事 西谷 真一 
 
９．出席率発表 １００％ 
 
10．例会プログラム 
 国際奉仕委員会 土屋 智宏委員長、茂木 玲子委員による国際奉仕活動発表 
 「ダルニー奨学金」・・・日本民際交流センターの運営で、タイとラオスの小中学生支援 
 チャリティーバザーの収益金で昨年度実績３万円で３人の中学生を支援、今年度も継続活動中 
 
11．報告、依頼、確認事項 
 
12．講評 
 地区ＲＡ委員 宮崎 洋一  太田ＲＣ幹事 藤屋 博之  ＲＡ地区代表  小林 浩志 
 
13．点鐘    太田ＲＡＣ会長  相場真理奈 
感想 
 メンバー出席率１００％の例会は立派です。例会の進行も規律良く、国際奉仕活動の「ダルニー 
 奨学金」支援はすばらしい活動です。永く続けて下さい。そしてＲＩのローターアクト活動表彰に 
 是非エントリーして下さい。 
 
出席者 ２０名  太田ＲＣ  ４名  太田ＲＡ  １０名 
         地区ＲＡＣ ４名  地区ＲＣ   ２名 

 
 
 

報告者 松本 博 



ローターアクト例会訪問記録 
Ａ）訪問クラブ 前橋南ローターアクトクラブ 
 
Ｂ）日時・場所 ２００３．１０．２２ ＰＭ7：30～ＰＭ8：30 於中央情報経理専門学校 
 
Ｃ）例 会 
１．食事    ＰＭ7：00～PM7：30 
 
２．点鐘 
 
３．ソング斉唱・活動指標唱和   全 員 
 
４．会長挨拶  前橋南ＲＡ会長  濱田 淳平 
 
５．来賓 提唱ＲＣ紹介 
 地区ＲＡ委員長       松本  博     ＲＡ地区幹事      長谷川敬太郎 
 地区ＲＡ委員        宮崎 洋一     ＲＡ地区会計      市川  暁 
 前橋南ＲＣ会長       藤井 正一     ＲＡ地区副幹事     中澤 勝利 
 前橋南ＲＣ幹事       野口 道雄     ＲＡ地区代表ﾉﾐﾆｰ    辻  淳一 
 前橋南ＲＣ ＲＡ委員長   竹内 洋光     ＲＡ地区直前代表    北爪 崇裕 
 ＲＡ地区代表        小林 浩志     ＲＡ中西毛分区代理   津久井真由美 
 
６．ＲＡメンバー紹介 
 
７．来賓・提唱ＲＣ挨拶    地区ＲＡ委員長  松本  博 

ＲＡ地区代表   小林 浩志 
               前橋南ＲＣ会長  藤井 正一 
 
８．幹事委員会報告      前橋南ＲＡ幹事  瀬尾 昌央 
 
９．例会           前橋南ＲＡメンバー全員の一言卓話 
 
10．講評   地区ＲＡ委員  宮崎 洋一 
       前橋南ＲＣ幹事 野口 道雄 
       ＲＡ地区代表  小林 浩志 
 
11．点鐘 
 
 
Ｄ）出席者・２４名・・前橋南ＲＡ出席率 73.3％ 
          （前橋南ＲＡ11 名 前橋南ＲＣ4 名 ＲＡ地区7名 地区2名） 
 
Ｅ）感想 
・年間行事／合同献血、七夕まつり、前橋まつりへの参加、ｸﾘｰﾝ作戦 他 
・ 殆どの会員が中央情報経理専門学校に携わっているせいか、アクター全員が非常に良くまとまっ

ている幹事がする。 
・ 準会員制度を採用し会員増強を計っている。 
・ 来年は創立１０周年 

報告者 宮崎 洋一 



ローターアクト例会訪問記録 
訪問クラブ 藤岡ローターアクトクラブ、富岡ローターアクトクラブ 
日   時 平成１５年１１月５日（水） １９時００分～２１時００分 
会   場 藤岡市市民プラザ 
例会次第 
１．食事   １９：００～１９：３０ 
 
２．点鐘   藤岡ＲＡＣ会長  堀口 清恵 
 
３．ソング斉唱・活動指標唱和  全 員 
 
４．会長挨拶 藤岡ＲＡＣ会長  堀口 清恵  富岡ＲＡＣ会長代理  佐藤 元昭 
 
５．来賓紹介 
 地区ＲＡ委員長      松本  博   富岡かぶらＲＣ新世代奉仕委員長  青木 秀雄 
 地区ＲＡ委員       村田 茂行   富岡かぶらＲＣ社会奉仕委員長   松浦 敏彦 
 藤岡ＲＣ会長       三木 高雄   富岡かぶらＲＣ環境保全委員長   富田 昭仁 
 藤岡ＲＣ会長エレクト   浅賀 方正   富岡かぶらＲＣ教育問題担当委員長  原田 徹之 
 藤岡ＲＣ ＲＡ委員長   木村  睦   富岡かぶらＲＣこども委員会委員長  高橋 敏男 
 藤岡ＲＣ ＲＡ委員    西泉 泰宏   ＲＡ地区代表          小林 浩志 
 藤岡ＲＣ 新世代奉仕委員長  川端 四郎   ＲＡ地区会計          市川  暁 
 藤岡ＲＣ 交流委員長   塚本  仁   ＲＡ地区副幹事         中澤 勝利 
 藤岡ＲＣ Ｒ財団委員長    萩原 幸子   ＲＡ地区代表ノミニー      辻  淳一 
 藤岡ＲＣ 米山奨学委員長 安原冨美子   ＲＡ中西毛分区代理       津久井真由美 
 富岡ＲＣ幹事       新井 恒好    
 
６．藤岡ＲＡＣ、富岡ＲＡＣ会員紹介 
  藤岡ＲＡＣ ５名、富岡ＲＡＣ １名 
 
７．来賓挨拶 提唱ＲＣ会長挨拶 
 地区ＲＡ委員長  松本  博          ＲＡ地区代表   小林 浩志 
 藤岡ＲＣ会長   三木 高雄          富岡ＲＣ幹事   新井 恒好 
 
８．幹事報告    藤岡ＲＡＣ幹事 野島 秀男 
 
９．例会 
 ９月清掃活動及びフリーマーケット報告  藤岡ＲＡＣ会長  堀口 清恵 
 
10．報告・依頼・確認事項           藤岡ＲＡＣ会長  堀口 清恵 
 
11．講評 
 地区ＲＡ委員  村田 茂行 
         御来賓、提唱ＲＣの皆さんが多数、御出席頂きありがとうございました。 
         藤岡ＲＡＣ、富岡ＲＡＣ共に少人数の為、運営が大変でしょうが頑張って下さい。 
 富岡かぶらＲＣ 新世代奉仕委員長   青木 秀雄 
 藤岡ＲＣ    ローターアクト委員長 木村  睦 
12．地区代表の一言  ＲＡ地区代表  小林 浩志 
 
13．点鐘    藤岡ＲＡＣ会長  堀口 清恵 

報告者 村田 茂行 



ローターアクト例会訪問記録 
Ａ）訪問クラブ 渋川ローターアクトクラブ 
 
Ｂ）日時・場所 ２００３．１１．１９ ＰＭ7：30～ＰＭ9：00 於渋川電気センタービル 
 
Ｃ）例 会 
１．食事    ＰＭ7：00～PM7：30 
 
２．点鐘 
 
３．ソング斉唱・活動指標唱和   全 員 
 
４．来賓 提唱ＲＣ紹介 
 地区ＲＡ委員長       松本  博     渋川ＲＣ ＲＡ委員長  大森 隆博 
 地区ＲＡ委員        村田 茂行     渋川ＲＣ        福田 保英 
 地区ＲＡ委員        宮崎 洋一     渋川ＲＣ        清水 一男 
 渋川ＲＣ会長        南澤健一郎     渋川ＲＣ        森  喜一 
 渋川みどりＲＣ会長     赤地 勝美     ＲＡ地区代表      小林 浩志 
 渋川ＲＣ幹事        戸塚 富雄     ＲＡ地区代表ノミニー  辻  淳一 
 渋川ＲＣ新世代奉仕委員長  山崎 雄平     ＲＡ地区幹事      長谷川敬太郎 
 渋川ＲＣ新世代奉仕副委員長 佐藤 和夫     ＲＡ地区副幹事     中澤 勝利 
                         ＲＡ北毛分区代理    剣持宏太郎 
 
５．会長挨拶         渋川ＲＡ会長 福田 貴男 
 
６．ＲＡメンバー紹介 
 
７．来賓・提唱ＲＣ挨拶  地区ＲＡ委員長   松本  博  ＲＡ地区代表    小林 浩志 
             渋川ＲＣ会長    南澤健一郎  渋川みどりＲＣ会長 赤地 勝美 
 
８．幹事委員会報告 
 
９．例会           渋川ＲＡ 前期活動報告 
 
10．講評   地区ＲＡ委員  宮崎 洋一 
       渋川ＲＣ幹事  戸塚 富雄 
       ＲＡ地区代表  小林 浩志 
 
11．点鐘 
 
Ｄ）出席者・２３名・・渋川ＲＡ出席率 55.0％ 
          （渋川ＲＡ6名 渋川ＲＣ9 名 ＲＡ地区5 名 地区3 名） 
 
Ｅ）感想 
・年間行事／地域ｸﾘｰﾝ作戦（年４回） 地元ﾊﾞｻﾞｰへの参加 
      一日軽井沢散策  バーベキュー大会 他 
・ 特策すべきは、渋川ＲＡ通信「月間しぶかわ」。内容もすばらしい。 

今後は当月刊誌を外に向けて、ＰＲする事がＲＡの活性化につながると思う。 
 

報告者 宮崎 洋一 


