
山田 晃
　今年度は新型コロナ感染症拡大防止のため、例会や事業
の中止も余儀なくされました。ロータリーは何かを考える
間もなく、政府の緊急事態宣言など日々の対応策に振り回

ニコニコＢＯＸ報告 武井　正男 委員

　第５分区の小見山ガバナー補佐と台北南門ＲＣの呉会長
からのご挨拶を紹介。

幹事報告 髙橋昭紀 幹事

出席報告 関　美津男 委員

会長の時間 山田　晃 会長

〈本日の『会長の時間』は総括にて〉

された思いがします。ようやく感染拡大は収まりそうな状
況になってきました。一安心して次年度に引き継ぐことが
できます。
髙橋 昭紀
　会員の皆様へ感謝と労いの気持ちを込めてボックスイン
させていただきます。
小林 照夫
①最終例会を迎え山田晃会長・髙橋昭紀幹事、コロナ禍の

なか一年間クラブの為にご尽力を頂きご苦労様でした。
これからもロータリーライフを楽しんで下さい。

②プロ野球セ・パ交流戦は、パ・リーグ下位だったオリッ
クスが優勝した。ペナントレースも頑張れ。

生方 眞司
　昨日は炉辺会議でお弁当ご利用頂きありがとうございま
した。又、『ロータリーの友』のへたくそな解説で宜しく
お願いします。
金井 康二
　山田会長・髙橋幹事、一年間ありがとうございました。
　孔子の言葉に「徳は孤ならず、必ず隣あり」とありま
す。この言葉を贈り、ボックスインさせていただきます。
真下 大輔
　一年間、たくさんのご利用ありがとうございました。
須田 恭弘
　大切な妻の誕生日に奇麗な花を頂き有難う御座います。
連名（木村博・本山佳宏・北野浩司郎・金井利夫・斉藤正
明・関美津男・宮田美行・武井正男・植村仁・見城登志
雄・堤康喜智・小澤博之・石田宇平・木村修洋・坂井隆・
真下大輔・石坂一男・武井義明・田村総一郎・古池好幸・
生方眞司・赤井幸夫・原澤ふじ子・茂木清七・小曽根一
雄・津久井茂・林秀彦・柳信男）
　山田会長・髙橋幹事、一年間御苦労様でした！！　　
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沼田中央ロータリークラブ

奉仕プロジェクト委員 見城登志雄 委員長

　昨年に続き今年もコロナ禍のため、県内外から参加チー
ムを募っての沼田中央ロータリークラブ旗中学生野球大会
は中止となってしまいました。そこで規模を縮小した地元
の中学生野球交流会を開催することとなりました。
　日程：６月19日（土）　会場：5ヵ所
　参加：10チーム（13校）
　審判員：群馬県野球連盟利根沼田支部審判員・高校生審判

　＊以上のように開催を予定していましたが、雨の為中止
　　となりました。残念。                     

創立35周年記念実行委員会 木村　博 実行幹事

　本日午前、35周年記念事業の一つに掲げていた『沼田
市への寄付』を山田会長・小林実行委員長にて横山市長へ
手渡してきました。
　新型コロナウイルス感染症予防対策に活用して頂く予定
です。

『ロータリーの友』解説 生方眞司 委員長

クラブ管理・運営委員会 田村総一郎 次期委員長

　新年度の初例会について。
　　　　　　　　7月１日（木）18時～
　　　　　　　　ホテルベラヴィータ２階にて開催予定。

髙橋昭紀 幹事
　今年度はコロナ禍で始まりコロナ禍で任務を終えること
となりました。
　例年同様の事業は出来ませんでしたが、最低限の事業は
出来たのではないでしょうか。中でも、つい先日行われた
クラブの35周年記念事業と記念例会がお陰様で無事に終
えることができました。
　しかし残念な事もありました。それは毎年数回にわたっ
て親睦を図っている新潟万代ＲＣとの交流が一度も出来な
かった事です。先方とお話をして何度か試みましたが、や
はりコロナの状況で実行出来ませんでした。
　更に悲しい事がありました。クラブ設立当初からご尽力
頂いた会員の、林栄一様・國府田坦様のお二人が帰らぬ人
となってしまったのです。心よりお悔やみ申し上げます。
　今年度は緊急事態宣言の発令がなかったので、例会の回
数は順調に重ねる事が出来、内容も会員の皆様のお陰で
数々の卓話者を招いての例会となりました。
　また分区内の会議も、渋川みどりＲＣの小見山ガバナー
補佐のお陰で、毎月他クラブとのコミュニケーションを図
る事が出来ました。深く感謝申し上げます。
　幹事を務めてつくづく感じた事は、地区とのやり取りが
多いので、四年間地区役員をしていたことでガバナー事務
所とスムーズな進行ができました。是非皆さんも地区役員
を進んでやってみてはいかがでしょうか。必ず何か役に立
つと思います。
　結びに、不慣れな幹事ではありましたが皆様方のご支援
を頂きながらあっという間の一年となり、感謝申し上げお
礼の挨拶とさせて頂きます。そして、我がクラブは県下ナ
ンバーワンのクラブであると思います。

沼田中央ロータリークラブ

タクト 真下大輔 会員

本日のランチ

山田　晃 会長
　まずはこのような難しいコロナ禍、また35周年という
中で、髙橋幹事には感謝申し上げます。
　2013-14年度の自分を含め、歴代会長の退任の挨拶は

「あっという間の一年でした」から始まっているのがほと
んどでした。今年度はというと、この一年がすごく長く感
じました。昨年の２月から始まった新型コロナウイルスの
中で始まり、年初は一年間通してこのようなコロナ禍が続
くとは考えていませんでした。各委員会、各委員長さんも
多くの奉仕活動を立案していましたが、他クラブと同様に
多くの事業が中止となりました。
　その中でも我がクラブが関わった大根収穫祭が復活した
ことは大変嬉しく思いました。思えば大根収穫祭は
2013-14山田年度に多くの会員の皆さんに協力頂き、種
まき・収穫だけでなく大根を使った料理等を準備し盛大に
行ったのでした。
　慣例の沼田社会福祉協議会へのタオルの寄贈は、440
本ものタオルが集まり驚きました。
　また、クラブ育英奨学生には3人の新高校生を迎える事
ができました。
　米山記念奨学生では澤野さんにカウンセラーをして頂
き、受け入れができました。
　職場訪問でも澤野さんにご紹介頂き、開所前のソナタリュ
ーを訪問することができました。
　そして今年度一番の出来事は、クラブの35周年が会員
皆様のご協力により、記念事業の林柳波の歌碑建立そして
記念例会と、無事執り行われた事です。準備に当たった皆
さん、ありがとうございました。
　今年度は、ペッツ・セッツも例年のように一泊ではなく
DVDによる研修でした。初めて会長・幹事をする人にと
っては一泊研修は大変感動的なものでありますが、髙橋幹
事はその貴重な経験ができず残念に思いました。
　第５分区の新旧会長幹事会も中止になりました。地区大
会もＩＭもウェブ開催となりました。出席した私にとって
は素晴らしい経験でしたが、会員の皆様にはロータリーを
知り楽しむ貴重な経験がなくなったことは残念でたまりま
せん。
　当クラブの例会は月一回休会しましたが、出席率も良く
例会を開催しつなぐことができました。今後はウェブでの
出席もできるようになれば嬉しく思います。

　新型コロナウイルスの影響で、多くの奉仕活動や親睦事
業が中止や変更を余儀なくされてしまいましたが、会員の
皆様から感染者が出ずに終われたことが良い思い出になる
と思っています。我々ロータリアンは一人一人が自覚を持
って行動しなければならないと思います。
　一年間本当にありがとうございました。

一年間の総括
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