
■クラブ広報・ＩＴ委員会
委員長　　小暮正人
副委員長　斎藤正典

委員　割田一敏、桑原滋、矢島照久
諸田一豊、吉野　登

【主旨】
情報発信を通じてロータリークラブ会員同
士の交流を深める。また沼田ロータリークラ
ブの活動状況を地域の方や、他のロータリー
クラブにも発信し理解を深めてもらう。

【内容】
①情報機関や関係機関に対し、当クラブの活
動について情報提供を行う。

②ホームページ並びに情報配信ソフト（フェ
イスブック等）の活用を検討し推進する。

③会報にて、例会報告・事業予定・会員情
報・ＲＡＣ・ＩＡＣコーナーを掲載する。

④年度末に会報データ及び年間活動計画書を
まとめて配布する。

■ローターアクト委員会

2015～2016年度　国際ロータリー会長 K.R.ラビンドラ
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委員長　　南雲達也
副委員長　赤間昌彦　

委員　斎藤正典、戸部聖之、山宮敏夫
【主旨】
ローターアクトプログラムの目的は「健全
な青年男女にロータリー精神を鼓吹し、ロー
タリーの指導後援の下に奉仕活動を行うこと
を奨励し、その活動を通じて地域社会におけ
る将来の指導者を育成する」ことにあります。
当委員会では、このプログラムに基づき、

次世代を担う若者の育成のため、全面的な支
援、協力に努めます。
【内容】
①ローターアクトクラブ会員の増強
②ロータリークラブとローターアクトクラブ
両会員の友好を深める
③ライラ研修の推進
④ローターアクトクラブの会務運営の適正化
⑤ローターアクト友の会の支援
ローターアクト第16回地区年次大会の支援
■インターアクト委員会

委員長　　武田　寛
副委員長　天野純一

委員　宮田徳彦、林武一郎
【主旨】
当クラブが提唱している利根商業高校イン
ターアクトクラブと連携をとりつつ、地区行
事への参加や地域奉仕活動などインターアク
ターたちの活動の支援を行います。
また当クラブ内においての認識を深めるため
に、例会にてインターアクト活動の紹介をし
ていきます。
【内容】
・インターアクト・顧問教師・ロータリアン
合同会議
・インターアクト年次大会
・RYLA研修会ほか地区行事参加への支援
・インターアクト活動の紹介(例会内での卓
話など)
■ロータリー財団委員会

委員長　　桑原　裕
副委員長　片山晃一　

委員　櫛渕光彦、小野里雅弘
佐藤哲夫、持谷明宏

【主旨】
ロータリー財団の活動は「寄付を集める活
動」と「寄付を使う活動」が有ります。

地区ＤＤＦ（地区活動資金）の資金源は地
区三年前の寄付金額によって決まります。よ
って今年集めた寄付は三年後に使われます
が、今年は三年前の寄付を使い委員会活動を
実施して行く事に成ります。
【内容】
1. 財団の寄付目標
①年次寄付　　一人１５０ドル以上
②ポリオプラス　一人２０ドル以上
2. 事業目標
①マルチプルフェロー推進
②財団の友（準フェロー）の新たな勧誘
③ベネファクターの理解と勧誘
④財団ボックスへの寄付、氏名の発表
⑤新入会員入会の際に寄付のお願い
⑥財団寄付の使途等に付いて周知を図る
⑦地区補助金対象事業の推進、申請
⑧財団について会員の理解をえる
■米山記念奨学委員会

委員長　　清野啓介
副委員長 阿形登氏

委員　峯川卓美、平野真樹
木下康彦

【主旨】
米山奨学事業の目的は将来、日本と世界を

結ぶ「架け橋」となって国際社会で活躍する、
外国人留学生を支援・育成する事でありま
す。これはロータリーの目指す平和と国際理
解の推進です。
【内容】
①山奨学事業の目的と使命、さらにその必要
性の理解を深める様努力する。

②入会員には当該事業を詳しく説明し理解を
して頂き米山功労者を勧める。
すでに米山功労者の方にはマルチプルのお
願いをする。

③通寄付を３,０００円とし、米山月間（１
０月）には米山ＢＯＸへの寄付をお願いす
る。

④寄付目標を一人1６,０００円とする。（普
通寄付3,000円を含む）

⑤過去の米山奨学生が母国で活躍している様
子を、追跡調査をして住所の確認等を進め
る。来日の際クラブでの卓話を頂き米山奨
学への理解を深める。

■国際奉仕委員会
委員長　　田代経量



副委員長　久保郁弥
委員　永井彰一、津久井功

【主旨】
「奉仕の理想」を心に掲げ、その地域の中
においてより一層援助が必要となる事柄に対
し一時的効果を狙うのではなく、将来にわた
っての投資となるようなロータリーの国際奉
仕の目的を達成したい。
【内容】
①ミャンマーザガイン管区マイトリースクー
ルに英語教材とプロジェクターの設置
②ミャンマーに関する調査
③バングラディッシュへの支援
■会員増強・親睦活動委員会

委員長　　金井正樹
副委員長　井熊開三　

委員　平井秀明、戸部聖之
安達政喜、小林賢一

林美津樹
【主旨】
年間を通して会員の方に新規会員候補の情
報提供を依頼し、会員数が７０名になる様に
活動していきます。２８４０地区の女性ネッ
トワーク委員会にも情報を提供していただ
き、女性の新規会員の獲得も進めていきます。
また以下に予定する例会・親睦行事を開催す
るとともに、会員のクラブ活動・趣味にも目
を向け会員間の相互理解を深め退会者を減ら
し、より一層団結するクラブにしてきます。
【内容】
1．初例会（夜間例会） ７月７日姫本
2．家族納涼会（夜間例会）

８月1８日　ホテルSL
3．クリスマス家族会（夜間例会）

12月15日　ロックハート城
4．新年会（夜間例会）

１月 ５日　ディラン
5．結婚記念日に花を贈る事業（通年）
6．クラブ奉仕委員会主催の事業への協力
7．夜間例会の開催
8．他クラブとの交流事業への協力
■研修特別委員会

委員長　　宮澤孝幸
副委員長　保坂充勇　

委員　横山公一、松野正一、水石清治
桑原　滋

【主旨】

地区研修委員会やクラブ指導者等の協力を
頂き、ロータリーの歴史・現況・これからの
方向性等について学び、ロータリーに対する
知識を深め、ロータリーライフをより楽しい
ものにできるようクラブ研修を行う。
【内容】
１．新会員研修を情報委員会と協力して開催

する。
２．入会３年以内の会員に対して、地区の研

修に参加するよう促す。
３．ロータリーに関して会員からの相談に乗

り、ロータリーを理解して頂く。
４．現会員に対して継続した研修の機会を提

供する。
５．地区のＲＬＩに義務参加者だけでなくク

ラブ会員にも参加要請をする。

■司　会　　　関　真一ＳＡＡ出席副委員長
■ソング　奉仕の理想　　　　西田俊太郎君
■来賓及び来訪ロータリアン
第５分区ガバナー補佐　　　　松野正一君

春日政志会長
先週は、今井幹事と沼田中央クラブへ、表

敬訪問に行ってまいりました。生方ガバナー
排出クラブだけにとても活気がみなぎってお
りました。そして、柳会長より沼田クラブは
若い会員の多さに感激した様子でした。
さて、私は週末に仲間と、小出にある西福

寺へ行ってきました。ここの開山堂は　彫刻
の名工「石川雲蝶」の素晴らしい彫刻と絵画
が施されています。お堂は５間四方ほどのわ
ら葺き屋根の建物ですが、中に入ると、天井
から、周りの欄間からすべて彫刻が施され、
その精巧さと、彫りの深さに圧倒されました。
天井は、彫刻の上から極彩色の色が施されて、
創建当時のままの色彩を放っているそうで
す。
作者の石川雲蝶は、幕末江戸雑司ヶ谷に生

まれ、彫刻の天才で、２０歳前後で名字帯刀
を許されたといわれています。そして、三条
の金物商人内山又蔵と越谷の宿で偶然に出会
い、内山又蔵は三条のお寺の檀徒総代で、当
時三条は、三条地震によって大きな被害が出
ており、寺の修復を依頼したのでしょう。数
年後雲蝶は、又蔵の招きで越後に入り、寺の
修復から始まり、多くの寺社仏閣に作品を残
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しました。西福寺の開山堂はその中でも、特
出した作品かと思います。昔は信仰心が篤く、
宗教は大きな力でした。
この厳しい時代、なかなか芸術性の高いも
のが求められなくなってきました。今は生活
環境の変化により、需要がぐっと減ってしま
いました。需要がなくなれば、仕事が続かず、
伝統技術が絶えてしまいます。
皆さんも、心と財布に余裕ができましたな
ら、伝統技術を絶やさないために、協力して
いきましょう。

今井幸吉幹事
◎理事会の開催　本日例会終了後

◎ＳＡＡ出席委員会　　　　石澤雄一郎委員

◎ニコニコ委員会　　　　　　荒井静雄委員
・春日政志君　松野ガバナー補佐ようこそ、
宜しくお願い致します。金井会員退院お
めでとう。皆さん健康に注意しましょう。

・松野正一君　今日はガバナー補佐の訪問日
にさてせ頂きます。本年度も協力をお願
いします。

・山田龍之介君　当店の鰻重ご注文ありがと
うございます。24日の金曜が土用の丑の
日、ご家族でのご来店お待ちしています。

・赤間昌彦君　先日松野ガバナー補佐に連れ
られ渋川ＲＣにメイクを初めてしました。
沼田と違う例会で勉強になり、松野さん
ありがとうございました。

・ニコニコ１週間　松野正一ガバナー補佐を
お迎えして
水石清治君　　齋藤正典君　　片山晃一君
佐藤哲夫君　　飯島千明君　石澤雄一郎君
阿形登氏君　　小菅茂雄君　　関　真一君
今井幸吉君　　桑原　裕君　西田俊太郎君
宮澤孝幸君　　峯川卓美君　　南雲達也君
諸田一豊君　　塩浦敬之君　須田羊子さん
小暮正人君　　木下康彦君　　荒井静雄君
前田善成君　　天野純一君　　深津卓也君
橋本安夫君　　桑原　滋君　　久保郁弥君
櫛渕光彦君　　津久井功君　　武田　寛君
永井彰一君　　清野啓介君
◎財団ＢＯＸ　ＩＮ　　　　　佐藤哲夫委員
松野正一君　　水石清治君　石澤雄一郎君

阿形登氏君　　小暮正人君　　前田善成君　
深津卓也君　　宮澤孝幸君　　橋本安夫君
保坂充勇君　　津久井功君　　武田　寛君
櫛渕光彦君　　佐藤哲夫君

◎前年度後期ニコニコ表彰　
前年度林武一郎委員長

山田龍之介君　宮澤孝幸君　　櫛渕光彦君
春日政志君　　松野正一君　　水石清治君
保坂充勇君　　関　真一君　　桑原　滋君
天野純一君　　割田一敏君　　今井幸吉君
角田　隆君　　赤間昌彦君　　阿形登氏君
宮内明彦君　　片山晃一君　　荒井静雄君
木下　進君　　小暮正人君　須田羊子さん

◎情報史料分類選考委員会　保坂充勇委員長
７月号友の紹介。RI会長メッセージと19

頁でＲＩテーマの説明。ガバナーの横顔で生
方ガバナーが思いやりのの心配りの人で紹介
されています。桐生西のいじめを考える講演
会が紹介されています。
■松野正一ガバナー補佐挨拶

今年度も引き続きガバナー補佐を務めます
のでご協力をお願い致します。
本日は、RI会長の姿勢とテーマの説明、

生方ガバナーの方針と地区のテーマの説明、
特に３カ年計画の仕上げの年ですので目標達
成のため、分区の皆様にはご協力頂きたいと
思います。
生方ガバナーは奉仕とは喜んでもらう事で

あると述べています。プレゼントもそれで理
解されると。そしてロータリーについて学ん
で欲しいといっています。皆様もマイロータ
リーのホームページをお気に入りに入れてよ
く見るようにして下さい。
分区の純増は20名としましたので、８名

入りましたが更なる増強をお願いします。

－4－

委員会報告

幹事報告

会 員 数 会場出席 メ ー ク 出 席 率

68名 49名 ２名 79.68 ％


