
◎会員増強・親睦活動委員会
委員長　南雲　達也

副委員長　赤間　昌彦
委　　員　小林　賢一
委　　員　武田　　寛
委　　員　橋本　安夫
委　　員　平野　真樹
委　　員　前田　善成
委　　員　持谷　明宏
委　　員　佐藤　　勉

【趣旨】
クラブ内における会員増強と親睦活動は、

クラブ全体に明るさと活力を与える重要な活
動であると考えます。
当委員会では、年間を通して会員の方から
新規会員候補の情報提供を依頼しながら、情
報交換を密にし、会員数７０名を目標に会員
増強を進めていきます。また、会員相互の親
睦や友情、およびご家族との交流がよりいっ
そう深められるよう、以下に予定する例会・
親睦行事を開催し、クラブ全体が温かい絆で
結ばれるよう活動していきます。

【内容】
1.初例会（夜間例会） 2016年7月5日　姫
本　

2.家族納涼会（夜間例会） 2016年8月16
日　田園プラザ

3.クリスマス家族会（夜間例会） 2016年
12月13日　ロックハート城　

4.新年会（夜間例会） 2017年1月10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.他クラブとの交流事業への協力
◎情報・史料（雑誌）・分類・選考委員会

委員長　山田龍之介
副委員長　保坂　充勇
委　　員　春日　政志
委　　員　角田　　隆

【趣旨】
会員及び会員候補者にロータリーの目的等及
びクラブの歴史を、より理解してもらう為の
情報提供や史料の整理に努める。
【内容】

2016～2017年度　国際ロータリー会長 ジョン・ジャーム

例会日…毎週火曜日　12:30 会長 小菅茂雄 幹事 西田俊太郎 会報編集 綿貫利彦

例会場　ディラン　事務所　沼田市西倉内町669－1 沼田商工会議所３階　TEL 0278－24－1177
http://www.rid2840.jp/numata/

人類に奉仕するロータリー
ROTARY SERVING HUMANITY

2016～2017

例 会 予 告
クラブフォーラムⅡ

新会員卓話

第2893回 例会報告
2016年７月12日
記録　綿 貫 利 彦
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1.情報の部
①研修特別委員会と共に、会員にロータリー
の歴史、ロータリーの目的・活動状況・諸
規定・責務等の周知の徹底を図る。
②会員に対し例会、その他会合を通じ、ロー
タリーに関する情報の共有に努める。
2.史料(雑誌)の部
①ロータリーの友の紙面から、その月の、特
に会員にお知らせしたい項目を選び、詳し
く説明し、理解して頂く
②クラブの資料及び記録等を保管し、記念誌
発行の準備に努める。
3.職業分類・選考の部
①必要があれば職業分類を見直し、未充填の
職業を開発し、会員増強に努める。
②会員候補者の資質をよく見極めて選考す
る。
◎ＳＡＡ・出席委員会

委員長　天野　純一
副委員長　深津　卓也
委　　員　山田龍之介
委　　員　櫛渕　光彦
委　　員　諸田　一豊
委　　員　塩浦　敬之
委　　員　林　武一郎
委　　員　吉野　　登
委　　員　金子　秀行
委　　員　須田　羊子

【趣旨】
沼田ロータリークラブのスローガン『行動
しよう、素直な心で』-Doing, True heart-
を受けて例会や委員会活動が楽しく、質の高
い、充実したものになるように努めたい。
また、会員は例会に出席することが基本で
あり、クラブ活性化にもつながります。
会員が一人でも多く出席できる例会場の雰
囲気づくりにお役に立てる活動をしたいと思
います。
【内容】
1.ＳＡＡ
①例会スタイルは基本的に前年度を継承す
る。
②会員相互の交流が深まるよう、３か月に一
度は座席くじを導入したい。
③来訪者に対し温かくお迎えし対応をする。
④食事は多様なメニューを手配できるように
する。（半分はディラン）

⑤例会時間を管理する。
⑥誕生日を祝う（月1回、最終例会の時）プ
レゼントを渡す。

2.出 席
①半期毎に出席優秀者の表彰を行う。
②メークアップの奨励に心がける。
③一斉配信メールを有効活用し、例会情報を
告知し、無断欠席を減らす。

④欠席しがちな会員に、知人、推薦人を通じ
出席を働きかけ、出席率向上に努める。

◎クラブ奉仕（ソング）委員会
委員長　関　　真一

副委員長　宮内　明彦
委　　員　桑原　敏彦

【趣旨】
ロータリーには、五大奉仕部門（クラブ奉

仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年
奉仕）があります。その中でクラブ奉仕は、
最も基礎的な奉仕活動です。今までのロータ
リーの発展史が示すように、すべての奉仕の
出発点が、親睦活動からです。そして親睦か
ら奉仕の理想が生まれる仕組みが例会です。
当委員会では、この目的にかなった「会員

が出席してためになる例会」を持つことが出
来るよう、努めたいと思います。
【内容】
1.例会が円滑に進むよう、各担当委員会との
連絡調整を図る。

2.会員の親睦を深め、より楽しい例会目指し、
出席率向上を図る。

3.例会等において、全会員にタクトを振って
もらえる機会を提供する。

4.他委員会と提携し、一泊の研修旅行を行う。
◎ニコニコ委員会

委員長　小暮　正人
副委員長　飯島　千明
委　　員　荒井　静雄
委　　員　北野　拓郎
委　　員　星野　貴昭
委　　員　金井　俊介

【趣旨】
ニコニコボックスを通じて、会員や家族の

祝い事などを皆で祝福しながら親睦を深め
る。又、集まった資金が社会奉仕活動に使わ
れることを理解していただき、沢山の方にボ
ックスインしていただけるように活動する。
【内容】
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1.ニコニコ一週間に気軽にボックスインして
もらえるように取り組む。
2.会員の皆様が利用しやすいようにメッセー
ジ用紙を例会場に配置し、より多くのメッ
セージを頂ける様にする。
3.半期ごとに、ボックスイン金額上位の会員
に記念品を贈呈する。
4.年間目標額　1,500,000円　とする。
5.ボックスイン累計額を月末に発表する。
◎プログラム委員会

委員長　桑原　　滋
副委員長　割田　一敏
委　　員　井熊　開三
委　　員　木下　康彦
委　　員　津久井　功
委　　員　吉野　　登

【趣旨】
例会出席は、会員の権利であり、また義務
でもあります。その例会の半分の時間を占め
るプログラムの内容は大変重要であると考え
ます。本年度プログラム委員会は会長所信に
則り素晴らしい例会づくりを目指してプログ
ラムを構成して行きます。
【内容】
1.会員同士深く知り合い、親睦が深まる様な
もの。
2.ロータリーを理解して頂くもの。
3.各種記念日やロータリー月刊に因んだも
の。
4.各種業界や地域社会から講師を求め見識を
深めるもの。
5.各委員会で必要な例会を把握し調整を行
う。
6.会員による職業講話を月に一回実施する。
◎クラブ広報・ＩＴ（会報）委員会

委員長　綿貫　利彦
副委員長　金子　秀行
委　　員　矢島　照久　
委　　員　桑原伸一郎　
委　　員　小林　賢一
委　　員　須田　羊子

【趣旨】
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、ロータリークラブの運動を
地域の方、他のロータリークラブにも発信し、
広く沼田ロータリークラブを理解していただ
く活動を行う。

【内容】
1.情報機関並びに関係機関への当クラブ事業
の情報提供。

2.ホームページ並びに情報配信ソフトを活用
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.会報のIT化を進め、年度末にCDデータと
して配布する。

5.時代の流れに沿いfacebook の活用に挑戦
してみる。（まずは、クラブ内メンバーに
向けて各委員会や部活動、イベント等の情
報の発信をし、ロータリーの友情を深める）

■司　会　　　　 吉野　登SAA出席委員
■ソング　奉仕の理想　　　　　関　真一君
■来賓及び来訪ロータリアン
沼田市中央RC会長　　　　 永井寛之君

〃　 幹事　　　　 植村　仁君
〃　 今井　誠君
〃　 渡邉常二君
〃　 堤　浩恵さん
〃　 齊藤かおりさん

小菅茂雄会長
沼田中央RCより６名も来ていただき歓迎

いたします。初例会では全会員と話をして自
分の思いを伝えてまいりたかったのですが、
今後も皆様の思いと自分の思いを交換しなが
ら一年進めてまいりたいと思います。
ガバナーの方針に他クラブメイクを年３回

行い、自クラブの例会や活動に活かしてほし
いというのがありますので、積極的に皆様も
メイクに心掛けていただきたいと思います。

西田俊太郎幹事
◎理事会報告の件
理事会終了後次週までに文書で掲示

◎特別委員会設置の件
定款変更のため特別委員会を設置し、クラ
ブ細則を見直す。

◎インターアクトの件
合同会議が７月９日桐生で開催され、５名
で出席。７月30日地区大会桐生で開催。

◎新発田RC60周年の件
７月30日開催、会長・幹事出席

◎会費引き落としの件
14日に口座引き落としを行いますので準
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備下さい。
◎ポールハリスフェロー表彰
久保郁弥君　　小暮正人君　　戸部聖之君
桑原　滋君　桑原伸一郎君　　宇敷　正君
深津卓也君
◎地区役員委嘱
グローバル補助金委員長　　　津久井功君
ローターアクト委員長
未来の夢計画推進委員
青少年奉仕連絡会議委員　　　飯島千明君
地区補助金副委員長　　　　　今井幸吉君
青少年交換委員　　　　　　　斎藤正典君
ガバナー諮問委員　　　　　　横山公一君

◎SAA出席委員会　　　　 林武一郎委員
・７月５日

・７月12日

◎ニコニコ委員会　　　　　小暮正人委員長
・永井寛之君（沼田中央） 春日前会長、今
井前幹事一年間お疲れ様でした。松野前ガ
バナー補佐２年間お疲れ様でした。小菅会
長、西田幹事一年間宜しくお願いします。
水石さん地区副幹事お疲れ様でした。本日
６名でメイクさせていただきます。
・小菅茂雄君　初例会では会員皆様に大変お
世話になり心より感謝。本日は沼田中央
RC永井会長他５名の方々に表敬訪問いた
だきお礼申し上げます。
・水石清治君　沼田中央RCようこそいらっ
しゃいました。生方年度副幹事では大変お
世話になりました。
・ニコニコ一週間　例会場での初例会を祝し
佐藤　勉君　　宮澤孝幸君　　阿形登氏君
斎藤正典君　　松野正一君　　金井正樹君
関　真一君　　小林賢一君　西田俊太郎君
春日政志君　　櫛渕光彦君　山田龍之介君
田代経量君　　飯島千明君　　桑原　裕君
今井幸吉君　　桑原敏彦君　　桑原　滋君
平野真樹君　　綿貫利彦君　　武田　寛君
南雲達也君　　津久井功君　須田羊子さん
天野純一君　　金子秀行君　　赤間昌彦君

割田一敏君　　　
◎財団ＢＯＸ　ＩＮ　　　　松野正一委員長
水石清治君　　宮澤孝幸君　　阿形登氏君
小暮正人君　　関　真一君　　小菅茂雄君
今井幸吉君　　松野正一君　　櫛渕光彦君
飯島千明君　　桑原　裕君　　桑原敏彦君
桑原　滋君　　平野真樹君　　保坂充勇君
割田一敏君　　武田　寛君　　津久井功君
金井俊介君　　金子秀行君　須田羊子さん
赤間昌彦君　桑原伸一郎君

◎情報史料分類選考委員会
山田龍之介委員長

７月号友の紹介。RI会長メッセージ、所
信、会長の紹介等がありますのでお読み下さ
い。ガバナー紹介では当地区豊川ガバナー紹
介文を松野会員が書かれています。
◎前年度後期出席者表彰　飯島千明前委員長
・最 優 秀 者 今井幸吉君　　春日政志君
片山晃一君　　宮澤孝幸君　　笹川正之君

・優　秀　者　　阿形登氏君　　赤間昌彦君
天野純一君　　保坂充勇君　　金子秀行君
小菅茂雄君　　櫛渕光彦君　　桑原　滋君
桑原　裕君　　松野正一君　　宮内明彦君
水石清治君　　関　真一君　西田俊太郎君
割田一敏君　　矢島照久君　山田龍之介君
横山公一君　　吉野　登君　　斎藤正典君
飯島千明君
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会 員 数 会場出席 メ ー ク 出 席 率

71名 55名 ０名 80.00 ％

会 員 数 会場出席 メ ー ク 出 席 率

71名 40名 ０名 58.00 ％

■沼田中央RC会長挨拶　　 永井寛之会長
女性２名を含む６名でお伺いさせていただ

きました。ガバナーの方針でもある年３回メ
イクを目標に、女性会員も初メイクです。親
クラブである沼田RCを目標として活動に励
んでまいりたいと思います。小菅会長とは多
くの情報交換をさせていただいて、合同企画
ができないか検討しています。互いに多くを
語り学んでまいりたいと思います。
植村幹事ともども一年間宜しくお願いいた

します。

委員会報告


