
◎社会奉仕委員会
委員長　石澤雄一郎

副委員長　金井　正樹
委　　員　井熊　開三
委　　員　今井　幸吉
委　　員　山宮　敏夫
委　　員　小林　正典
委　　員　林　　正史

【趣旨】
当社会奉仕委員会では、会長の掲げる「行
動しよう・素直な心で」をスローガンのもと、
下記事業を開催致します。
現在、日常において、病院外で心肺停止に
陥った場合９５％以上が死亡しており、健常
者やスポーツ中の青少年にもその危険性があ
ることから、近年AEDの設置が進んでおり

ますが、高額であることなどから運動場や公
民館などだけ見ても必要設置台数に足りてい
ないのが現状であります。また設置がなされ
ていても、適切な使用がなされないまま最悪
の事態に至る場合も少なくありません。そこ
で、この地域のAED設置状況を調査し、必
要とされる場所にできうる限り設置を進め、
かつ設置場所の周辺住民と共に我々ロータリ
アンもいざというときにAEDを使用し人命
救助ができるよう使用訓練を開催いたしま
す。
また、継続事業でありますＵ-10川場カッ

プ２０１６の開催・気仙沼事業の検証をおこ
ない、広く社会奉仕につとめてまいります。
【内容】
1.地区補助金事業である自動体外除細装置
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(AED)の設置及び使用訓練の開催
メンバー及び地域の方々へのＡＥＤ講習と
必要とされる３か所にＡＥＤの設置
2.【継続事業】第５回沼田ロータリークラブ
Ｕ-10川場カップ２０１６の開催
日本の次代を担う少年・少女達のサッカー
技術の向上と健全な心身の育成と他地域の
チーム相互の交流を図る事を目的とし　川
場カップＵ-10を主催する。(８月５日(金)
～６日(土)の二日間)
3.【継続事業】気仙沼事業の検証
大川の桜の苗木・小島教授との連携
◎職業奉仕委員会

委員長　戸部　聖之
副委員長　安達　政喜
委　　員　今井　幸吉
委　　員　星野　貴昭　
委　　員　金井　俊介
委　　員　林　美津樹
委　　員　前田　善成　
委　　員　福田　真盛　

【趣旨】
ロータリーの五大奉仕部門の一つである職
業奉仕は、ロータリアンがそれぞれの職業を
通じて、世の為、人の為、また社会の為に奉
仕する心を持って倫理的に職業を営むことで
す。当委員会では地域社会のリーダーである
ロータリアンの皆に、各自の職業を通じて学
んだ技能と専門知識を青少年に提供し、かか
わった人々の意欲を喚起する活動を行う。
【内容】
1.中学生職場体験の受入
2.模擬職業面接への協力(利根商)
3.キャリア教育出前講座の開催
4.異業種の職場を学ぶ視察
5.グローカル推進事業の体験受入（外国人留
学生の職場体験）
◎国際奉仕委員会

委員長　斎藤　正典
副委員長　津久井　功
委　　員　清野　啓介
委　　員　永井　彰一
委　　員　久保　郁弥
委　　員　武田　　寛

【趣旨】
国際奉仕の趣旨を理解し事業をとおして、

世界平和や国際親善を推進する。

【内容】
1.奉仕プロジェクト事業に関する検証。
2.ドイツ・フュッセン市との青少年交換事業
の推進。

3.地区と連絡を密にし、人道的支援事業を行
う。

4.各委員会との連携、協力を図り事業を推進
する。

◎ローターアクト委員会
委員長　宮田　徳彦

副委員長　小野里雅広
委　　員　飯島　千明
委　　員　田代　経量

【趣旨】
目的は、青年男女が個々の、能力の開発に

あたって役立つ知識や技能を高め、地域社会
における、物質的、社会的なニーズに取り組
み、親睦と奉仕活動を通じて、人々の間によ
り良い信頼関係を推進するための機会を提供
することにあります。
当委員会では、ローターアクト活動に対し

て、全面支援、指導をしていきます。
【内容】
1.ローターアクト会員の増強
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会務運営の適正化
5.他クラブとの交流事業の推進
◎インターアクト委員会

委員長　平井　秀明
副委員長　木下　康彦
委　　員　塩浦　敬之
委　　員　林　武一郎

【趣旨】
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】
1.インターアクト・顧問教師・ロータリアン
合同会議

2.インターアクト年次大会
3.RYLA研修会ほか地区行事参加への支援
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4.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　松野　正一
副委員長　水石　清治
委　　員　阿形　登氏
委　　員　宇敷　　正
委　　員　桑原伸一郎
委　　員　橋本　安夫
委　　員　久保　英弘

【趣旨】
１９１７年。アトランタ大会でロータリー
財団の構想をアーチ・クランプＲＩ会長が発
表しました。色々の経緯を経てロータリー財
団の使命はロータリアンが人々の健康状態を
改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す
ることを通じて、世界理解、親善、平和を達
成できるようにすることです。そして今年は
財団創立１００周年の記念の年でもありま
す。テーマは（世界でよいことをしよう）で
す。ロータリーの基本は奉仕と親睦です。奉
仕は大きく分けますと（活動）と寄付（お金）
に分かれます。この寄付がロータリー財団の
分野です。各会員が一人当たりの年次寄付、
ポリオ・プラス寄付を達成することが小菅・
西田年度を強く支援したことになるのです。
是非とも、達成し協力してください。よろし
くお願いいたします。
【内容】
1.財団の寄付目標　年次寄付　１人１５０ド
ル　ポリオ・プラス　１人３０ドルの達
成。
2.マルチプルフェロー推進。
3.財団の友（準フェロー）の勧誘。
4.ベネファクターの理解と勧誘。
5.財団ボックスへの寄付、氏名の発表。
6.財団ボックス寄付優秀者に半期ごとに表彰
（１５名～２０名程度）。
7.１１月に全会員あてにポリオ・プラス寄付
のお願いのＦＡＸを送付する。
8.新入会員入会の際に寄付のお願い。
9.財団寄付金の使途等についての周知を図
り、財団について会員の理解を得る
◎米山記念奨学委員会

委員長　笹川　正之
副委員長　宮澤　孝幸
委　　員　桑原　　裕

委　　員　相原　　毅　
委　　員　都丸　順次
委　　員　峯川　卓美
委　　員　清野　啓介

【趣旨】
勉学または研究のため来日し、大学教育機

関に在籍する外国人留学生に対して奨学金を
支給し、将来、日本と世界の架け橋となって
国際社会で活躍し、ロータリー運動のよき理
解者となる人材を育成することです。
【内容】
1.寄付目標を一人1６,０００円とする。（普
通寄付3,000円を含む）

2.普通寄付は一人３,０００円とし、米山月
間（10月）に米山ＢＯＸへの寄付をお願
いする。

3.新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。米山功
労者の方にはマルチプルのお願いをする。

4.米山月間の時に卓話を奨学生又は地区委員
の方にお願いして米山記念奨学事業の理解
してもらう

◎未来の夢計画特別委員会
委員長　宮内　明彦

副委員長　桑原　敏彦
委　　員　関　　真一

【趣旨】
ロータリー財団の地区補助金を利用した人

道的、教育的な社会奉仕活動のプロジェクト
を計画、立案する。
【内容】
次年度に対する計画であり、未決定ではあ

るが提出期限と予定される１２月に向けて、
クラブ内部に意見を求め決定し、本年度の理
事会の承認を得たうえで申請する。
◎研修特別委員会

委員長　保坂　充勇
副委員長　水石　清治
委　　員　横山　公一
委　　員　松野　正一
委　　員　宮澤　孝幸
委　　員　桑原　　滋

【趣旨】
クラブのメンバーがロータリーの歴史や現

状を学び、ロータリーに対する見識を高め、
今後のロータリーライフをより楽しく、有意
義に過ごせるための礎となる研修を行う。
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【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年以内の会員と共に、地区の研修に
参加する。
3.現会員に対して継続した研修の機会を提供
する。
4.他クラブ例会への参加。(手本となるべき
例会を実施している他クラブの例会に参加
する)

■司　会　　　　 吉野　登SAA出席委員
■ソング　我等の生業　　　　　関　真一君

小菅茂雄会長
本日もクラブフォーラムですが、計画発表
だけでなく、意気込み等も語っていただきた
いと思います。
12日前橋RC3000回記念例会があり、西

田幹事と出席しました。昭和29年発会62年
目で達成です。お客様を含め160名の出席で
した。記念講演は、昨年までは会員でした元
群銀頭取四方浩先生がされ、先生は群銀の前
は日銀前橋支店長も勤められ、群馬の自然と
野菜が気に入り、前橋に住まいを移されたそ
うです。鴻田敦会長は64代目の会長で、ス
ポンサークラブの桐生RCより早く3000回
を迎え恐縮されていましたが、桐生RCは例
会日が月曜のため休日が多くなってしまって
いるそうです。当クラブは、順調に行くと
2018～19年度秋に到達すると思います。そ
の年は60周年にもなると思いますが、楽し
みです。

西田俊太郎幹事
・特記事項なし

◎SAA出席委員会　　 深津卓也副委員長

◎ニコニコ委員会　　　　　　荒井静雄委員
・小菅茂雄君　クラブフォームで各委員長さ
んの想いをプラスしていただくと会長とし
ても心強いです。13日にアクトの春日会
長の表向きな所信を開き大変頼もしく思
い。
・水石清治君　100％出席表彰記念品ありが

とうございました。
・ニコニコ一週間　今日も暑いですね。
吉野　登君　　松野正一君　　荒井静雄君
小暮正人君　　阿形登氏君　　金井正樹君
佐藤　勉君　　宮澤孝幸君　石澤雄一郎君
櫛渕光彦君　　戸部聖之君　西田俊太郎君
関　真一君　　塩浦敬之君　　橋本安夫君
安達政善君　　深津卓也君　　綿貫利彦君
平井秀明君　　飯島千明君　　平野真樹君
久保郁弥君　　宮田徳彦君　　南雲達也君
保坂充勇君　　　

◎財団ＢＯＸ　ＩＮ　　　　松野正一委員長
阿形登氏君　　佐藤　勉君　石澤雄一郎君
吉野　登君　　深津卓也君　西田俊太郎君
小暮正人君　　松野正一君　山田龍之介君
水石清治君　　小菅茂雄君　　今井幸吉君
津久井功君　　赤間昌彦君　　宮澤孝幸君
桑原　滋君　　櫛渕光彦君　　橋本安夫君
安達政善君　　平野真樹君　　宮田徳彦君

◎社会奉仕委員会　　　　石澤雄一郎委員長
８月６日18時30分田園プラザ、会員

4000円でU-10川場カップ交流会を行いま
す。大会は５日から７日です。出欠の連絡を
お願いいたします。
◎野球部　　　　　　　　　　　久保郁弥君
９月より県予選会が始まり９月10日に前

橋北RCと試合を行います。10月本大会出場
を目指してまいります。ゴルフ部との合同企
画は、11月19・20日新湊を予定しています。
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委員会報告

幹事報告

会長の時間

例 会 報 告

会 員 数 会場出席 メ ー ク 出 席 率

71名 37名 ０名 55.20 ％

ローターアクト初例会 7
13


