
■会員増強・親睦活動委員会
委員長　須田羊子　　副委員長　天野純一
委　員　斎藤正典・飯島千明・久保郁弥

林武一郎・林　正史・須田千秋　　
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。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ながら、
会員相互の親睦や友情、及びご家族との交流
がより一層深められるよう、例会・親睦行事
を開催します。
また、初例会を、100％例会を目標としま

してクラブ全体を盛り上げ、温かい雰囲気で
親睦を図れますよう活動していきます。
１.初例会（夜間例会）7月4日　　姫本
２.家族納涼会（夜間例会）8月22日

川場田園プラザ
３.クリスマス例会（夜間例会）12月12日

ベラヴィータ
４.新年例会（夜間例会）1月9日ディラン

５.記念日に花を贈る事業（通年）
６.各委員会で1名の新人会員候補者を推薦し
てもらう

７.クラブ奉仕委員会主催の事業への協力
８.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　春日政志　　副委員長　山田龍之介
委　員　小菅茂雄
会員及び会員候補者にロータリーの目的及

びクラブの歴史をより良く理解してもらう
ため、情報提供や資料の整理に努める。

１.情報の部
①会員に対し、例会や他の会合等を通じ、国
際ロータリーや地区その他、ロータリー
に関する情報を伝え、意識の向上を図る。

②研修特別委員会と共に、ロータリーの歴史
や、ロータリーの目的・諸規定・活動状
況などを周知する。

２.史料（雑誌）の部
①60周年を見据えて、１０年間の活動資料
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の収集整理を行う。
②ロータリーの友の記事を活用し、より早く
ロータリー情報を会員へ伝える。

３.職業分類・選考の部
①新会員増強のため、会員増強委員会と協力
し、全会員へ向けて会員選考の手順を研
修する。

②会員候補者に面会し、目的や義務等をよく
説明するなど、会員選考を会則に則り厳
密に運用する。

③職業分類を見直し、未充填の職業を開発し、
会員増強委員会に伝える。

■SAA・出席委員会
委員長　桑原伸一郎　　副委員長　赤間昌彦
委　員　小暮正人・福田真盛・桑原　裕

宮田徳彦・清野啓介・佐藤　勉
田辺　祐己　　　　　　　　　　　　

沼田ロータリークラブのスローガン「楽し
いロータリーためになるロータリー」を受け
て例会や委員会が楽しく質の高いものになる
ように努めます。
会員は例会に出席する事が基本であり、ク
ラブの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。
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
程度座席くじを行う

③来訪者に対し温かくお迎えし対応する
④食事は多様なメニューを心掛ける
⑤例会時間を管理する
⑥誕生日を祝う(月一回最終例会の時)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努める
③一斉配信メールを活用し無断欠席を減らす
④欠席しがちな会員に出席を働きかけ、出席
率向上に努める
■クラブ奉仕（ソング）委員会
委員長　今井 幸吉　　副委員長　戸部聖之
委　員　関　 真一・都丸順次・角田　隆
クラブ奉仕は、ロータリー５大奉仕（クラ
ブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青
少年奉仕）の中で最も基礎的な奉仕活動です。

それは、ロータリーの発展史が示すように、
初めに親睦があり、それから職業奉仕が生ま
れ、社会奉仕に展開して、そこから国際奉仕
が育ったように、親睦活動が出発点となって
います。この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例会を

持つことができるよう努めていきます。
１.例会が円滑に進むよう、各担当委員会と
の連携を図る。

２.より親睦を深め、楽しい例会になるよう
会員増強・親睦委員会を支援する。

３.例会において、全会員にタクトを振って
もらえるような機会を提供する。その為
に出席率の低い会員に連絡し、出席する
様に促す。

４.他委員会と協力して日帰り研修旅行を行
う。

■プログラム委員会事業計画
委員長　山田龍之介　　副委員長　桑原　滋　
委　員　割田一敏・春日政志・安達政喜

久保英弘　
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。
１.会員同士深く知り合い、親睦が深まる卓
話。

２.ロータリーを理解して頂く卓話。
３.各種記念日やロータリー月間に因んだ卓
話。

４.各種業界や地域社会から講師を求め見解
を深める卓話。

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。
■ニコニコ委員会事業計画
委員長　吉野　登　　副委員長　諸田一豊
委　員　櫛渕光彦・塩浦敬之・前田善成

綿貫利彦・小野里雅広
集まった資金が社会奉仕に使われること

を周知していただき、沢山の会員や家族のお
祝い事などを会員で祝副し親睦を深め、ニコ
ニコボックスにボックスインしていただける
ように活動する。
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１.ニコニコ一週間に気軽にボックスインし
ていただけるように取り組む。

２.メッセージを沢山いただけるように会場
に用紙を準備する。

３.ボックスイン累計額を月末に発表する
４.半期ごとにボックスイン上位者に記念品
を贈呈する。

５.ボックスイン年間目標額を1500000円と
する。

■クラブ広報（会報）・ＩＴ委員会
委員長　木下康彦　　副委員長　金井俊介
委　員　矢島照久・平井秀明・林美津樹
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。
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発信ソフトの活
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（DVD）をまとめ
て配布する。

■社会奉仕委員会
委員長　金子秀行　　副委員長　橋本安夫
委　員　南雲達也・安達政喜・平野真樹

小林正典・佐藤　勉
社会奉仕委員会では、会長の掲げる「楽し
いロータリーためになるロータリー」のスロ
ーガンのもと、下記事業を開催致します。
継続事業であるＵ-10川場カップ２０１７

に加え、新たに「沼田ロータリーカップ」バ
スケットボールフェスティバルを開催しま
す。これはバスケットボールを通じた青少年
の健全育成を目的とし、大会を通して利根沼
田地域の小学生，中学生，高校生の世代を超
えた交流を支援する事業です。大会起ち上げ
のためにロータリー財団地区補助金を活用し
ます。
もう一つの新規事業として、沼田ロータリ
ークラブ育英奨学金を創設します。会員の皆
様にご協力いただき、楽しくためになる社会
奉仕となるよう努めます。
１.「沼田ロータリーカップ」バスケットボ
ールフェスティバルの開催
ロータリアンが大会当日の運営に関わり

大会関係者や参加チームの父兄と交流し
ロータリーの活動を広める。（８月１１日
(金)～１２日(土)の２日間）

２.沼田ロータリークラブ育英奨学金の創設
学業やスポーツ及び人物が優秀な学生を
高校３年間卒業まで恒常的にサポートす
る。

３.【継続事業】第６回沼田ロータリークラ
ブＵ-10川場カップ２０１７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４日
(金)～６日(日)の３日間)

■司　会　　 赤間昌彦SAA出席副委員長
■ソング　奉仕の理想　　　　　今井幸吉君
■来賓及び来訪ロータリアン
第５分区ガバナー補佐　　　　山田　晃君
沼田中央RC会長　　　　　 堤康喜智君

〃　 幹事　　　　　 赤井幸夫君
宮内明彦会長

初例会には大勢の出席ありがとうございま
した。一年間健康に努めて例会に出席してい
ただきたいと思います。
ロータリーは1905年４人で発足され、

112年を経過して世界35,500クラブを超え
て、会員数123万人以上となり、世界の輪が
とぎれることなくつながり、ロータリーの目
標をそえぞれが達成し、日々精進しています。
当クラブも７月より出発し、楽しいロータ

リー、ためになるロータリーを目指し歩んで
まいりたいと思います。

桑原敏彦幹事
◎新会員の委員会配属の件
須田千秋さん、会員増強親睦活動委員会
田辺祐己君、SAA出席委員会

◎前期会費の件
７月26日に会費10万円を引き落とさせて
いただきます。

◎例会変更の件
８月22日18時30分、納涼家族会、田園プ
ラザ。

◎理事会オブザーバー出席の件
３年後の会長予定者塩浦敬之君を出席承
認。
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◎SAA出席委員会　　 小暮正人委員

７月４日

◎ニコニコ委員会　　　　　　前田善成委員　
・山田　晃君（沼田中央） ガバナー補佐と
して１年間大変お世話になります。
・堤康喜智君・赤井幸夫君（沼田中央） 今
年度沼田中央RCの会長・幹事です。知り
合いの多い貴クラブに訪問することが楽し
みでした。宮内会長・桑原幹事宜しくお願
いいたします。
・宮内明彦君　初例会では多くの出席ありが
とうございました。山田晃第５分区ガバナ
ー補佐、沼田中央RC堤会長・赤井幹事よ
うこそおいで下さいました。
・横山公一君　テラス沼田紀工式が12日行
われ、仕上がりは30年12月末です。市民
の期待に応えられるビルになると思いま
す。
・綿貫利彦君　11日NHKBSプレミアムの満
腹農家めしという番組に出ます。昭和村と
沼田市のレタス農家３軒出演。梅沢富雄、
東野幸治にレタス料理をもてなします。

・ニコニコ一週間　山田ガバナー補佐、沼田
中央堤会長赤井幹事を迎えて。
松野正一君　　阿形登氏君　　宮澤孝幸君
佐藤　勉君　　小菅茂雄君　　桑原敏彦君
水石清治君　　戸部聖之君　　春日政志君
斎藤正典君　　赤間昌彦君　　関　真一君
今井幸吉君　　持谷明宏君　　福田真盛君
桑原　裕君　　小林賢一君　　安達政喜君
割田一敏君　　飯島千明君　　吉野　登君
櫛渕光彦君　　保坂充勇君　　小暮正人君
深津卓也君　　南雲達也君　須田羊子さん
前田善成君

◎財団ＢＯＸ　ＩＮ　　　　水石清治委員長
松野正一君　　水石清治君　　今井幸吉君
前田善成君　　持谷明宏君　　阿形登氏君　
宮澤孝幸君　　小菅茂雄君　　宮内明彦君
関　真一君　　桑原　裕君　　櫛渕光彦君
割田一敏君　　吉野　登君　　戸部聖之君
佐藤　勉君　　小暮正人君　　小林賢一君
深津卓也君　　安達政喜君　須田羊子さん
綿貫敏彦君　　桑原　滋君　　金子秀行君

◎情報史料分類選考委員会　春日政志委員長
７月号友の紹介。RI会長の紹介で人と人

をつなぐと題して特集しています。各地区ガ
バナー紹介で当地区ガバナーが載っていま
す。RI委員を募集していますのでいかがで
しょうか
ロータリーの友は世界トップクラスの情報

誌ですので、是非活用してください。
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■山田　晃第５分区ガバナー補佐挨拶
分区をまとめる役に沼田７人、沼田中央

４人おられましたが、皆素晴らしい人物で
あります。私は足元にもおよびませんが、
一生懸命努力してまいりたいと思います。
入会は平成２年１月新年例会で、28年を

越えますが、沼田RCにはにはあまりメイク
していませんでしたが、今年の事業、地区
大会、合同公式訪問、ロータリーディと皆
様方のご指導ご協力により努めたいと思い
ます。
一年宜しくお願いします。

■堤康喜智沼田中央RC会長挨拶
山田ガバナー補佐が会長の時幹事で、こ

れもご縁かなと思います。
住所は昭和村で、前橋・高崎を含め塾を

営んでいます。江戸時代は昭和村は前橋藩
でしたので、沼田藩とは川で分かれていま
した。今回を期に沼田と共に歩んでまいり
たいと思います。
入会15年目となり会長を努めさせていた

だきますが、ガバナー補佐と共に合同公式
訪問とIMを皆様のご指導ご協力をいただき
ながら実施してまいりたいと思います。

会 員 数 会場出席 メ ー ク 出 席 率

70名 39名 ３名 64.62 ％

会 員 数 会場出席 メ ー ク 出 席 率

70名 61名 ０名 92.42 ％


