
■職業奉仕委員会
委員長　持谷明宏　　副委員長　井熊開三
委　員　武田　寛・綿貫利彦・星野貴明

久保英弘
職業奉仕とはロータリアンがそれぞれの職
業を通して社会のために奉仕する心をもって
「四つのテスト」への理解を深めつつ職業を
営むことです。
当委員会では地域社会のリーダーたるロー
タリアンに各自の職業を通して学んだ技能と
専門知識を青少年に提供し、そのことによっ
て関係した方々の職業奉仕への意欲を喚起す
る活動を行い、ひいては当クラブの「公共イ
メージと認知度の向上」に努めていきます。
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

■国際奉仕委員会
委員長　津久井功　　副委員長　田代経量
委　員　永井彰一・斎藤正典・清野啓介
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。
１.職業研修チーム（VTT）事業の実施
２.CASA MIANI孤児院への寄付
３.サーキットマカティーRCとの懇親会を行
う

■ローターアクト委員会
委員長　山宮敏夫　　副委員長　飯島千明
委　員　石澤雄一郎・平井　秀明
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。
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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。
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　小林賢一　　副委員長　金井正樹
委　員　石澤雄一郎・林美津樹
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。
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
４.インターアクト活動の紹介
■ロータリー財団委員会
委員長　水石清治　　副委員長　阿形登氏
委　員　武田　寛・小野里雅広・南雲達也

中島　健
国際ロータリーのロータリー財団は、１９
１７年に基金として発足し、１９２８年の国
際大会でロータリー財団と名付けられまし
た。ロータリー財団の使命は、ロータリアン
が、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。
ロータリー財団は、その使命を成し遂げる効
果的プログラムを実施するための資金を、ロ
ータリアンからの寄付金で賄われます。会員
一人ひとりが趣旨をご理解いただき本年度目
標の達成にご協力をお願いします。
１.財団寄付目標　年次寄付一人１５０ドル
ポリオ・プラス　一人３０ドル

２.マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
の推進

３.財団の友の推進
４.ベネファクターの理解と推進
５.財団ボックスへの寄付推進及び氏名の公
表

６.財団ボックス寄付優秀者を表彰
７.ロータロー財団月間の１１月にポリオ・
プラス寄付を推進する

８.新会員入会の際に寄付をお願いする
９.財団寄付の使途等について周知を図り、
財団について理解を得る

■米山記念奨学委員会
委員長　深津卓也　副委員長　宮澤孝幸
委　員　峯川卓美・宇敷　正
日本最初のロータリークラブ創立に貢献し

た実業家、米山梅吉氏の「他人への思いやり
と助け合い」の精神を深く理解する。勉学ま
たは研究のために来日し、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、日本と世界の懸け橋となって国際
社会で活躍する人材を支援する。また、ロー
タリーの良き理解者となる人材の育成を行
う。
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.新入会員には当該事業を詳しく説明し、
理解を促し米山功労者を勧める。米山功
労者の方はマルチプルのお願いをする。

３.米山月間（10月）時に米山記念奨学にか
かわる卓話を実施し、米山記念奨学事業
の理解を深める。（10月17日予定）

４.クラブ奉仕委員会と協力し米山梅吉記念
館への研修旅行を行う。

■研修特別委員会
委員長　松野正一　　副委員長　桑原　滋　
委　員　横山公一・水石清治・宮澤孝幸

保坂充勇・西田俊太郎　
研修特別委員会の役割は、クラブ会長及び

幹事、会長エレクトを補佐して、自クラブや
他クラブとの研修を企画・実施することで
す。
そして、クラブを元気にして活性化を図る

ことです。
１.新会員（入会3年以内）の研修を情報委員
会と協力して早い時期に実施する。また、
地区の新会員セミナーには全員参加を目
指したい。

２.地区または自クラブの研修委員による卓
話。

３.適切な人を招いて、日本国の動向研修や
日本文化の研修を実施したい。

４.他クラブ例会への参加を実施する。
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■未来の夢計画特別委員会
委員長　関　真一　　副委員長　戸部聖之
委　員　今井幸吉
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。
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。
■長期戦略特別委員会
委員長　保坂充勇　　副委員長　小菅茂雄
委　員　阿形登氏・松野正一・春日政志　　　

宮内明彦・関　真一・今井幸吉
斎藤正典・桑原　滋・西田俊太郎
桑原敏彦・戸部聖之・津久井功

（当委員会設置の経緯）
昨年21世紀特別委員会が実施した「クラ

ブ会員満足度アンケート」及び理事・当該委
員会委員に意見を聞いた「クラブ活力テスト」
を分析した。
「問題点」
１.クラブの将来像が明確でなく、会員が共
通認識を有しているか。

２.会員の満足・不満足とその要因を把握し、
会員のやる気や参加意欲を高める努力を
しているか。

３.年度を超えた中・長期的な展望や計画に
基づいてクラブ改革を進めているか。

４.地元に対する奉仕活動がやや少ない。
以上の結果を受けて、小菅前会長が当該問
題点の対応策を検討する組織として、昨年度
後半に当委員会が設置された。
今年度は、委員会を3部門に分けて検討す

ることとした。
１.参加意欲の向上のために
①研修部門（担当　宮内、桑原敏、斎藤）
②親睦部門（担当　松野、阿形、戸部）
２.奉仕部門（担当　春日、関、今井、桑原
滋、西田）

■司　会　　 赤間昌彦SAA出席副委員長
■ソング　四つのテスト　　　　戸部聖之君
■来賓及び来訪ロータリアン
沼田青年会議所理事長　　　　井熊基之様

〃　　専務理事　　　小野大介様

〃　　　担当副委員長　　山口諒太様
宮内明彦会長

今日は曇りで暑さも和らぎましたが、昭和
８年山形の40.8度という最高気温の日でし
たが、その後近年高温になる日が続出してい
ますので、体調管理には気を付けて下さい。
７月最終例会となり１カ月を過ぎようとし

ています。年度頭初の地区行事も多くありま
すが、112年ロータリーが続けてこられたの
は最初の想いを忘れずに、時代のニーズに合
わせてこれたからと思います。
ポールハリスが４人の仲間と殺伐としたシ

カゴで信頼できる関係を作り、４人の事務所
を輪番で会合を持ったことからはじまり、３
年後には200名を超える会となりました。各
自の事務所の公正な取り引きによる利益と親
睦の目的として始めたことでしたが、次に市
民のために奉仕活動を取り入れ、その後多く
の奉仕部門を時代に合わせて活動してきまし
た。これらの活動の必要性を肝に命じて、ロ
ータリー活動を進めたいと思います。

桑原敏彦幹事
◎VTT事業のためのセミナー開催　承認
◎長期戦略特別委員会の委員増員の件
会員増強担当で津久井功君を増員。

◎U－10サッカー川場カップ出欠の件
出欠を８月１日までに返信下さい。

◎家族納涼会の件
８月22日18時30分田園プラザ開催。

◎沼田まつり交通安全パレードの件
８月５日13時30分市役所スタート。参加
者は当日幹事まで。

◎SAA出席委員会　　 佐藤　勉委員

◎ニコニコ委員会　　　　　　塩浦敬之委員　
・宮内明彦君　22日太田で開催されたイン
ターアクト地区年次大会では小林賢一委員
長金井正樹副委員長に参加いただき、お世
話になりありがとうございました。

・横山公一君　ドイツフェンシング協会とオ
リンピック事前合宿の覚書を調印。これで
準備のスタートが切れ、皆様のご協力をお
願いします。

・保坂充勇君　県総合表彰を祝う会には多く
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のご出席ありがとうございます。大変嬉し
く思いました。
・深津卓也君　県総合表彰を祝う会を開いて
いただき誠にありがとうございました。発
起人始め皆様に御礼申し上げます。
・ニコニコ一週間　中島健新会員を迎えられ
て。JC井熊理事長を歓迎して。
小暮正人君　　佐藤　勉君　　宮田徳彦君
阿形登氏君　　桑原敏彦君　桑原伸一郎君
赤間昌彦君　　宮澤孝幸君　　小菅茂雄君
関　真一君　　天野純一君　西田俊太郎君
戸部聖之君　　櫛渕光彦君　　塩浦敬之君
金子秀行君　　小林賢一君　　割田一敏君
今井幸吉君　　吉野　登君
◎財団ＢＯＸ　ＩＮ　　　阿形登氏副委員長
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　　宮田徳彦君　　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
保坂充勇君　　南雲達也君　桑原伸一郎君
塩浦敬之君　西田俊太郎君
◎今月の誕生日　　　　　桑原伸一郎委員長
桑原　滋君　　綿貫利彦君　　木下康彦君

武田　寛君　　井熊開三君　　山宮敏夫君
◎前年度後期ニコニコ賞　小暮正人前委員長
小菅茂雄君　西田俊太郎君　山田龍之介君
宮澤孝幸君　　阿形登氏君　　割田一敏君
松野正一君　　天野純一君　　櫛渕光彦君
宮内明彦君　　関　真一君　　保坂充勇君
今井幸吉君　　小暮正人君　　津久井功君
金井正樹君　　桑原　裕君　　春日政志君
水石清治君　　戸部聖之君

・通年表彰
小菅茂雄君　　宮澤孝幸君　西田俊太郎君

◎前年度出席優秀者　　　天野純一前委員長
小林賢一君　　木下康彦君　桑原伸一郎君
櫛渕光彦君　　小暮正人君　　赤間昌彦君
桑原　裕君　　矢島照久君　　斎藤正典君
横山公一君　石澤雄一郎君　須田羊子さん
春日政志君　　吉野　登君　山田龍之介君
金子秀行君

・100％出席者 桑原敏彦君　　割田一敏君
飯島千明君　　綿貫利彦君　　戸部聖之君
水石清治君　　金井正樹君　　関　真一君
今井幸吉君　　保坂充勇君　　宮内明彦君
桑原　滋君　　松野正一君　　宮澤孝幸君
天野純一君

・完全100％ 小菅茂雄君　西田俊太郎君
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■沼田青年会議所ご案内　井熊基之理事長
日頃よりご指導ご協力いただきありがと

うございましたす。45周年を迎え今年も高
校生イベント「NOTTN FES」を８月19日
に開催いたします。ぜひご来場いただき、
高校生を応援していただきたいと思います。
・８月19日（土）９時～16時
・沼田公園野球グラウンド（荒天中止）

■中島　健君挨拶
相原支店長が異動で後任で沼田支店にま

りました。富岡RC、渋川RCに２年間づつ
在職していましたので、ロータリーソング
を久し振りに歌いました。
昭和31年生まれで、現在前橋在住です。

沼田の皆様にいろいろお教えいただき、で
きるだけ長く仲間でいたいと思います。
落語の趣味は、知り合いに落語家がいて、

それを聞くのが楽しみです。

新会員紹介


