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■関会長
皆さんに１年間本当にありがとうございま
した。長かったような短かったような１年で
したが、何とか皆さんのお陰を持ちまして、
今年度を全うすることが出来ました。
約４年前の１０月に、当時の小菅会長と西
田幹事が見えられて、「会長を受けてくださ

い。」と言われ、「何時はやるんだろうなー」
と思っていたので、快く返事をしました。
その時は、創立６０周年記念の話も３００

０回記念例会の話もなく、後から聞いて失敗
した。初に聞いていたら、断ったと思いまし
たがどうにもなりません。これも運命と思い、
どうせやるんなら目一杯やろうと腹を決めた
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のを覚えています。
その後は、ＲＬＩ、ペッツ、地区研修協議
会に出席し、ロータリーの勉強をする中で、
沼田クラブの誇れるところや、素晴らしいと
ころが多くあり、他のクラブに自慢もできて、
本当に良かったと思いましたし、自信にもな
りました。
次年度を準備しながら、創立６０周年実行
委員会が一昨年の１２月９日に開催され、実
質スタートいたしました。８月の沼田まつり
に合わせて記念事業を行うことで、下打ち合
わせはその前から始まっていまして、サッカ
ーの関係では、東京にも打ち合わせに行った
りしました。後から津久井さんに聞いた話で
は、外国チームが中々決まらず、私はその話
を知らなくて良かったと思いました。
次年度と創立６０周年記念事業の準備、昨
年の４,５,６月が本当に忙しく大変でありま
したが、何とか乗り切り、今年度のスタート
ラインに立つことが出来ました。
７月３日に初例会を姫本で開催し、利根沼
田地域を一つと考え、来賓として利根郡全て
の首長さんを、初めてご招待し、盛大に開催
できました。
８月２～４日にかけて、７回目となります、

沼田ロータリークラブＵ１０川場カップ２０
１８サッカー大会を開催し、表彰式に参加。
８月５～７日にかけて、創立６０周年記念の
メイン事業である、Ｕ１２国際ジュニアカッ
プ２０１８サッカー大会を、川場村サッカー
場で開催。中国、韓国、タイ、朝鮮学校を始
め、地元チーム２チーム、国内チームも含め、
１４チーム参加で熱戦が展開されました。５
日の夜は、外国の子供達と共に、沼田まつり
に参加し、普段見られない日本の文化を体験
でき良かったと思っております。６日夜の国
際交流会は、田園プラザ川場において、約４
００名の参加で行い、薄根ふるさと太鼓、シ
アターポランの広場等の出演もあり、食べて
飲んで、楽しく交流できたと思っております。
最終日は、韓国対タイのチームの決勝戦を、
観戦することが出来、みごと韓国チームが優
勝し、閉会式を迎えております。
この３日間は、山田事業部会長の一生懸命
さが、良く伝わって来ましたし、子供たちに
とっても、本当に良い思い出ができたと、思
っております。

８月６日、沼女のドローンの撮影を皮きり
に、各校のドローン撮影が始まりました。２
４日は沼高、２５日は利根商、９月１８日は
利根実、２４日は尾瀬高、５校すべてに戸部
幹事、社会奉仕委員会と一緒に、参加しまし
た。
８月１１～１２日にかけて、第２回沼田ロ

ータリーカップ バスケットフェスティバル
を、月夜野総合体育館をメイン会場に、開催。
１１日夜には、猿ヶ京まんてんの湯でスタッ
フ、保護者との懇親会、１２日には表彰式に
出席。小中学生・高校生　４６チーム７００
名と、スタッフ、保護者を含め、合計約１，
３７０人が参加し、とても大きな規模で驚き
ました。
この時期、Ｕ１０サッカー大会から始まり、

創立６０周年メイン記念事業、バスケット大
会、ドローンの撮影等、私、戸部幹事と一緒
に行動した、南雲社会奉仕委員長は、この時
期が一番ハードであったと思っております。
９月４日は、宮内敦夫ガバナー公式訪問例

会。例会前の役員懇談会において、Ｕ１２国
際ジュニアカップ２０１８サッカー大会のこ
とを、「私も考えていた事業で、沼田がやっ
てくれた。」と、その話で終始するくらい、
褒めて頂きました。
１０月６～７日にかけて、指導者育成セミ

ナー、ＲＩ会長代理晩餐会、地区大会に参加。
地区大会では、館林の遠い所に、メンバーと
アクターを含め、３４名の出席。
１０月１３日は、委員会事業の利根商モー

ルに参加しました。生徒で仮想株式会社を作
り、集客約３，０００人、約４００万円もの
売り上げがあると聞いて、商売も体験でき、
地域密着のとても良い事業であると思いまし
た。
１０月１７日は、沼田ローターアクトクラ

ブの例会で、卓話の代わりに木工教室を行い、
伸縮式の本立てを作り、出来映えは別として、
男性が女性を手伝い、和気あいあいに出来ま
した。
１０月３０日は、創立６０周年記念事業で

あり、未来の夢計画事業の「私の愛するまち
のためのドローンプロジェクト」の表彰式を
開催し、高校５校の映像と提案の発表、表彰
を行いました。
尾瀬高校が第１位となりましたが、どの高
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校も映像、提案に工夫を凝らし、各校あまり
差のない、素晴らしい発表でした。映像は、
利根沼田テクノアカデミーのホームページで
公開しています。
１１月１４日は、沼田アクトクラブが参加
した、えびす講チャリティーバザーの応援に
行きました。全て売り切ることが出来、売り
上げの一部７０，０００円を、沼田市社会福
祉協議会に寄付。
１１月１８日は、創立６０周年記念事業の
第１回小学生ロボットプログラミング教室を
開催しました。子供と親で約４００名の参加
があり、想像以上の反響で、定員を大きく超
えたため、第２回を行うことと成りました。
２０２０年度より教科に組み込まれるため、
子供達には良い経験となったと思っておりま
す。
１１月２７日は、３０００回記念例会が宮
内敦夫ガバナーをはじめ、地区幹部の皆さん、
第５分区のロータリアン、メンバー合せ９０
名の出席のもと、盛大に開催できました。
２０１８～２０年度ＲＩ理事三木　明様を
お迎えして、記念講演を頂きました。創立６
０周年実行委員会の絡みもあり、プログラム
委員会単独で行って頂き、春日委員長には、
大変なご苦労をお掛けしました。三木先生か
らは、「沼田が大好きで、今度は奥様と来た
い。」と言っていただきました。
１２月９日は、ロータリーカップ勉強版の
統一テストを、利根沼田の中学生、７０名以
上の参加で開催しました。
１月２１日は、沼田ロータリークラブ育英
奨学金の面接を行いました。人数は、一人で
した。
そして、その後の審査会で合格しておりま
す。
２月２３日は、沼田ローターアクトクラブ
の金子君が、地区代表を務める、地区ロータ
ーアクト年次大会へ、メンバーと利根商イン
ターアクトクラブ、総勢２５名で参加しまし
た。地区内のクラブでは、一番多くの人数で、
盛り上げてきました。
３月３日は、第５分区のＩＭに、２５名で
参加しました。水石さん、保坂さん、南雲さ
んに、他クラブより、一番素晴らしい、発表
をしていただきました。
３月２４日は、ロータリーカップ勉強版表

彰式を開催しました。上位３０名、参加によ
るＪＳＢＮの研修もありました。参加した子
供たちは、学校では決して学べない、とても
有意義な経験ができたと思います。
４月１２～１４日にかけて、フィリピンに

国際奉仕に行き、原住民のアエタ族に、パパ
イヤの苗木を寄贈。また、サーキットマカテ
ィクラブと懇親を深めてきました。
５月１９日は、今年度のメインイベントで

ある、創立６０周年記念式典・祝賀会を開催
しました。
当日は、ご来賓とロータリアン約２４０名

で、多いに祝っていただきました。
前日から準備をしっかりして、当日もリハ

ーサルをしっかり行ったため、式典・祝賀会
とも完璧な出来栄えで、沼田クラブの力を十
二分に、発起することが出来ました。
担当の小菅記念式典・祝賀会部会長、そし

て春日総務部会長、山田記念事業部会長、宮
澤記念誌部会長には、これまで大変なご苦労
を掛けてきました。
そして、ご協力を頂きました、全てのメン

バーに改めまして、お礼を申し上げます。
祝賀会では、地元の食材を使った、料理も

飲み物も好評でしたし、アトラクションでは、
王楽さんの落語、コリーさんのハーモニカの
演奏で、盛り上げて頂きました。
６月１日～９日は、ハンブルグ国際大会に

行き、国際大会ならではの開会式の大迫力、
ヨーロッパの歴史・文化・大自然を大いに満
喫し、日常を忘れさせていただきました。
６月１６日は、第５分区のロータリーデイ

と現新会長幹事引継会があり、ロータリーデ
イでは、伊香保温泉の石段を清掃しました。
そして、例会、各委員会、創立６０周年記

念各部会、ロータリー会長としての当て職等、
本当に多くの時間を、ロータリーに使ったな
ー、と思っております。
原稿を書きながら、振り返ってみますと、

その都度、様子がよみがえってきます。
改めて、各委員長、部会長をはじめ、全て

のメンバーに支えてもらわなければ、会長職
を全うできなかったと思いました。特に戸部
幹事には、戸惑っていたのは最初だけで、幹
事として完璧に仕事をこなし、支えて頂きま
した。
本当に素晴らしい幹事で、これで終わるの
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がもったいないくらいに、思っております。
ありがとうございました。
そして、改めて、沼田クラブの仲の良さ、

団結力の強さを、実感じさせて頂きましたし、
群馬県で１番のクラブと思っております。
改めまして、全ての皆さんに感謝とお礼を
申し上げ、今年度の報告とさせていただきま
す。

■司　会　　 木下康彦SAA出席委員長
■ソング　奉仕の理想・蛍の光　清野啓介君

関　真一会長
本日は最終例会となり、この日が来るのを
心待ちにして、無事に迎えられうれしく思い
ます。
話しが苦手で会長を受けた時に少しでもう
まくできればと思いましたが、恥ずかしなが
ら原稿の棒読みが多くなってしまいました。
会長の時間についてロータリー白科事典等で
は、例会で５分程度を会長の時間として、ク
ラブの活動やロータリー全般について情報提
供するよう推奨されています。この時間は毎
週のクラブ状況を知るうえで貴重な時間で
す。政治や経済、趣味に関する話題は別の機
会として、会員がクラブ活動や参画意識と意
欲が高まる内容に努めるよう述べています。
このことを最初に見てしまい、29回の会

長の時間は固い話となり、お付き合いいただ
き心より感謝いたします。
６月末までまだ行事があり、最後の最後ま
で役職を果たして終わりたいと思います。
一年間皆様方のご協力に感謝いたします。

戸部聖之幹事
◎新入会員推薦の件
先週５名を発表し、一週間本日までに異議
ありませんので、入会手続に入ります。

◎SAA出席委員会　　 木下康彦委員長

★出席優秀者表彰
・例会場100％出席者
関　真一君　　戸部聖之君　　木下康彦君
・例会場90％以上メイク100％出席者
阿形登氏君　　保坂充勇君　　今井幸吉君

桑原　滋君　　松野正一君　　清野啓介君
塩浦敬之君　　割田一敏君　山田龍之介君

・メイク100％出席者
中島　健君　　天野純一君　　福田真盛君
飯島千明君　　金井俊介君　　春日政志君
小林賢一君　　小菅茂雄君　　櫛渕光彦君
浅沼美香さん　宮内明彦君　　水石清治君
持谷明宏君　　南雲達也君　西田俊太郎君
佐藤　勉君　須田千秋さん　須田羊子さん
田辺祐己君　　田代経量君　　吉野　登君
矢島照久君　　深津明子さん

◎ニコニコ委員会　　　　　須田千秋委員長　
・関　真一君　１年間ありがとうございまし
た。皆さんのご協力で無事に終了でき心よ
り感謝いたします。戸部幹事にはご苦労を
おかけしました。

・戸部聖之君　１年間大変お世話になり、皆
様のご協力ありがとうございました。

・宮澤孝幸君　関会長戸部幹事一年間お疲れ
様でした。3000回例会、60周年と歴史に
残る大事業を会長の人徳、幹事の気配りに
より会員の気持ちを一つにして大成功。楽
しく素晴らしい１年でした。

・宮内明彦君　関会長戸部幹事１年間ありが
とうございました。毎週の例会、クラブ運
営だけでなく3000回例会、60周年を見事
に成功。お疲れ様でした。

・今井幸吉君　財団表彰で弊社商品券を使っ
ていただきありがとうございました。

・山田龍之介君　関会長戸部幹事１年間お疲
れ様でした。最終例会の弁当は２人の労を
ねぎらい幹事のリクエストに応え。

・ニコニコ一週間　関会長・戸部幹事お疲れ
様でした。
松野正一君　　阿形登氏君　　中島　健君
水石清治君　　持谷明宏君　小野里雅広君
春日政志君　　吉野　登君　　小菅茂雄君
桑原敏彦君　　星野貴昭君　浅沼美香さん
櫛渕光彦君　　南雲達也君　須田羊子さん
清野啓介君　　飯島千明君　　福田真盛君
諸田一豊君　　天野純一君　　割田一敏君
保坂充勇君　　櫛渕光彦君　須田千秋さん
保坂充勇君　　赤間昌彦君

◎次年度幹事報告　　　　　塩浦敬之副幹事
・現新理事会の開催
・初例会の件　姫本18時30分
・例会場変更の件　ホテル　ベラ・ヴィータ
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会 員 数 会場出席 メ ー ク 出 席 率

70名 34名 22名 84.80 ％

会長の時間

幹事報告

委員会報告

例 会 報 告


