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委員長　高橋圭介　副委員長　春日政志
委　員　福田真盛・石澤雄一郎・南雲達也

山宮敏夫
【主旨】
例会に出席することからロータリー活動は
始まります。会員の権利であり義務である例
会に、貴重な時間を使い出席するのにふさわ
しい内容をプログラムすることは、大変重要
なことと考えます。また会員の皆さんが楽し
め親睦がさらに深まるようプログラムを構成
していきます。
【内容】
1.会員に職業や趣味の卓話を依頼し、会員同
士深く知り合い、親睦を深める
2.ロータリー活動をより良く理解して頂く卓
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

委員長　持谷明彦　副委員長　深津卓也
委　員　宮澤孝幸・平野真樹・石澤雄一郎

斎藤正典
【主旨】
奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物な

どを読むことや通信を通じて、さらには、他
国の人々を助けることを目的としたクラブの
あらゆる活動やプロジェクトに協力すること
を通じて、他国の人々とその文化や慣習、功
績、願い、問題に対する認識を培うことによ
って、国際理解、親善、平和を推進するため
に、会員が行う活動からなるものである。
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【内容】
1.職業研修チーム（VTT）事業の実施
グローバル補助金を利用してバングラデシ
ュの医療従事者の技術向上を目指す。
2.フィリッピンにおいて国際奉仕事業の実施
SAAにお願いしワンコインの日を設け、
その資金の一部を寄付にあてる。

委員長　安達政喜　副委員長　宮内明彦
委　員　桑原　滋・福田真盛
【主旨】
ローターアクトの目的は、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、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。
また地域のリーダーの育成を目指し、第３
回沼田ロータリーカップ勉強版を開催し、地
域の教育力の向上を図りたいと思っていま
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。(ロータリアンが
アクトの例会で卓話等)
3.ローターアクトクラブ会務運営の適正化…
毎月の例会の開催
4.ローターアクト友の会の開催
5.ローターアクトクラブとインターアクトク
ラブとの交流
6.ライラ研修の推進
7.第３回沼田ロータリーカップ勉強版「利根
沼田Challenge2019」の開催
8.ローターアクトクラブ合同例会への参加

委員長　須田羊子　副委員長　須田千秋
委 員　佐藤　勉・宮田徳彦・中島　健
【主旨】
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、海外のインター
アクター達との交流活動等の支援をおこない
ます。
インターアクター達、若い世代との交流を

通じて、クラブの認知度を高め、よりいっそ
うの活力がもたらされていくよう活動してい
きます。また、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.インターアクト年次大会（市立太田高校
7月13日）への参加協力

2.RYLA研修会ほか地区行事参加への支援
3.インターアクト国際交流支援
4.インターアクト活動の紹介(例会内での卓
話など)

委員長　天野純一　副委員長　武田寛
委　員　阿形登氏・宮澤孝幸・井熊開三

宮田徳彦・小野里雅広
【主旨】
ロータリー財団は、国際ロータリーの6人

目の会長アーチ・クランフ氏の提唱で1917
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。
それから、ロータリアンの道念に依って102
年継続しています。
ロータリー財団の標語は『世界でよいこと

をしよう（Doing good in the word）』で
す。
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。
ロータリー財団が地域社会や国際社会への

奉仕をさらに強化増大していくためには、奉
仕活動の充実と資金面の援助が大変重要にな
りますので、この旨をご理解いただき会員皆
様のご協力を宜しくお願い致します。
【内容】
1.財団寄付目標　年次寄附　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.べ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.ロータリー財団月間の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
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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
10.未来の夢計画事業の検討

委員長　綿貫俊彦 副委員長　桑原　裕
委　員　宇敷　正・久保郁也
【主旨】
米山記念奨学事業は、日本のロータリーク
ラブ独自の活動として世界に誇れる重要な事
業です。
全国34地区のロータリークラブの合同奉仕
作業であるこの事業は、多くのロータリアン
からの寄付金を財源として、優秀な外国人留
学生に対して奨学金を支給し日本での生活、
勉学、研究等の支援を行っております。
この奉仕事業により米山記念奨学を受けた彼
ら彼女らが　ロータリー運動の良き理解者と
なり近い将来に、国際社会において活躍して
頂くことによりその母国と日本の友好関係を
より良きものへと構築する大きな力《両国の
親善、平和の架け橋》となることが期待され
るところとであります。
【内容】
1.米山記念奨学事業の目的や必要性を　多く
のロータリアンに理解していただく努力を
する
2.新入会員には、この事業を詳しく説明し理
解をしていただき米山功労者を勧める
3.寄付金数値目標を一人当たり　16,000円
とする。（普通寄付金　3,000円を含む）
4.米山月間(10月)には、奨学生又は地区委員
等に卓話をお願いして当事業の理解を深め
てもらう

委員長　松野正一　副委員長　飯島千明
委　員　横山公一・水石清治・保坂充勇

津久井功・田代経量
【主旨】
研修特別委員会の役割は、沼田ロータリー
クラブメンバーへの研修を通し、ロータリー
活動の楽しさややりがいを感じてもらえるよ
うにする事です。
入会３年以内のメンバーへの研修を手厚く
する事で、退会予備軍とならないようにした
い。
【内容】
1.新会員と、入会3年以内の会員へ向けての

研修を早い時期に実施する
2.他クラブへの移動例会を企画し、自クラブ
を考える基礎とする

3.国際ロータリー2840地区、地区研修委員
長を招き、夜間研修例会を企画する

4.その他

委員長　保坂充勇 副委員長　関　真一
委　員　松野正一・春日政志・小菅茂雄

宮内明彦・今井幸吉・清野啓介
桑原　滋 ・津久井功・桑原敏彦
戸部聖之・塩浦敬之・木下康彦
武田　寛・須田羊子・須田千秋

【主旨】
当委員会は、会員が望むクラブ像を明確に

し、それに向かってクラブの活動を長期に推
進することにより、クラブがより元気に、よ
り明るくなることを目的として活動していき
ます。
【クラブの長期目標】
1.目標
「全会員の居場所づくりから、学んで良質
な奉仕へ、そして夢を語りあえる仲間づく
りへ」

2.単年度目標
第１年度　　出席率を高めること
第２年度　　学びの場づくり
第３年度　　良き仲間づくり

3.方 針 楽しく
【内容】
1.長期的視点から、当クラブの活動状況を把
握し、改善点があればその対策を検討し、
次年度に実施してもらう

2.定款変更に伴い、クラブ細則変更の検討を
行い、必要があれば変更案を作成する

3.その他、会員からの要望事項があれば、検
討を行う

■司　会　　 佐藤　勉SAA出席委員
■ソング　我等の生業　　　　　小暮正人君

今井幸吉会長
前回のガバナー月信のページが田中年度か

ら増えたについては、田中ガバナーが分区毎
の公式訪問とその代わりに各クラブへメイク
で伺ったりなどで増えていました。今年度は
通常のボリュームになっています。７月号は
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前ガバナーに敬意を払ったメッセージで良い
内容でした。
地区行事は、７月13日市立太田高校のイ

ンター年次大会。14日伊勢崎でローターア
クトと提唱クラブとの合同例会がありまし
た。
アクトと親クラブの合同例会は初の試みで
各アクトの活動予定や親クラブの支援が情報
交換されましたが、森田ガバナーはもう一つ
の考えがあり、新しいクラブ結成という目標
の中に、アクト卒業生を視野に考えた案を示
されましたが、問題点も多く難しいと思われ
ます。沼田アクトにはOB会があることにガ
バナーは興味を持たれたようで、問題点のク
リア方法を見つけられれば、新しいクラブの
可能性が広がることと思います。

塩浦敬之幹事
◎メイキャップカードについて
細則では扱いの変更がありましたが、出席
率計算等もあり、今迄通り申請前後２週間
でお願いします。

◎SAA出席委員会　　 深津明子委員

◎ニコニコ委員会　　　　　　浅沼美香委員　
・今井幸吉君　25日は結の家支援事業でバ
ーベキューを行いますので参加協力をお願
いします。
・櫛渕光彦君　幼児教育向上を目指して公開
研究会を20年ぶりに開催。県内外から
100名の参加の下、無事終了。
・山田龍之介君　蒸し暑い日が続きます。こ
ういう時はうなぎが一番。27日土用の丑
の日です。ご来店をお待ち申し上げます。
・ニコニコ一週間　暑い日はうなぎを食べて
元気になりましょう。
塩浦敬之君　　金井正樹君　　武田　寛君
宮澤孝幸君　　戸部聖之君　　諸田一豊君
阿形登氏君　　木下康彦君　　関　真一君
清野啓介君　　小暮正人君　西田俊太郎君
天野純一君　　佐藤　勉君　須田羊子さん
小菅茂雄君　　小倉　仁君　　桑原敏彦君
小熊政則君　　平井秀明君　　松野正一君
田代経量君　　斎藤正典君　　宮内明彦君
飯島千明君　　中島　健君　小野里雅広君

赤間昌彦君　　保坂充勇君　浅沼美香さん
割田一敏君　　桑原　裕君　本多由紀さん
高橋圭介君

◎財団ＢＯＸ　ＩＮ　　　　天野純一委員長
今井幸吉君　　塩浦敬之君　　関　真一君
津久井功君　　阿形登氏君　　宮澤孝幸君
武田　寛君　　金井正樹君　　戸部聖之君
諸田一豊君　　木下康彦君　西田俊太郎君
小暮正人君　　天野純一君　須田羊子さん
佐藤　勉君　　桑原　滋君　　高橋圭介君
小菅茂雄君　　小倉　仁君　　桑原敏彦君
松野正一君　　平井秀明君　　宮内明彦君
飯島千明君　　割田一敏君　小野里雅広君
櫛渕光彦君　　中島　健君　　赤間昌彦君
保坂充勇君　　桑原　裕君

◎社会奉仕委員会　　　　西田俊太郎委員長
７月25日中野ビレッジ11時30分に結の家

子供食堂バーベキュー15名の子供達で行い
ます。出席協力をお願いします。
◎公共イメージ委員会　　　吉野　登委員長
イメージアップ運動のご協力について。ロ

ータリーの友を会社や店舗、受け付けなどに
置いて地域の方に読まれるようにお願いしま
す。
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■新入会員紹介　　　　　　　　保坂充勇君
2018年６月に退会されましたが、田園プ

ラザから職種を変えて入会いただきました。
その前は03年に入会され、私が会長の時幹
事をしていただきました。今後の活躍を期待
しています。
■新入会員挨拶　　　　　　　　斎藤正典君
割田年度の時に入会し、幹事も経験させて

いただきロータリーの素晴らしさを体験でき
ましたが、18年に都合により退会していま
した。田園プラザに職は変わりましたが、心
機一転し、またお仲間に入れていただき、宜
しくお願いします。

会 員 数 会場出席 メ ー ク 出 席 率

75名 42名 19名 87.10 ％


