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西 田 俊 太 郎

会員増強・親睦活動委員会
委 員 長 小林 賢一
副委員長 田代 経量
委
員 安達 政喜・林 美津樹
平井 秀明・平野 真樹
小林 弘一・小林 正典
【主旨】
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。
当委員会では、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。
又、今年度末に開催される台湾世界大会へ
の参加を募り、多くの会員が国際大会を経験
できる親睦研修ツアーを企画したいと考えま
す。
【内容】
1.初例会（夜間例会）
2.家族納涼会（夜間例会）
3.クリスマス例会（夜間例会）
4.新年例会（夜間例会）
5.記念日に花を贈る事業（通年）
6.新入会員 3名
7.台湾世界大会への会員参加
8.親睦旅行の実施

クラブ奉仕(ソング)委員会
委 員 長 桑原
滋
副委員長 武田
寛
委
員 津久井 功
【主旨】
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会員
個々が楽しめ親睦が深まる例会を行うことが
できるよう努めていきます。また本年度は親

睦委員会と合同で親睦旅行を実行する。
【内容】
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.会員の親睦を深め、楽しい例会を目指し、
結果として出席率の向上を図る．
3.親睦の効果を上げるために、出席、親睦委
員会を支援する。
4.会員増強･親睦活動委員会と合同で親睦旅
行を実行する。
5.参加意識を高める為、多くの会員にタクト
を振ってもらう。

ニ コ ニ コ 委 員 会
委 員 長 浅沼 美香
副委員長 小熊 政則
委
員 阿形 登氏・天野 純一
本多 由紀・飯島 千明
宮田 徳彦・田代 経量
【主旨】
ニコニコボックスの意義を広めながら会
員のメッセージを発表し、例会を盛り上げ
会員相互の親睦増進に寄与します。皆様の
善意は奉仕活動の資金として活用します。
また、必要に応じて奨学金ボックスを設け
ます。
【内容】
1.メッセージを沢山いただけるよう用紙を例
会場に準備し、より利用しやすくする。
2.例会毎にボックスインをして頂いた方のお
名前を紹介する。
3.移動例会でも可能な限りボックスを設置す
る。
4.年間目標額 1,500,000円とする。
5.ボックスイン金額上位会員に記念品等を贈
呈する。
6.必要に応じて奨学金ボックスを設ける。

公共イメージ委員会
委 員 長 西田俊太郎
副委員長 小倉
仁
委
員 矢島 照久・山田龍之介
【主旨】
広報活動を通じて地元住民や他クラブメン
バーなど、多くの方々に当クラブの活動状況
を理解して頂けるようスムーズな情報発信を
して行くと共に、会員が楽しみにしてくれる
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らインド洋経由して大平洋北上して来まし
た。目的は捕鯨船団の寄港地を設置すること
でしたが、徳川幕府にしてみればイギリスや
フランスなどの当時の列強国よりは良かった
のでしょう。不平等な条約で改定を試みまし
たが、うまくいかずにいましたが、太平洋戦
争まで米国とは友好国でした。日露戦争では
国債の引き受けや、その後ポーツマス条約の
締結と米国は立場を強くし、第一次大戦によ
り大国となりました。
太平洋戦争に向かう次の場面は、今後にし
ます。
木下康彦幹事
幹事報告
◎地区行事の日程変更
11月15日地区大会を翌年４月25日。運営
方法もサテライト等検討中。
委員会報告
◎SAA出席委員会
深津明子委員

ようなクラブ会報の制作を行いたい。
【内容】
1.ホームページの更新
2.クラブ会報の制作
3.地元紙や記者クラブへの取材依頼及び記事
の提供

社 会 奉 仕 委 員 会
委 員 長 久保 郁弥
副委員長 小野里雅広
委
員 峯川 卓実・深津 卓也
西田俊太郎・山宮 敏夫
久保 英弘
【主旨】
本年度の最大の事業計画である「未来の夢
計画」としてぐんま県境稜線トレイルの整備
を掲げます。
トレイルは2018年8月に完成した群馬
県・長野県・新潟県の県境に100キロにわた
ってつながる日本最長の稜線であり、谷川エ
リアはその中核をなしています。当クラブと
しては谷川エリアに点在する7か所の避難小
屋（シェルター）に緊急用品を設置し、老朽
化所を補修（主に床板）し、訪れる全ての登
山者に安全にトレイルを楽しんでもらいた
い。
トレイル整備により自然保護活動の活性化
し、登山者が立ち寄る町々の活性化を期待し
たい。
【内容】
1.未来の夢計画事業：ぐんま県境稜線トレイ
ルの整備
2.継続事業：「沼田ロータリークラブU―
10川場カップ2020」の開催
3.継続事業：「沼田ロータリーカップバスケ
ットフェスティバル2020」の開催
4.継続事業；「沼田ロータリークラブ育英奨
学金」の支給
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会 員 数 会場出席 メ ー ク
73名

39名

０名

出 席 率
54.20 ％

◎ニコニコ委員会
本多由紀委員
・清野啓介君 クラブフォーラムを３回にし
ました。各委員長さんお願いします。
・ニコニコ一週間 クラブフォーラムⅠの委
員長さん頑張って下さい。
水石清治君
中島 健君
阿形登氏君
小熊政則君
金井正樹君 浅沼美香さん
木下康彦君
宮内明彦君 石澤雄一郎君
高橋圭介君
天野純一君 山田龍之介君
割田一敏君
津久井功君 西田俊太郎君
今井幸吉君
春日政志君 須田羊子さん
飯島千明君
塩浦敬之君 石井壮太郎君
武田 寛君
櫛渕光彦君 須田千秋さん
小暮正人君
松野正一君 小野里雅広君
小林賢一君
保坂充勇君 本多由紀さん
久保郁弥君
宮澤孝幸君
◎財団ＢＯＸ ＩＮ
須田千秋委員長
清野啓介君
木下康彦君 石澤雄一郎君
阿形登氏君
今井幸吉君
中島 健君
高橋圭介君
小熊政則君 西田俊太郎君
天野純一君
割田一敏君 須田羊子さん
宮内明彦君
津久井功君
春日政志君
飯島千明君
塩浦敬之君 須田千秋さん
宮澤孝幸君
桑原 滋君
武田 寛君
櫛渕光彦君
小暮正人君
松野正一君
小林賢一君
保坂充勇君
金井正樹君
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■司 会
宮内明彦SAA出席委員長
■ソング 四つのテスト
小林賢一君
清野啓介会長
会長の時間
７月14日は1853年ペリーの黒船が浦賀沖
に現れ、将軍に親書を渡した日です。翌年再
来航して日米和親条約が結ばれて鎖国が終わ
りました。当時の米国は新興国で、大西洋か
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