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■小見山健次第５分区ガバナー補佐挨拶
第５分区のクラブを表敬訪問しています。
９月にガバナー公式訪問がありますので、対
応をお願いします。
地区のテーマは「奉仕の喜び」で、ロータ
リーの根幹である奉仕と親睦に基づくもので
あります。昨年11月のガバナー補佐会議で
この方針を示され、７月の東京オリンピック
と日本ロータリー百周年を祝う予定でしたが

コロナ禍のため行事等が大きく見直されてし
まいました。新しい生活様式の中で世の中に
必要とされる奉仕を考える年度となりまし
た。
地区運営の重点項目で、新しいもので「ク
ラブ活性化ワークショップ」の開催は中止。
「奉仕の理念実践セミナー」は２月開催予定
で、新しい生活様式の中での奉仕が議論され
ると思われ、期待しています。
公式訪問時にも懇談会で奉仕について議論
できればと思います。その中で６月に分区内
のクラブ会長・幹事とウェブ会議を行いまし
た。今月も行いますので、見られる方はID
を幹事より教えていただきご覧下さい。今回
は高崎セントラルRCの須永会長が夜間例会
だけの例会運営をお話いただきます。
コロナ禍の中での運営は大変と思いますが
一年間で協力をお願いします。
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委

職 業 奉 仕 委 員 会
委 員 長 佐藤
勉
副委員長 南雲 達也
委
員 関
真一・戸部 聖之
赤間 昌彦・林
正史
田辺 祐己
【主旨】
職業奉仕はロータリーの核心であり、世界
中の地域社会で奉仕を行う土台となるもので
す。故に『高潔さを重んじて仕事に取組みな
がら言動を通じて模範を示すことで、倫理的
な行動を周囲に促すこと。』を念頭に、様々
な業種で構成されたクラブ会員の職業スキル
を活かし、若者のキャリア目標を支援してい
きます。また、異業種の職場を学ぶことで、
クラブ会員の自己啓発にもつなげていきたい
と思います。

ローターアクト委員会
委 員 長 福田 真盛
副委員長 南雲 達也
委
員 桑原
滋・割田 一敏
戸部 聖之・斎藤 正典
【主旨】
ローターアクトの目的は、青年男女が個々
の能力開発のために役立つ知識やスキルを身
に付け、各地域社会の物質 的、社会的なニ
ーズに取り組み、親睦と奉仕活動を通じて全
世界の人々のあいだにより良い信頼関係を築
く機会を 提供することにある。当委員会で
は、ローターアクト活動を通じて、次世代を
担う若者の育成のため、全面的な支援、協力
を行います。
【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
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.ローターアクト友の会の開催
6.ローターアクト年次大会の支援
7.第3回沼田ロータリーカップ勉強版の開催

インターアクト委員会
委 員 長 高橋 圭介
副委員長 本多 由紀

員

林 武一郎・松野
津久井 功

正一

【主旨】
インターアクトの目的は海外や地区行事へ
の参加や地域奉仕活動等を通じて視野を広
げ、同世代とともに楽しみながらロータリー
の「超我の奉仕」を学び、行動力を身につけ
ることです。
利根商業高校インターアクトクラブと連携
をとり、インターアクターの活動の支援を行
うことを目的とします。また、インターアク
ター達若い世代との交流を通じ、当クラブに
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。
【内容】
1.インターアクト年次大会
2.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)

米山記念奨学委員会
委 員 長 橋本 安夫
副委員長 桑原伸一郎
委
員 櫛渕 光彦・桑原
裕
綿貫 利彦
【主旨】
米山記念奨学事業は、全国３４地区あるロ
ータリークラブの合同奉仕事業であり、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、多くの教育機関に在籍している優
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、研究等の支援をしており
ます。
この奉仕事業により米山記念奨学を受けた
外国人留学生が、ロータリー運動の良き理解
者となり、近い将来、国際社会において様々
な分野で活躍し、また、外国人留学生の母国
と日本の友好関係においてもより良い関係
《両国の親善、平和の架け橋》を構築しても
らえるよう人材の育成を図る。
【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。
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3.寄付目標を一人1６,０００円とする。（普
通寄付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。

委員会報告
◎SAA出席委員会
会 員 数 会場出席 メ ー ク
73名

研 修 特 別 委 員 会
委 員 長 小菅 茂雄
副委員長 田辺 祐己
委
員 横山 公一・水石 清治
保坂 充勇・飯島 千明
須田 羊子
【主旨】
クラブの活性化のために有意義な研修を企
画・実施し、メンバー全員がロータリーライ
フをより楽しく感じてもらえるようにした
い。
【内容】
1.新会員研修（入会３年以内）の早期実施
2.他クラブ例会への参加実施（渋川ＲＣ等、
出来れば移動例会）
3.入会３年以内の会員と共に地区研修・地区
行事への参加促進
4.ロータリアンを理解・自覚してもらうため
に、パストガバナーの卓話開催
5.その他（２クラブ合同例会など）
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■司 会
宮内明彦SAA出席委員長
■ソング 我等の生業
関 真一君
■来賓及び来訪ロータリアン
第５分区ガバナー補佐
小見山健次君
渋川みどりＲＣ
岸権三郎君
〃
小林政貴君
清野啓介会長
会長の時間
15日に利根郡の市町村長に表敬訪問して
きました。突然の訪問にもかかわらず３名の
方にお会いでき、当クラブへの期待を感じま
した。卓話等にお招きする企画もあると聞い
ておりましたが、個人的には好感触でした。
小見山ガバナー補佐には来場いただきあり
がとうございました。ご指導を宜しくお願い
いたします。
木下康彦幹事
幹事報告
◎第５分区ウェブ会議について
多くの方にご覧いただきたいと思います
が、IDが必要なので幹事まで。
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40名

０名

健委員

出 席 率
57.10 ％

◎ニコニコ委員会
浅沼美香委員長
・小見山健次君 ガバナー補佐でお世話にな
ります。一年宜しくお願いします。
・岸権三郎君・小林政貴君（渋川みどりRC）
小見山ガバナー補佐のお供で来ました。本
日は宜しくお願いします。
・清野啓介君 梅雨明けが待ち遠しい今日こ
の頃。当地区初の試み、ウェブ会議。興味
深く参加させていただき。小見山ガバナー
補佐をお迎えして。ご訪問ありがとうござ
います。
・保坂充勇君 小見山ガバナー補佐、岸さん
小林さんを歓迎して。
・今井幸吉君 小見山ガバナー補佐ようこ
そ。財団と兼任で大変だと思いますが頑張
って下さい。
・ニコニコ一週間 渋川RCの皆さんと小見
山ガバナー補佐をお迎えして。
金井正樹君
宮澤孝幸君
吉野 登君
木下康彦君
阿形登氏君 須田千秋さん
星野貴昭君
水石清治君 石澤雄一郎君
田代経量君
関 真一君 須田羊子さん
宮内明彦君
持谷明宏君
割田一敏君
小菅茂雄君
小熊政則君
小暮正人君
佐藤 勉君
石川 潤君
高橋圭介君
櫛渕光彦君
塩浦敬之君
戸部聖之君
南雲達也君
飯島千明君 西田俊太郎君
中島 健君
福田真盛君
松野正一君
浅沼美香さん
◎財団ＢＯＸ ＩＮ
須田千秋委員長
清野啓介君
木下康彦君
金井正樹君
水石清治君
阿形登氏君
中島 健君
今井幸吉君
春日政志君
津久井功君
松野正一君
宮澤孝幸君
星野貴昭君
田代経量君
関 真一君 石澤雄一郎君
宮内明彦君
持谷明宏君 須田羊子さん
割田一敏君
小熊政則君 浅沼美香さん
小菅茂雄君
塩浦敬之君 石井壮太郎君
小暮正人君
佐藤 勉君
高橋圭介君
櫛渕光彦君
戸部聖之君 西田俊太郎君
保坂充勇君
南雲達也君 須田千秋さん
桑原 滋君
福田真盛君
吉野 登君

