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委 員 長 関　　真一
副委員長　宮内　明彦
委　　員　今井　幸吉

【主旨】
会員及び会員候補者にロータリーの目的及
びクラブの歴史をより良く理解してもらうた
め、情報提供や資料の整理に努める。
【内容】
1．情報の部
①会員に対し例会や他の会合を通じ、ロータ
リーについてのあらゆる知識と理解を広げ
るよう、適切なロータリーの情報を伝え、
ロータリー会員の意識の向上を図る。
②研修特別委員会と共に、ロータリーの歴史
やロータリーの目的、諸規定、活動状況な
どを周知する。
2．史料（雑誌）
①創立７０周年を見据えて、活動資料の収集
整理を行う。
②毎月第１例会にて、「ロータリーの友」の
記事を活用し、より早くロータリー情報を
会員へ伝え関心を喚起する。
3．職業分類・選考の部
①新会員増強のため、会員増強委員会と協力
し、全会員に向けて会員選考の手順を周知
する。
②会員候補者に面会し、目的や義務等を良く
説明するなど、会員選考をクラブ細則に則
り厳密に運用する。
③地域の実情に応じて職業分類を見直し、未
充填の職業を見出すなど、あらゆる職業分
類を検討し、会員増強委員会との連携を計
る。

委 員 長 宮内　明彦　　　　　　
副委員長　田辺　祐己　　　　　　
委　　員　吉野　　登・小暮　正人

中島　　健・塩浦　敬之
星野　貴昭・深津　明子
桑原　敏彦・鈴木　英俊　　　

【主旨】
SAA（Sergeant at Arms）の職務「例

会をはじめとする会合が、楽しく、秩序正し
く運営されるよう、つねに心を配り、気品と

風紀を守り、会合がその使命を発揮できるよ
うに設営、監督すること」を全うします。ま
た、沼田クラブのスローガン「集い、共に学
ぼう」を受けて、様々な場面でクラブに貢献
できる活動をします。
【内容】
1.ＳＡＡ　
①親睦を図るため大いに例会で情報交換をし
ましょう。

②会長や来訪者、卓話講師が話しを始めたら
注目し、私語を慎み話を聞くよう各月第1
例会でお願いする。

③入会間もない会員には、席を指定して推薦
者や友人、知人が隣に座り戸惑いを解消し
ます。

④来訪者には温かくお迎えし、会長、幹事、
プログラム委員長などに来訪を伝えます。

⑤食事は多様なメニューを心掛ける
⑥例会時間を管理する
⑦誕生日記念品を各月の最終例会に渡す。
2.出　席　　
①メークアップの奨励に努める
②一斉配信メールを活用し無断欠席を減らす
③欠席しがちな会員に出席を働きかける。
④年1回出席優秀者を表彰する。

委 員 長 金井　俊介　　　　　　
副委員長　金井　正樹　　　　　　
委　　員　諸田　一豊・石川　　潤

春日　政志・水石　清治　　　
【主旨】

例会に出席することで、ロータリー活動
は始まります。会員の権利であり、また義務
でもある例会の半分の時間を占めるプログラ
ムの内容は大変重要であると考えます。本年
度プログラム委員会は会員皆さんが楽しめる
ようにプログラムを構成して行きます。
【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
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ＳＡＡ・出席委員会

情報・史料(雑誌)・分類・選考委員会

プ ロ グ ラ ム 委 員 会



う。
6.公開例会の開催。10月２０日(火) 18時～
20時　於 ベラ・ヴィータ

委 員 長 石澤雄一郎　　　　　　
副委員長　山宮　敏夫　　　　　　
委　　員　深津　明子・赤間　昌彦

斎藤　正典　　　　　　
【主旨】
国際奉仕の趣旨を理解し事業を通して、世
界平和や国際親善を推進する
【内容】
1.職業研修チーム（VTT）事業の実施
職業研修チーム（VTT）とは専門職業人

のグループが海外に赴き、スキルや知識を学
んだり、現地の専門職業人にスキルや知識を
提供するものです。グローバル補助金を利用
してフィリピンの医療従事者の技術向上を目
指す。
2.アゼルバイジャンにおいて国際奉仕事業の
実施
ここ数年、群馬大学において、アゼルバイ
ジャンからの生徒を受け入れしており、メデ
ィアで言われている親日の理由の一つとし
て、アゼルバイジャン言語大学のヤシャール
先生が挙げられます。先生は群馬県に4年間
住んで、アゼルバイジャン人として日本の良
き文化に触れ、その中で群馬県がとても好き
になりました。その結果、現在、大学では学
生達に日本語の指導をおこない、アゼルバイ
ジャンと日本との交流を図っており、国際奉
仕の観点から、当クラブとしても支援してい
きたい。
SAAと協力し1カ月に1回、昼食をワンコイ
ンの日としその資金の一部を寄付にあてる。
3.フィリピンにおいて国際奉仕事業の実施
新型コロナウイルスの影響で中止となった
2019-2020年度のフィリピン国際奉仕事業
（パパイヤの苗木の寄付等）を引き継ぎ、実
施する。

委 員 長 須田　千秋　　　　　　
副委員長　須田　羊子　　　　　　
委　　員　宮澤　孝幸・今井　幸吉

天野　純一・持谷　明宏

小熊　政則　　　　　　
【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・クランフ氏が「世界でよいこ
とをするための基金を作るのが、極めて適切
であると思われます」と提唱したことから
1917年に発足し、1928年の国際大会で
「ロータリー財団」と名付けられました。
ロータリー財団の標語は『世界でよいことを
しよう（Doing good in the world）』です。
創立100年を越えて世界中のロータリアンに
脈々と受け継がれています。
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。
今年度集まりました寄付金は三年後の地区活
動の資金となります。
ロータリー財団が未来の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、この旨ご理解いただき会
員の皆様のご協力をよろしくお願いします。
【内容】
1.財団の寄付目標
①年次　寄付　一人150ドル以上
②ポリオプラス　一人30ドル
2.事業目標
①マルチプル・ポール・ハリス・フェローの
推進

②財団の友の推進
③べネファクターの理解と推進
④財団ボックスへの寄付及び氏名の公表
⑤財団ボックス寄付優秀者を表彰（年一回）
⑥ロータリー財団月間（11月）にポリオプ
ラス寄付を推進する

⑦新会員入会の際に寄付をお願いする
⑧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

■司　会　　　 宮内明彦SAA出席委員長
■ソング　沼田ロータリーの歌　高橋圭介君

清野啓介会長
梅雨がなかなか明けず日照不足になってい

ます。26日に第５分区ウェブ会議が行われ
ましたが、だんだん慣れてきて使い方も分か
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ロータリー財団委員会



ったり改良もされてきました。高崎セントラ
ルの夜間例会だけの運営を須永会長が説明さ
れ参考になりました。出席率が良く山田ガバ
ナーも夜間例会は助かっているとあり、渋川
みどりも取り入れを検討しているようです。
当クラブは夜間例会の出席率はあまり上がっ
ていませんが親睦例会ですのでそうなのかも
しれません。新潟と台湾に姉妹クラブがあり、
年３回くらい交流会を行っているそうです。
当クラブは新発田と友好クラブですが、現在
はあまり交流をしていません。前年度の締結
式も書面だけで終わり残念でした。新入会員
には面倒をみる会員を付けて指導しているそ
うです。各クラブ様々で参考になりました。

木下康彦幹事
◎理事会の開催　例会終了後

◎SAA出席委員会　　 塩浦敬之委員

◎ニコニコ委員会　　　　小熊政則副委員長　
・山田龍之介君　今年は土用の丑の日が２回
あり、次は２日です。宴会もないこんな時
こそ家族でうな重でも。お待ちしてます。
・ニコニコ一週間　クラブフォーラム最終回
委員長頑張って下さい。

木下康彦君　　持谷明宏君　　清野啓介君
金井正樹君　　阿形登氏君　須田羊子さん
水石清治君　　小熊政則君　浅沼美香さん
宮澤孝幸君　　星野貴昭君　須田千秋さん
天野純一君　　鈴木英俊君　石澤雄一郎君
塩浦敬之君　　小暮正人君　　橋本安夫君
武田　寛君　　春日政志君　小野里雅広君
津久井功君　　峯川卓美君　石井壮太郎君
保坂充勇君　　中島　健君　　関　真一君
割田一敏君　　櫛渕光彦君　　桑原　滋君
今井幸吉君　　石川　潤君　西田俊太郎君
小菅茂雄君　　南雲達也君　　高橋圭介君
松野正一君　　小林賢一君　　飯島千明君
金井俊介君　　諸田一豊君　

◎財団ＢＯＸ　ＩＮ　　　須田羊子副委員長
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
小林賢一君　　関　真一君　石澤雄一郎君
諸田一豊君　　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　　天野純一君　　橋本安夫君
小暮正人君　　武田　寛君　　高橋圭介君
櫛渕光彦君　　石川　潤君　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　本多由紀さん

－4－

幹事報告

会 員 数 会場出席 メ ー ク 出 席 率

73名 48名 ０名 60.70 ％

委員会報告

2020-21 沼田ローターアクトクラブ
会　長　岸　　大裕

副会長　堀江　翔太

幹　事　今井　朱里

会　計　星野　博計

冨岡　和樹　　本多　勇志

羽鳥　汐音　　細谷　直生

津久井　亮　　桑原　聡子

松本　　凌　　金子さとみ

養田　和之　　戸部　幹也

14名(男子10名　女子４名)

クラブターゲット「Re:Start」


