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前橋に比べて沼田は爽やかです。新型コロ
ナウイルスの感染が県内に広がり増加してい
て今後感染拡大に予断を許さない状況です。
免疫力を高めるには笑顔です。鏡を見て笑顔
を朝見せて微笑んで下さい。元気も出ます。
コロナ禍の中で公式訪問させていただき感謝
申し上げます。
20代医師になりたてのころ利根中央病院
に２年間派遣で勤めていました。冬は車の通
勤が大変でしたので医局に泊まることが多
く、夕方になるとナイタースキーの案内があ
り、勤務が終わると仲間で苗場によく行きま
した。帰りに月夜野でラーメンを食べて帰っ
てくるのが楽しみでした。他にも当時の楽し
い思い出があり好きな所です。
ロータリーの関係や沼田の情報で上毛新聞
に目を通すと、横山市長がよく載っていて、
パストガバナーで一番だと思います。地区で
も忙しい中ガバナー諮問委員等でお世話にな
っています。沼田クラブからは、水石ポリオ
プラス委員長、今井補助金委員長、津久井グ
ローバル補助金委員、須田千秋女性ネットワ
ーク委員が地区運営に協力いただき感謝しま
す。
WHOよりアフリカで野生ポリオが根絶し
たとあり、アフガニスタン、パキスタンの２
国となり、紛争地域ですが進めています。水
石さんはインドに行きポリオワクチン接種を
され大変さをご存知です。５才以下で90％
を占めているので小児麻痺と言われました
が、大人でもかかるのです。ポリオ撲滅運動
80周年から、ポリオ・プラスとなり、ジフ
テリア、破傷風、百日咳、結核の５つが加わ
りました。これらのワクチンはすでにありま
すが、ポリオを根絶してから取り組んでいき
ます。８月27日の朝日新聞にポリオ記事が
載っていましたが、ロータリーの取り組みが
欠けていたのが残念でした。公共イメージの
大切さを実感させられました。朝日新聞の方
にもロータリーの会員になっていただいてい
たらと思いました。
2022-23年に初の女性RI会長が誕生する
こととなりました。ジェファミー・E・ジェ
ームズ氏はカナダのウインザー・ローズラン
ドRC所属です。名前はアメリカの大女優、
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映画慕情の主演が有名で同じですが、今から
楽しみな存在です。
沼田にはローターアクトクラブがあります
が、アクトに対する規定が大きく変わりまし
た。ロータリークラブを親クラブとしていま
したが同等となり、独自に発足もできて30
才までの会員制限を無くし、クラブ細則で定
めます。ロータリーとアクトは同等なものと
して支援や活動協力をしていただきたいと思
います。RIの人頭分担金は22年７月より、
大学生クラブは５ドル。地域社会人クラブは
８ドルです。新設時の50ドル負担も廃止さ
れました。今後アクトの活動がどう変わるか
期待したいと思います。
2020年６月RI理事会において、重点分野
に環境保全が７つ目に加わりました。平和構
築と紛争予防、疾病予防と治療、水と衛生、
母子の健康、基本的教育と識字率向上、地域
社会の経済発展がありましたが、地球的に温
暖化やCO 問題に取り組んでいくようにな
2
りました。
地区では、コロナ禍での地区大会を４月
25日に変更し、７つのサテライトに分散し
てオンラインで行うことにしました。100年
前スペイン風邪で4000万人が亡くなりまし
た。今と比べれば医療関係がひ弱でしたので
仕方ありませんが、現在の高度な技術におい
て世界中でワクチンや新薬開発が進み、遠く
ないうちに収束に向かうと思われます。経済
的に大打撃を受けている業界の会員には、ク
ラブ内で助け合っていただきたいと思いま
す。ポールハリスがロータリーを発足させる
原点でもあると思います。
今日も配られたと思いますが、ガバナー月
信の内容を週刊紙広告風にしてみました。ユ
ーチューブでは各地域のクラブ紹介と地域紹
介をしていますのでご覧下さい。バーコード
をスマホで読めば見られますので、ぜひ活用
下さい。
地区スローガン「奉仕の喜び」より多く奉
仕して、より多くの喜びを分かち合いましょ
う。の下、重点実行項目を８つ定めました。
１.クラブのサポートと強化。２.ロータリー
財団補助金を活用した奉仕活動。３.中核的
価値観を強調した公共イメージの向上。４.
日本のロータリー100周年記念のIMの開催。
５.クラブ活性化ワークショップの開催。６.

奉仕の理念実践セミナーの開催。７.環境保
全活動の計画と実行。８.数値目標で会員純
増１名以上。財団寄付１人150ドル以上。ポ
リオプラス基金１人30ドル以上。米山記念
奨学会１人16000円以上。
公共イメージの向上は、会員が５つの中核
的価値観として、奉仕、親睦、多様性、清潔
性、リーダーシップを自らの生活、職業、社
会生活に体現し、ロータリーの公共イメージ
の向上に寄与できるようにしていただきたい
と思います。そしてRIの重点分野となった
環境保全についてもクラブで実践していただ
きたいと思います。
地区でクラブ環境指標をまとめてみまし
た。沼田は全てを満たされ活発に活動されて
います。戦略計画、クラブ研修、RI会長賞、
意義ある業種賞も受けられ、財団、米山もト
ップクラスであります。今後は長期計画によ
りクラブ細則を見直しながら、新しい生活様
式にあったクラブ運営が必要と思います。
日本のロータリーは100年を迎え、次への
100年をどう進めるかの時にこのコロナウイ
ルスという外圧がありました。沼田も60年
を過ぎて100周年に向けて改革して奉仕を実
践していただきたいと思います。
沼田RCの発展をご祈念申し上げます。
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■司 会
宮内明彦SAA出席委員長
■ソング 奉仕の理想
櫛渕光彦君
■来賓及び来訪ロータリアン
2840地区ガバナー
山田邦子さん
第５分区ガバナー補佐
小見山健次君
2840地区補佐
岡部幹雄君
清野啓介会長
会長の時間
山田ガバナーを迎え公式訪問を受けること
ができ喜ばしく思います。ガバナーには新型
コロナウイルス禍の中、地区運営に大変ご苦
労されていることと思います。
８月29日第５分区ウェブ会議会議が行わ
れ、他クラブの様子を身近に感じられ、自ク
ラブの運営に役立てられると思います。離れ
た所でも話し合い学び合えるので新しい様式
と思います。例会をコンパクトにして休会の
ないように運営をしていきたいと思います。
会員はそれぞれ体調を整え、ストレスを少な
くして免疫力を高めるようにして、コロナウ
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イルスに負けないようお願いします。
木下康彦幹事
幹事報告
◎利根商高より
９日に模擬面接会を行いますので協力依頼
が来ました。職業奉仕委員会から会員に協
力をお願いしますので快く了承下さい。
委員会報告
◎SAA出席委員会
吉野 登委員
会 員 数 会場出席 メ ー ク
72名

47名

３名

出 席 率
70.40

％

◎ニコニコ委員会
浅沼美香委員長
・清野啓介君 連日の猛烈な暑さが嘘のよう
な涼しい朝を迎え。山田ガバナーが涼しさ
を運んでいただいたようです。ガバナー公
式訪問で山田ガバナー、小見山ガバナー補
佐、岡部地区幹事を迎え、宜しくお願いし
ます。
・峯川卓美君 母の葬儀に際し多くの皆様に
会葬賜りありがとうございました。お陰様
で滞りなく済ますことができ。三東の福田
君はじめ会員皆様の友情に感謝。
・山田龍之介君 ８月24日クラブ内ゴルフ
コンペを初穂で行い13名参加で久しぶり
に青空の下で楽しめました。懇親会はでき
ず残念でしたが有意義な１日を過ごせて。
・水石清治君 山田ガバナー、小見山ガバナ
ー補佐、岡部地区幹事、公式訪問でご苦労
様です。ご指導をお願いします。
・ニコニコ一週間 山田ガバナー、小見山ガ
バナー補佐、岡部地区幹事をお迎えして。
宮内明彦君
阿形登氏君
木下康彦君
小熊政則君
持谷明宏君 須田千秋さん
天野純一君
小暮正人君
宮澤孝幸君
津久井功君
春日政志君
吉野 登君
戸部聖之君
金井正樹君 須田羊子さん
塩浦敬之君
橋本安夫君
小菅茂雄君
安達政喜君
中島 健君 西田俊太郎君
桑原 滋君
深津卓也君
今井幸吉君
櫛渕光彦君
石川 潤君
保坂充勇君
桑原 裕君
飯島千明君
小林賢一君
佐藤 勉君
割田一敏君 石井壮太郎君
高橋圭介君
福田真盛君
関 真一君
南雲達也君
田代経量君 本多由紀さん
松野正一君
久保郁弥君 浅沼美香さん
◎財団ＢＯＸ ＩＮ
持谷明宏委員
清野啓介君
木下康彦君
金井正樹君

◎ゴルフ部
南雲達也君
８月24日初穂で開催。懇親会は中止とな
りました。総会も行い関部長が今年度就任し
ました。
◎情報史料分類選考委員会
宮内明彦副委員長
９月号友の紹介。日本のロータリーは６月
末で2,238クラブ85,243人です。年度末な
ので５月より3,000人減。７月は増加が見込
まれると思います。今月は基本教育と識字率
向上月間です。日本の15才の読解力が低下
し続けている状況と対策を特集しています。
10月24日ポリオデイですが、WHOが８月
発表に、ポリオがアフリカで根絶とあり、パ
キスタンとアフガニスタンを残すだけとなり
ました。引き続き撲滅に協力をお願いします。

水石清治君
阿形登氏君
持谷明宏君
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
塩浦敬之君
戸部聖之君
関 真一君
宮内明彦君
深津卓也君
佐藤 勉君
小暮正人君
割田一敏君
小熊政則君 西田俊太郎君
天野純一君
吉野 登君
櫛渕光彦君
石川 潤君
保坂充勇君 須田千秋さん
南雲達也君
桑原 滋君 本多由紀さん
小林賢一君
高橋圭介君
橋本安夫君
小菅茂雄君
安達政喜君 山田龍之介君
中島 健君
桑原 裕君 浅沼美香さん
飯島千明君
関 真一君
福田真盛君
田代経量君
◎野球部
関 真一君
９月26日地区野球大会開催。参加者、応
援者等ご協力をお願いします。
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