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会長の時間
小林会長
いよいよ新年度がスタート致し
ました、本年度会長を務めさせて
頂きます小林要一です。経験不足
でありますが一年間全力で取り組
んで参りますので、どうか宜しく
お願い致します。
先ほどご挨拶頂き花束までも頂戴いたしました前橋
北ロータリークラブの山田昇一様初め昭和24年－25年
生まれの駆けつけて頂きました皆様、本当にありがと
うございます。気が引き締められると共に大変勇気づ
けられました、重ねて感謝と御礼を申し上げます。
そして只今記念品を贈呈させて頂きました、昨年度、
鴻田会長、長谷幹事、石塚副幹事さん大変お疲れ様で
した、最後の例会の時のあのやり遂げたと言う笑顔忘
れられません、敬意と感謝を申し上げます。
また、次に委嘱状を交付させて頂きました、曽我さ
ん、本田さん、板垣さん、望月さん、小林さん、そし
て星野さん、地区でのご活躍絵御祈念しております。
次に理事会報告をさせて頂きます。
７月８月の行事予定は後ほどお送りします。
次に退会者ですが、今回は非常に多く６名の皆様で
す、いずれも７月２日付けです、群馬土地の五十嵐会
員、コンピュウートロンの柳井会員、群馬銀行の南会
員、ＮＨＫ前橋放送局の若木会員、関電工の瀬戸口会
員、そしてドコモＣＳの山崎会員です。
続きまして会員候補者の審議が行われました、群馬
土地の角田尚夫様、群馬銀行の小林哲様、ＮＨＫ前橋
放送局の井口治彦様、関電工の高橋善明さま、宮下工
業の宮下学様の以上５名の皆様です。
理事会では承認頂きましたが、入会に関しては会員
皆様方の承認となっております、ここでお諮り致しま
す、賛成の方の拍手をお願い致します。
拍手多数で承認頂きました。
ありがとうございました。
入会手続きを進めさせて頂きます。
初めての例会ですので自己紹介をさせて頂きます

昭和24年７月４日前橋で生まれました、
偶然にもちょ
うど今日誕生日で満68歳になりました。家族は妻と３
人の子供の５人家族でありますが、子供たちは皆独立
をしています。職業は小林工業と言う建設業を営んで
おります。祖父が前橋ロータリークラブのチャーター
メンバーでした、その後、父健吉、そして従兄昌夫が
お世話に成り、平成24年11月に曽我隆一会員の紹介で
交代会員として入会させて頂きました、山田邦子会長
から学校フェスタの例会時にロータリーバッチを頂き、
足かけ５年目になります。入会してまだ５年目であり
ます、知識、経験共に不足しておりますが自分自身の
試練、成長の場と捉えて努めて参る所存であります。
年度方針ですが
イアン・ライズリー本年度RI会長のテーマは「ロー
タリー；変化をもたらす」です、その中で奉仕を通じ
て人々の人生に良い変化をもたらす事が出来る、と
言っています。
それを受けて田中ガバナーのスローガンは「ロータ
リーのある人生を誇りにしよう」です。そして具体的
な行動として「会員の拡大」と「公共イメージの向上」
を掲げています。
公共イメージを向上させる事や会員の増強には、ま
ずロータリーを知って貰う事だと思います。私たちが
積極的に行動してアッピールする事です。
その為には私達はもっとロータリーを好きにならね
ばと思います。
好きになれば「もっと知りたくなる、話したくなる、
参加したくなる」と言うように相乗効果が期待できま
す、その結果公共イメージの向上や会員の増強につな
がると思い、今年度のテーマを「もっとロータリーを
好きになろう」とさせて頂き１年間活動させて頂きた
いと思います。
最後になりますが今年１年、廣田幹事、中村副幹事
と共に頑張って行く所存でございますので、ご支援、
ご協力賜りますようお願い申し上げ会長の時間を終わ
らせていただきます。
幹事報告
廣田幹事
１．炉辺会合の開催
開催日時：７月４日、
７月11日、
７月19日㈬、
８月１日の18：30 ～
開催場所：ざくろ ７月４日の
出席者予定は16名
２．新潟ＲＣへの友好訪問
日時：７月25日例会終了後 参加予定人数：31名
３．委員会方針発表
７月11日・７月18日・７月25日の例会で実施
各日の発表委員会は６月21日にＦＡＸで通知済
各日10名程度、発表時間は一人３分
４．７月のロータリーレート １ドル＝111円
５．８月20日（日）ガバナー公式訪問例会
６クラブ合同となります。場所は商工会議所、時
間は14：10よりそして18：00より合同懇親会が
あります。同日に敷島公園で開催のホリデーイン
前橋は今年は例会になりません。今年も前橋ロー
ターアクトクラブが参加予定のため、ローターア
クト委員会を中心に協力予定。
６．来週11日の例会終了後、大島ガバナー補佐をお迎
えしてのクラブ協議会を開催します。
 ご連絡が遅くなり申し訳ありませんでしたが、該
当される方の出席をお願いします。
７．地区より配布のポスターをお持ち帰りください。
ロータリーのPR、会員増強の一環として掲示くださ

い。
併せて地区のバッジの説明。先にはなるが、
11月
20日の地区大会には必ず付けるようにお願いします。
副幹事報告

出席報告
会 員 数：112名

{

出席者 74名
欠席者 38名
本日出席率：69.81％
前々回訂正：74.40％
ニコニコBOX報告   
■佐藤 信 一 … 小 林 会 長 一 年 間
「小林流」で楽しくやって
下さい。
■曽我 隆一…鴻田年度スタッフ
の皆様大変ご苦労様でした。
小林年度のスタートの例会を祝して、少々
■平出 昌男…小林会長、廣田幹事、中村副幹事、い
よいよスタートですね。会運営を楽しみにして
います。鴻田会長、長谷幹事、石塚副幹事１年
間お疲れ様でした。楽しい年度でした。
■平方
宏…男気にあふれ、敬愛する小林要一さん
の会長就任を、心よりお祝い申し上げます。
■都丸 和俊…小林会長、廣田幹事、中村副幹事、一
年間ロータリーの重責を楽しんで下さい。昨日、
早速に誕生日祝のお花を頂きました。還暦です。
心より感謝申し上げます。
■福島 英人…小林会長年度が、会員皆様の心がひと
つになり実りある一年になることをお祈りして。
■鴻田
敦…小林要一会長年度の出発をお祝い申し
上げます。小林会長・廣田幹事・中村副幹事の
ご活躍と、怪我無くご健康で一年過ごされるこ
とをお祈りいたします。昨年度は一年間お世話
になり、ありがとうございました。小林会長、
始まらなければ、終わりません。
■小林 要一…いよいよ本日より新年度がスタート致
しました。
何とか一年を無事に乗り切れますよう、
皆様のご協力をよろしくお願い致します。幹事
廣田、副幹事中村共々よろしくお願い致します。
■三原 豊章…小林会長、廣田幹事、中村副幹事の１
年間のご健勝とご活躍を祈っています。
■藤原 昌幸…ただ今、弊社１階ギャラリーホールに
て、“風の景山田展也展”を開催しております。
山田先生は北海道天塩町のご出身で現在、モダ
ンアート協会会員として各地で幅広くご活躍中
です。ご案内状をBOXに入れさせていただきま
した。皆様のご来場をお待ちしております。
■ 野 和義…都民ファースト旋風吹き荒れる中、兄
が自民党都議として５期目をスタートできまし
た。応援して下さった皆様に応えるよう頑張っ
てもらいたいと思います。
ロータリーの友報告

※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

