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  ４．会長の時間  � 足立　進　前橋東ＲＣ会長

皆様、新年おめでとうございます。
本日は、恒例となりました前橋市
内６ロータリークラブの合同新年例
会です。今年もこうして盛大に開催
できましたことを、そして、年初の
大変お忙しい中、群馬県知事大澤正

明様、前橋市長山本龍様、前橋商工会議所会頭曽我孝
之様、ＲＩ第2840地区の田中久夫ガバナーをはじめ
とする多くのロータリアンの皆様のご出席をいただ
き、心より感謝申し上げます。
今年は、年明け早々、前橋・育英高校のイレブンが、
全国・高校サッカー選手権で念願の初優勝を果たし、
大変な祝賀ムードとなりました。県民栄誉賞も決まっ
たということでもあり、本当におめでとうございます。
会長の時間は、前橋市議会を傍聴した話から始めた
いと思います。先月（12月）５日、自クラブの職業
奉仕活動の一環として、前橋市議会を傍聴しました。
そこでは10年毎に策定される前橋市総合計画につい
て代表質問がなされており、これから前橋市が直面す
る大幅な人口減少や年齢構造の変化を前にして、どの
ような街づくりを行うのかについて、議論がされてい
ました。前橋市の人口は、直近のデータでは約33万
8200人ですが、予測では約40年後の2060年には約22
万人になるとされています。
私は、議会を傍聴しながら、ロータリーの行く末を



思わざるを得ませんでした。急激な少子化と高齢化に
よる生産年齢人口の減少は、前橋市にとどまらず、わ
が国全体の不安要素です。マクロ的に見て、ロータリー
だけがこの問題の影響を免れるということは考えにく
いことです。
それでは、ロータリーの将来はどうなのでしょうか。
私の言いたいことはここからですが、ロータリーは、
仮にその総体が縮小するとしても、やはり他とは代え
がたい価値をもって、わが国の社会に存続し続けるだ
ろうしまた、そうでなければならないと思っています。
ここで話は過去に遡りますが、日本にロータリーが
生まれてから100年近い時間が経過しています。その
歴史を遡ると、アメリカ由来のものだとして軍部や右
翼等から圧力を受けたり、また、国際情勢の緊迫によ
りＲＩを９年余り脱退した時期もあり、決して平坦な
ものではありませんでした。しかし、驚くべきことに、
ＲＩを脱退している間も、ロータリーは、東京水曜会、
大阪金曜会等と名前を変えて、全国19のクラブが活
動を継続し、この不遇の時代を生き抜きました。私は、
こうした活動ができた理由の一つとして、日本にロー
タリーを産んで育てた、米山梅吉という大きなロール
モデルがいたからではないかと思っています。
米山梅吉翁は、毎週１回、自身が作った小学校の生
徒に、「人々にして欲しいとあなたが望むことを、人々
にもその通りにせよ」という聖書・マタイによる福音
書の一節を読んで講話していたそうです。そして実業
界の第一線を引いてからは、らい患者の慰問をしたり、
結核療養所や精神病院を作る等の社会貢献活動を続け
ました。まさに言行一致の人でありました。
我々ロータリアンは、奉仕活動に勤しんだ米山翁の
遺伝子を受け継いで活動する限り、今後予測される人
口減少に臆する必要はないと思います。
そして、今後、出来するかもしれない様々な状況に
対し、柔軟かつ果敢にチャレンジする姿勢を保つこと
が、①今年度のＲＩのテーマである「ロータリー：変
化をもたらす」に通じ、また、②田中ガバナーのいう
「ロータリーのある人生を誇りにしよう」が実現され
るものと信じます。
さて、年度の半ばを過ぎました。３月にはロータリー
デイ、４月にはＩＭと地区の行事が控えています。市
内６クラブの皆様のご協力をお願いいたします。
結びになりますが、本年が、本日出席の皆様にとっ
て健康で幸せな一年になりますことと、市内６ロータ
リークラブのますますのご発展をお祈りして、会長の
時間を終えたいと思います。ありがとうございます。

  ５．幹事報告  � 新井　照秋　前橋東ＲＣ幹事

　本日の幹事報告は特にございません。
  ６．出席報告  

�田部井　光男　前橋東ＲＣ出席委員長

　本日は前橋６RC合同新年例会と
いうことで100％出席です。
　よろしくお願いいたします。

  ７．ニコニコＢＯＸ報告  

� 馬場　誠　前橋東ＲＣニコニコＢＯＸ委員長

  ８．点  鐘  � 足立　進　前橋東ＲＣ会長

【懇 親 会】

  司会  � 川嶋　潤　前橋東ＲＣ親睦委員長

  １．開会あいさつ  � 大﨑　巖　前橋西ＲＣ会長

　みなさんこんばんは。只今ご紹介を頂きました、前
橋西ロータリークラブの大﨑でございます。前段の合
同新年例会ご苦労様でした。これからはいよいよ新年
例会の懇親会であります。どうぞごゆっくり、それか
ら楽しいご歓談をお願い申し上げまして、整いません
が、開会にあたってのご挨拶とさせて頂きます。宜し
くお願いいたします。
  ２．前橋６クラブ代表挨拶  

 三輪田　聡　前橋北ＲＣ会長

皆様、あらためまして新年明けま
しておめでとうございます。ご指名
頂いた前橋北ロータリークラブ会長
の三輪田です。よろしくお願いしま
す。

本日は、田中ガバナー始め地区役員の皆さん、ご来
賓の皆さん、そして第１分区の大勢のロータリアンの
皆さんお忙しい中、御出席頂き大変ありがとうござい
ます。
また、昨年は、合同ガバナー公式訪問を第１分区の
皆様に御協力頂き無事に開催できました。かさねてお
礼申し上げます。ありがとうございました。
この後にご紹介があります次年度の会長、幹事があ
ちらにおります。私も昨年あのテーブルに座っていた
時は、「自分で、会長がつとまるかな？」と大変に不
安でした。現在、今年度も半年が過ぎて折り返しの時
期に入っています。私達今年度の会長、幹事も少しは、
「ほっと一息」しているところです。残り約６ヶ月間
皆様のご指導、御協力お願いします。



しかしまだ、今年度事業が残っています。連絡事項
になりますが、３月にロータリーＤＡＹが第１分区と
して前橋６ＲＣ共同奉仕事業の前橋中心街広瀬川周辺
の清掃作業と日程が決まっています、４月14日土曜
日新前橋ラシーネで第１分区・第３分区合同ＩＭ（イ
ンターシティー・ミーティング）が前橋北ロータリー
のホストで開催されます。
また、その時は、会員増強と公共イメージアップの
成果の発表をして頂きます。第１分区多くの皆さんの
御参加また御協力をお願いします。田中ガバナーの目
標の会員増強、公共イメージアップに対しこの２事業
は大変に意味あるものだと思っています。会員増強１
割増は大変に厳しい数字ですが、残り期間頑張りま
しょう。
結びになりますが、新しい年がよい年になりますよ
うに。また2840地区ならびに第１分区の御発展とロー
タリアン皆さんのご健康をご祈念いたしまして懇親会
の挨拶といたします。本年もよろしくお願いいたしま
す。
  ３．2840地区ガバナー挨拶  

� 田中　久夫　様（高崎ＲＣ）

第一分区・６クラブの皆様�、平
成30年の新年、あけましておめで
とうございます。本日は、広瀬地区
幹事とともにお招きに与り光栄に存
じます。

さて、昨年は、８月に行われた分区単位の合同公式
訪問、11月の地区大会といろいろな場面でこの地区
の皆様には大変お世話になりました。まずもって御礼
を申し上げます。
私の年度も半年が過ぎ、残りは６ヶ月になりました。
今後は、地区目標である「会員増強」「公共イメージ
向上」を実現するために幾つかのイベントを実施して
いきたいと思います。まず、３月にはロータリーデイ
を開催していただきます。これは、大島ガバナー補佐
が中心となって前橋市内を流れる広瀬川周辺を清掃す
るというものですが、地域社会への貴重なインパクト
になってロータリーが認知されるよい機会になるはず
です。もちろん、私も参加します。公共イメージ向上
のために、マスコミを招聘しておいてくださいね。
そして、４月にはＩＭ、インターシテイ・ミーテイ
ングが行われます。今回は初めての企画だと思われま
すが、第一分区と第三分区（高崎）との合同開催です。
二つの分区併せて12クラブが一同に会するというの
も壮観で楽しみな会合になることでしょう。そこでの
テーマは、この１年の振り返りです。すなわち、各ク

ラブがこの１年の成果、会員増強の結果とクラブの実
施した地域社会への奉仕事業のお披露目の会です。ど
うぞ、皆様堂々と胸を張って自クラブの自慢をしてく
ださい。
ＩＭの最後の時間帯には懇親会を予定しています。
前橋、高崎の経営者たちが集まるのです。いろいろな
新しい出会いがあるかも知れません。この会において
新規の仕事が始まるかも知れません。大いに期待しま
しょう。皆様、大量の名刺をご持参のうえご参加をお
待ちしております。
さあ、私の年度の仕上げの６ヶ月、大いにロータリー
を楽しみましょう。
合い言葉は、「た」のしく、「な」かよく、「か」っ
こよく、です。
本日は楽しませていただきます。ありがとうござい
ました。
  ４－１．来賓挨拶  

　　群馬県知事　大澤 正明様

　　（代理出席：生活スポーツ部長

　　　　　　　　五十嵐 優子様）

新年明けましておめでとうござい
ます。
ロータリークラブの皆様には、健

やかな新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。皆
様方には、日頃より県政の推進に格別の御理解と御協
力を賜り、心から感謝申し上げます。また、教育・文
化の向上や環境美化、国際交流促進など様々な活動を
通じて、地域の活性化に多大な御貢献をいただいてお
りますことに、深く敬意を表する次第です。
昨年は、群馬県の魅力や可能性を高めるために皆様
と取り組んできたことの成果が上がってきた一年であ
りました。特に、「上野三碑」がユネスコ「世界の記憶」
に登録されたことでは、大きな喜びを味わうことがで
き、また、ここ前橋市では国道十七号「上武道路」が
全線開通し、県民の利便性が大きく向上しています。
今年も、新たな産業の創出のため、コンベンション
施設「Ｇ�メッセ群馬」を整備するなど、ロータリー
クラブの皆様方と手を携え、人口減少社会にあっても、
県民一人一人が幸せを実感でき、将来にわたって住み
続けたくなる「魅力あふれる群馬」の実現に向け、力
を尽くしてまいりますので、引き続き、御理解と御協
力を賜りますよう、お願い申し上げます。
結びに、ロータリークラブの今後ますますの御発展
と、御参会の皆様の御健勝を祈念申し上げ、お祝いの
言葉といたします。



  ４－２．来賓挨拶  

　　前橋市長　山本　龍　様

　　（代理出席：副市長

　　　　　　　倉嶋　敬明　様）

皆様、こんにちは。前橋市副市長
の倉嶋でございます。
山本市長は、本日、他の公務が重

なってしまい、残念ながら出席がかないません。市長
に代わりまして、一言ごあいさつ申し上げます。
皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこ
とと存じます。
平成三十年の新春を迎え、本日、前橋市内の六ロー
タリークラブの会員皆様がお集まりになり、合同新年
例会が、このように盛大に開催されますことを、心か
らお喜び申し上げます。
皆様には、昨年一年間も、社会奉仕活動等を通じて
地域社会の発展や豊かで潤いあふれるまちづくりに多
大なご尽力をいただくとともに、市政各般にわたりま
しても、格別なるご支援とご協力を賜り、深く敬意と
感謝を申し上げる次第でございます。
本年四月には、本市の新たな羅針盤である第七次前
橋市総合計画がスタートします。市民一人ひとりが個
性と能力を生かし個々に輝くことで新たな前橋らしさ
を創造する「新しい価値の創造都市・前橋」の実現を
目指して、全力でまちづくりに取り組んでまいります。
皆様におかれましては、引き続き、社会奉仕活動や
地域経済の発展にご尽力いただきますとともに、前橋
市政に対しましても特段のお力添えを賜りますよう、
お願い申し上げます。
結びとなりますが、平成三十年が前橋六ロータリー
クラブとお集まり皆様にとりまして、実り多き年とな
りますよう、心から祈念申し上げまして、新年のごあ
いさつとさせていただきます。
  ４－３．来賓挨拶  

� 前橋商工会議所会頭　曽我 孝之様

あらためまして皆様あけましてお
めでとうございます。
本日は前橋６ロータリークラブの
新年合同例会、そして懇親会がこの
ように多くの皆様方のお集まりのも

と開催されますことを心よりお喜びを申し上げます。
また、お越しを頂いている皆様方には、前橋商工会
議所が事業全般にわたりまして、いつも大変お世話に
なっておりますことを御礼を申し上げます。
特に昨年11月９日、10日、11日の３日間、全国商
工会議所　観光振興大会が、この前橋を中心といたし

ます群馬県で開催されました。お陰様をもちまして、
全国から1840人を超える方々にお越しを頂き、前橋
市そして群馬を堪能していただいたわけでございまし
た。お陰様で大好評のうちに、これを開催できました
ことは本当にひとえに皆様方のお力添えのお蔭と心よ
り厚く御礼を申し上げる次第であります。
さて、先程倉島副市長様からもお話がございました
が、前橋育英高等学校が全国高等学校サッカー選手権
において見事優勝しました。「本当に見事」その一言
に尽きると思います。監督の大変なご努力と、選手の
皆さん方が精一杯戦いぬいてあの快挙がなされたと
思っております。実は優勝パレードに市長とともに参
加をさせていただきました。３万人を超える市民の皆
様方のあの歓びです。本当に素晴らしいものがあった
なと、ああやって市民がこの快挙を機に一つに団結で
きるのだなあという思いを身に染みて感じさせていた
だきました。
昨今ですね、特に転勤族の方々から「前橋は本当に
住みやすいね」というお話を聞いていまして、大変う
れしく思っているところでございます。とにかく、「住
んでよし、訪れてよし」の前橋を、市民の力を結集
し、市内の様々な団体が、心を一つになって、行政と
手を携えて作っていくことこそ、人口減少社会の中で
今出来る最大の大きな仕事だと思っております。まさ
に「手に手つないで、輪に輪つないで」この心こそ、
本当に元気のある前橋づくりにつながると思っており
ます。是非今後とも力を合わせ、いい前橋を作ってい
こうという思いを共にし行動してまいりたいと思いま
すので、是非ご支援ご鞭撻、ご協力を、改めてお願い
申し上げまして、ご挨拶とさせて頂きます。
大変ありがとうございます。今年も宜しくお願いい
たします。
  ５．次年度会長幹事紹介  � 島田　渉　前橋南ＲＣ会長

それでは、第一分区　次年度会長
幹事のご紹介をいたします。
ここで呼び出されましたら、交代
はききませんので心して登壇くださ
い。

2017 ～ 2018年度
ガバナー補佐

大島�秀夫（前橋北RC）

2018 ～ 2019年度
ガバナー補佐

中島　博（前橋南RC）
クラブ名 会　長 幹　事 会　長 幹　事
前　橋RC 小林　要一 廣田　哲也 宮﨑　瑞穂 温井　尚久
前橋西RC 大﨑　　巖 和佐田幸子 清水　憲明 荒川　　優
前橋東RC 足立　　進 新井　照秋 釘島　伸博 茶野　栄一
前橋北RC 三輪田　聡 川口　武志 亦野　高裕 國岡　充朗
前橋南RC 島田　　渉 佐藤　　清 石井　英智 山口　泰正
前橋中央RC 横山　幸男 岡田　忠彰 井上美津子 宮嵜　文恵



　以上の豪華な面々でございます。以上です。
  ６．次年度会長幹事代表挨拶  

 釘島　伸博　前橋東ＲＣ会長エレクト

みなさんこんばんは。只今ご紹介
にあずかりました、前橋東ロータ
リークラブ、エレクトの釘島でござ
います。先程、田中ガバナーそれか
ら前橋市長代理、群馬県知事代理の

方々、そして曽我会頭からお話があったように、ロー
タリーの存在意義、それから群馬県、前橋市、その地
域の活性化、元気にするためにどうしたらよいかとい
うことを、おっしゃって頂きました。本当に今年はロー
タリーの存在意義が問われる時代になってきたのだな
と思っております。ロータリーが地域の人々の役に立
つ存在であること、活性化の一つの役割を担う、とい
うことが大事なのかなあと思っております。そして、
楽しいロータリアン、誇りと存在意義を持ったロータ
リアンであること、それを目指して次年度は、是非ロー
タリーはどうあるべきかということを考えながら、社
会に役立つ、社会から感謝される、社会から信頼され
るロータリアンを目指していきたいと思っておりま
す。そのためには皆さんのご指導、ご協力が何よりも
大事でございます。是非とも宜しくお願いするところ
でございます。次年度皆さんの協力、改めて宜しくお
願いいたします。

  ☆アトラクション☆  

� 育英短期大学　和太鼓「あばれん坊太鼓」

  ７．乾  杯  � 大島　秀夫　第一分区ガバナー補佐

みなさんあけましておめでとうご
ざいます。今日は、新年合同例会並
びに懇親会ということでお集まり頂
きましてありがとうございます。私
は、ここで先程から話ありますよう
に、半分ということで、半年過ぎま

した。今年度田中ガバナーは４つの大きな合同で皆さ
ん協力していただく行事を設けられました。まず合同
の公式訪問例会、それから地区大会、皆様のご協力で
滞りなく済ますことができました。尚、まだこれから
先程から話が出ていますように、ロータリーＤＡＹと
ＩＭということで、みなさんと一緒にやっていかなけ
ればいけない行事があります。これらのご協力もこの
場でお願いいたします。
それから、数値目標で一番大事なことが残っており
まして、先程からガバナーがおっしゃるように、１割
会員増強ということではっきりと言われております。
こちらのほうがまだ心もとない部分がありますので、
残り半年何とか目標に向かって、最後に万歳というこ
とで終われるように皆さんの協力をお願いいたしま
す。
それでは、今日皆さんここにお集まりのロータリア
ンのご健勝と、ロータリークラブの発展を祝いまして
乾杯をさせて頂きたいと思います。
その前に、今年度、田中ガバナーは乾杯のご発声の
仕方を一生懸命工夫しております。そこで、私が　「We��
are」と言いましたら、みなさんが「One」と言うことで、



※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

乾杯の発声をお願いします。その前に、私たち「We��
are��ロータリアン」
それではみなさんご唱和お願いします。
「We��are��one」

  ８．中締め  � 小林　要一　前橋ＲＣ会長

楽しい宴で盛り上がっております
が、ここで中締めという指名が掛り
ました、前橋ロータリークラブの小
林でございます。大変僭越ではござ
いますが中締めの音頭を取らせて頂
きます。

締めは十締め三本でお願いします、この締めは大変
おめでたい締めと言われています、シャシャシャン　
シャシャシャン　シャシャシャンと三回手を打っても
らいます、そうしますと３×３で９に成ります、９を
漢字で書きますと九という字に成ります、そこにシャ
ンと打つと漢字の丸という字に成ります、万端旨く収
まると成ります。
一本目は田中ガバナー率います2840地区のご隆昌
を、２本目は大島ガバナー補佐率います第一分区６Ｒ
Ｃのご発展、そして３本目にはお集まり頂きました皆
様方のご多幸ご健勝をご祈念し元気よく締めたいと思
います。御唱和下さい。
ありがとうございました。

  ９．手に手つないで  

　ソングリーダー： 馬場　誠　前橋東ＲＣ会員

　飛び入りソングリーダー：

 ピコ太郎　　石井　英智　前橋南ＲＣ会員

  10．閉会のあいさつ  

 横山　幸男　前橋中央ＲＣ会長

只今、ご指名頂きました横山でご
ざいます。
本日は、大変充実した合同例会に
なったと思います。東クラブの皆さ
んありがとうございました。

充実が元気なクラブを呼び、元気なクラブが人を集
める。ということを先程まで考えておりました。その
通りだと思います。ということで、みなさん充実した
１年になりますよう頑張りましょう。
以上です。ありがとうございました。


