MAEBASHI
WEEKLY REPORT
2018 -2019 ｜インスピレーションになろう Be the Inspiration
楽しいロータリークラブを実現しよう

2019. ５.28（火） 第3137回

例会報告

会

長…宮﨑

瑞穗

例会日…火曜日
（12：10）
～群馬ロイヤルホテル

幹

事…温井

尚久

クラブ会報委員長…江原

友樹

編

和義

（第1回

昭和28年9月8日創立）

ホームページ URL http://www.maebashi-rc.jp/
電子メールアドレス office@maebashi-rc.gr.jp maebashi@rid2840.jp
点

宮﨑会長

鐘

ロータリーソング

「それでこそロータリー」
司 会
伊藤副幹事
ビジター
宮﨑会長
◎東京東久留米ロータリークラブ
(RI 第 2580 地区 )
田中
博 さん

新会員紹介

日本生命保険(相) 群馬支社支社長
林
徹郎 さん
第一生命保険㈱ 群馬支社支社長
野田
強 さん
SMBC日興証券㈱ 前橋支店支店長
北野 義浩 さん
林

野田

強 さん

徹郎 さん

北野 義浩 さん

宮﨑会長
皆さん今日は。
令和元年５月最終の例会とな
りました。
先ほどご紹介がありましたよ
うに本日は３名の新会員をお迎
えいたしました。本来ならば先
週にご紹介のはずだったのです
が、先週が早朝例会で本日にな
りました。新会員林さん、野田
さん、北野さん、前橋RCご入会有り難うございます。前
橋RC会員一同大歓迎いたします。いずれも交代会員であ
りますが、一日も早く会になじんでロータリーを楽しんで
いただき、先任の会員同様、ロータリー活動でもご活躍い
ただきますように期待しています。６月には新会員歓迎会
会長報告

集

者…

野

もあり、７月には新年度の炉辺会合も始まりますので他の
会員と知り合う良い機会ですので会員もよろしくお願いい
たします。これで現時点の会員数は122名になりました。
さて会長報告ですが、先週は５月25日木曜日に前橋RC
奨学部門の勉強会が開催されました。米山奨学会や前橋国
際奨学生の委員会やカウンセラーに集まっていただきまし
た。カウンセラーの皆さんのストレスも結構あるというこ
とを再認識いたしました。
続いて５月26日（日曜日）に前橋西ロータリークラブ創
立55周年の記念行事や式典、祝賀会があり参加してきまし
た。行事としては「前橋市の芸術文化による街づくり」と
いうテーマで、山本前橋市長、住友文彦アーツ前橋館長、
萩原朔美前橋文学館館長によるシンポジウムでしたが実際
は鼎談といった方が良い話でした。３人とも芸術文化で市
の発展を図ろうという意見で、前橋市には芸術文化を育む
土壌があると言う話や、故郷とは生まれた場所の土地では
なく育った土壌、風土つまり思想であるという話など面白
く聞かせてもらいました。そして大事なことは人材育成で
子供に小さいときから芸術文化に触れさせることの大事さ
などに話がでました。今日本はゆとり教育の見直しからど
んどん音楽や美術の時間が少なくなっているがこれではい
けないなどに話が及びました。これで思い出したのですが
フランスではルーブル美術館などで沢山の小学生ぐらいの
子供が絵を写している場面に２、３カ所遭遇しあまり日本
では見ない光景と感じたことを思い出しました。話は少し
横にそれますが、前橋が文学やアートの力を入れるのもと
ても良いことですが、高崎と比較するわけではありません
が、街の活性化や賑やかすにはもう少し音楽にも力を入れ
れば良いのにと思います。高崎には以前から音楽センター
があり音楽の催しが多いようにおもいます。音楽は特に若
い人を大きく引きつける力がありますし、また町を賑やか
にする力があると思います。このシンポジウムの後、「す
てきな子どもたちによる弦楽アンサンブル“すみれ”」演
奏会がありました。これは西クラブが数年前から取り組ん
でいる事業で、市内から公募で弦楽器に興味があり出来る
子供達を小学生から中学生まで25名くらいを選抜し、週に
１回群馬交響楽団の団員にお願いして指導して養成する活
動をしています。下は小４ぐらいの小さい子供達がバイオ
リン、ビオラ、チェロなど一生懸命に演奏していましたが、
それが愛好家レベルではなく皆上手でかなりの腕前である
ように感じました。聞きますとここまで育てるのも毎週練
習毎に西クラブのメンバーが数人集まって色々な段取りを
立てたり世話したりするそうで、西クラブは人数が70数名
でややこぶりなので労力や費用の点からも大変だと思いま
す。しかし子供にとっても前橋にとってもとても良い奉仕
活動を継続されていると感心した次第です。この中から一

人でも世界的に活躍が出来る人が出れば良いと思います。
地域奉仕のあり方を考えさせられたことでした。
会長の時間
宮﨑会長
さて会長の時間ですが、今日は吉田典之会員、伊藤大介
会員の卓話がありますので、私の話は特に短くします。今
日の気温はさほど上がりませんでしたが、昨日までは関東
は５月では４日連続の猛暑日という新記録で熱中症の死者
も出始めていると言うことでした。昨年私の最初の会長の
時間が熱中症の話だったのを思い出します。このところの
温暖化による異常気象や日本の熱帯化が本当に進んでいる
ことを実感します。作物や海の魚の不漁など温暖化が影響
しているという話が時々あり、将来どうなるか不安です。
医療での温暖化の影響は多いのは熱中症の増加ですが、そ
の他にも暑いところで増える蚊を媒介とする感染症が増え
るなどの影響が有ります。５年くらい前のデング熱の国内
発生なども記憶に新しいところです。またマラリアなども
その他にも一般に感染症は暑くなると増えると言われてい
ます。長期の天気予報では７、８月は例年並みと言うこと
ですが６月は暑いという予報です。暑さには十分気をつけ
て、この夏を乗り越えていただきたいと思います。
幹事報告
温井幹事
１、 次 回以降６月いっぱいの
例会場は、最終例会は松
し満、それ以外は群馬ロ
イヤルホテルになります。
２、次 回例会日の６月４日の
スケジュールは
・1 1時30分より３階南茶
屋で理事会、12時10分
から例会となります。
ク ラブフォーラム並びに
長期戦略計画委員会 菊川委員長からクラブビジョン
についての報告があります。
・16時30分より前橋商工会議所にて臨時理事会を開催。
次年度理事・役員の出席をお願いします。
・17時30分より前橋商工会議所にて次年度クラブ協議
会を開催。次年度理事・役員・委員長の出席をお願い
します。
３、本日入会された野田会員、林会員、北野会員の所属委
員会は親睦・ロータリー家族委員会です。
４、６月のロータリーレートは１ドル＝110円です。

せて頂き、光栄でございます。今後何卒よろしくお
願い致します。
■北野 義浩…伝統ある前
橋ロータリーに入会
させていただき感謝
い た し ま す。 皆 様 と
親睦を深めたいと思
います。
■武井 和夫…結婚記念日
お祝いありがとうご
ざいました。
■伊藤 大介…結婚記念日
にお花をいただきありがとうございました。本日は、
新会員卓話頑張ります。
■廣田 哲也…北野さん、林さん、野田さんのご入会を、
心より歓迎いたします。
斉…きのう、結婚 35 周年でした。午後、すて
■三輪
きなお花が届き、妻は上機嫌 !! ありがとうござい
ました。
■清水 宣彦…結婚記念日の素晴らしいお花をありがとう
ございました。感謝いたします。
■山下 哲弘…結婚記念日に素敵な花をありがとうござい
ました。花を観賞しながら妻と昔話に花が咲き充実
した時間を過ごすことができました。ありがとうご
ざいました。
■都丸 和俊…ゴルフ部５月例会でメンバーとハンディ
キャップに恵まれ、優勝させて頂きました。ゴルフ
の神様に感謝々…。
■曽我 孝之…おこがましいのですが、お勧めいただきま
したので未熟を顧みず、写真展を開催することとな
りました。会場が遠方なので、開催すること自体を
知っていただきたく、案内状をボックスに入れさせ
ていただきました。
新会員卓話

㈱上毛新聞社
吉田 典之 会員

副幹事報告

例会変更：
前橋西RC、
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㈱小川屋
伊藤 大介
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出席委員会
数：122名

出席報告

会
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{ 出席者
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68名
54名

本日出席率：60.18％
前々回訂正：73.87％
二コニコ BOX 報告

■林

 徹郎…伝統ある前橋ロータリークラブに入会でき、
大変嬉しく思っております。どうぞよろしくお願い
致します。
強…伝統と格式を誇る前橋ロータリーに入会さ
■野田

５月ゴルフ例会
高山ゴルフ倶楽部
順位 プレイヤー名
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※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

