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■誕生祝
池畠 邦和、都丸 和俊、
小林 要一、岡山 和裕、
廣瀬 信二、五味 典雄、
猪熊 政和、林
徹郎、
矢端 和之、北野 義浩、
宮㟢 瑞穗
■結婚祝
安藤
智、小中 和子、廣瀬 信二
■皆勤賞
伊藤 雅典（満１年）
、小林 幹昌（満10年）
、
岡部 幹雄（満12年）

  奨学金贈呈  
米山奨学生

オウ ギョウソウ さん

委嘱状交付
パストガバナー・曽我隆一会員、パストガバナー・本
田博己会員、板垣 忍会員、小林洋樹会員、望月和子
会員、廣田哲也会員、清水雅弘会員、星野大輔会員

  退会挨拶  
小林会員

会長の時間
菊川会長
① 就任挨拶
いよいよ新年度のスタートの例
会を迎えました。小林幹事、星野
副幹事共々、１年間よろしくお願
いします。
私はあまり緊張しないたちなのですが、さすがに先
ほどからとてもドキドキしておりまして、１年間はと
ても長いですから、こんな調子では身体が持たないの
で早くマイペースに戻りたいと思います。
私はロータリーに入会して13年になります。２年
前、苦渋の決断として会長ノミニーを受けるまで本当
にノホホンとロータリーライフを続けてきました。さ
すがに会長を受けるからには、なんとかしなければと
思いつつも、何もせずにいたずらに時が過ぎてきまし
た。転機は昨年、クラブ長期戦略計画委員会で、クラ
ブビジョンを打ち出しなさいと、大きな命題を与えら
れたときからでした。
今思えば、いい機会をいただいたと思います。あま
りいい加減なことはできないので、図書館に通ったり
して、結構ロータリーのことを勉強しました。そのク
ラブビジョンについては後述するとして、私は改めて、

２年前、会長ノミニーとして推挙された例会での挨拶
を思い出します。あのとき私は、その挨拶の中で、
「２
年後の会長として、皆様にどんなサービスが提供でき
るか、そして皆様には会員としてどんな義務をはたし
てもらうか、考えていきたい」と申し上げました。し
かし今は考え方を修正しました。皆様には義務などあ
りません。(会費納入の義務は当然ありますが) 皆様
にあるのは、義務ではなく権利です。ロータリー活動
を行う権利です。
ぜひ、皆さん、その権利を最大限行使してください。
１年間楽しみながらも有意義なロータリー活動を行っ
ていきましょう。
② お客様への御礼
さて、本日は菊川年度の最初の例会として多くのお
客様においでいただいております。改めて御礼申し上
げます。先ほどご紹介した各クラブからのお客様は、
当クラブの平方さんが会長で私が幹事だったときの６
クラブ会長幹事会の皆さんです。今でも定期的に同窓
会を開いているのですが、その時の幹事が会長になっ
たときは、最初の例会にみんなでお邪魔しようという
ことになっておりまして、こうして激励に来ていただ
きました。その上、すてきなお花までいただき、本当
にありがとうございます。で、会長をやっていないの
は東クラブの角田さんだけになりました。角田会長の
例会には、いつお邪魔すればいいようになるのですか。
③ 会長報告
さて、会長報告と会長の時間ですが、最初の例会で
すので、ぜひ会長の所信表明みたいなことをやりたい
と思っています。その前に、まず皆様にお図りいただ
くことをすませて、
その後、
ボックスにいれてある「こ
んなことをやってみたいと思っています」
、組織表、
年間行事予定を使って所信表明としたいと思いますが、
私の持ち時間が10分ということで、たぶん時間が足
りません。所信表明は次週の会長の時間に廻したいと
思います
Ａ．理事会報告
Ｂ．標準ロータリークラブ定款、クラブ細則改正の件
Ｃ．新会員承認の件
幹事報告
小林幹事
１．炉辺会合の開催
開催日時：７ 月２日、７月９日、
７ 月16日、 ７ 月30
日の18：30 ～
開催場所：２日、16日：矢内
９日、30日：ざくろ
本 日７月２日の出席者予定は23名、本日の会場は
矢内になります。
２．委員会方針発表
７月９日・７月16日・７月23日の例会で実施致します。
各 日の発表委員会は６月28日にＦＡＸで通知済と
なっております。
各日10名程度、発表時間は一人３分
３．ガバナー補佐訪問
森田ガバナー年度の地区運営方針伝達の為石川ガバ
ナー補佐が来場されます。
日時：７月９日 石川ガバナー補佐来場
４．新潟ＲＣへの友好訪問
日時：７月23日例会終了後 参加予定人数：18名
５．ガバナー月信
今月より皆様のテーブルにガバナー月信を１部づつ
配置させて頂いております。
１～２週目まで配置させて頂いておりますので皆様
ご一読下さい。

６．７月のロータリーレート
副幹事報告
星野副幹事

１ドル＝108円

出席報告
温井会員
会 員 数：115名
出席者 88名
欠席者 27名
本日出席率：79.28％
前々回訂正：73.73％
ニコニコBOX報告   角張会員
■関口 俊雄…RI2840地区一番
の前橋ロータリークラブの
菊川丸の船出を心からお祝
い申し上げます。大きな夢
と希望を持って一年間頑
張って下さい。
■板垣
忍…宮㟢会長・温井幹事・伊藤副幹事、残
念だけど終わっちゃいましたね。心からのお疲
れ様でした。菊川会長・小林幹事・大ちゃん、
いよいよですね。激動の日々が始まります。大
いに楽しんでください。
■平方
宏…親愛なる菊川さんの会長スタートを、
お祝いします。2013年度、2014年度、同期会長、
幹事の皆様に御出席して頂き感謝しています。
■福島 英人…宮㟢会長年度の宮㟢会長・温井幹事・
伊藤副幹事、１年間お疲れ様でした。今日から
待ちに待った菊川年度の始まりです。小林幹事、
星野副幹事と共に思う存分活躍して下さい。但
し、お酒の量はすこし控え目に…。
■都丸 和俊…菊川会長・小林幹事・星野副幹事の船
出を祝し、少々
■鴻田
敦…菊川年度の開始をお祝い致します。S
AA一同がんばります。７月は
「こくや」が忙し
いので８月６日が「鰻（うなぎ）の日」となります。
■小林要一、三原豊章、藤野隆司、廣田哲也、宮下
学…菊川会長、御就任おめでとうございます。
御活躍を心より御祈念申し上げます。
■小林 幹昌…皆勤10年、ありがとうございます。
やっと10年、あっという間の10年でした。入
会してから幾年かは、最年少でしたが、今は少
し年齢が上になってうれしいです。
■石原秀一郎…この度、一般社団法人前橋市歯科医師
会会長に就任いたしました。お口の健康は、全
身の健康につながります。事業主の皆様、ぜひ、
事業所健診に歯科検診をお加え下さい。
■遠山 昌子…新年度おめでとうございます。７月に
なり、今年もカリカリ梅をもってきました。
BOXにもご案内を入れさせて頂きました。塩
分補給にぜひ召し上がってください。
■菊川会長、小林幹事、星野副幹事…新年度がいよい
よスタートしました。１年間力を合わせて頑張
ります。よろしくお願いします。
■ニコニ コBOX…今年度のニコニコボックス委員会
の片桐、角張、林です。１年間よろしくお願い
致します。
  ロータリーの友報告  
Ｒ．ソング
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※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

