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点 鐘
菊川会長
ロータリーソング 「奉仕の理想」

新会員紹介
大沢 俊夫
・入会年月日 2019年8月6日
・職 業 分 類 銀行
・勤 務 先 ㈱群馬銀行 本店
営業部
・役
職 専 務執行役員本
店営業部長
・推 薦 者 齋藤一雄
記念品贈呈
長谷副会長
■誕生祝
松尾 隆志、 関口 俊雄、
加藤 真一、 曽我 隆一、
米田 俊博、 伊藤 雅典、
平元
亨、 丸山 研二、
橋本
実
■結婚祝
加藤 真一、 釜谷 邦夫
会長報告
菊川会長
①新会員承認の件 金子朋廣氏、引馬章裕氏
②「弦楽アンサンブル すみれ」事業
第１分区共同開催の件
③10/ １第１例会沼田ＲＣ移動例会受け入れの件
④ガバナー月信回覧の件
⑤７月例会出席率の件
会長の時間
菊川会長
今日の会長の時間は、昨年度
クラブ長期戦略計画委員会に
よって答申された、 前橋ロー
タリークラブ クラブビジョン
のおさらいです。
それは、激変する社会とロー
タリーを取り巻く環境に柔軟に
対応しつつ我々ロータリアンが充実したロータリーラ
イフを享受し、かつ社会的評価(存在価値)の高いクラ
ブであり続けるための「標(しるべ)」となるもの。ま
たは我々ロータリアンが行っている(行っていく)多岐
にわたる活動分野の先にある風景、そしてそのイメー
ジを会員全員が共通認識として持てるものとして提言
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されたものです。以下、答申を引用。
１．クラブビジョン提言
「ロータリーの理念を活かし、共助社会実現の担い

手になろう」
「クラブのアイデンティティを確立しよう」
＜要 旨＞
「ロータリーの理念を活かし、共助社会実現の担い

手になろう」
 共助社会とは、言葉どおり「共に助け合う社会」
である。その意味では「互助」に近いが、より対象
が広範囲となる。
「共助」を理解するのにわかりや
すい事例は、近年多発している大きな災害時に被災
地に駆けつけるボランティアの活動である。これは
決して強制された訳ではなく、自発的に、困ってい
る人々を助けたいとの意識が働いた結果である。

 共助の精神は災害や防災だけに発揮されるもので
はない。
 今、日本は世界が経験したことのない超高齢化・少子
化社会に突入している。明確に生産年齢人口が減少し、
社会及び経済構造は大きく変化していくと予想される。
 「公助」の限界がある中で、次の時代も地域社会
が自立し、高度な文化を維持していくためには日本
人が潜在的に持ち合わせているこの「共助」の精神
をさらに社会全体に醸成させていくことが必要であ
ろう。
 ロータリーの奉仕の理想はまさにその精神につな
がるものである。
 ロータリーこそ、共助社会の実現の担い手となる
ことを目指さなければならない。
 しかしだからといってロータリーが全く新しい運
動を始めるということではない。過去、現在行って
いる運動の延長上に「共助」があると言っていい。
大事なのは、ロータリーの奉仕の確信的な目的とし
て「共助社会の実現」を据えることである。
 ロータリー百科事典 ２．「奉仕の理想」の項に、
次の一文があるので引用する。
 「ロータリークラブは何処においても、一つの基本
となる理念、
「奉仕の理想」を持っている。それは他
人に対する思いやりの心、助け合いの心である」
「クラブのアイデンティティを確立しよう」
 前段で何回も述べているように、社会と会員意識の変
化に対応するために、クラブは将来、これまでの形態を大

きく変えていくのかもしれない。しかし、そうした中でも
クラブの独自性と存在意義を強固に持つことが大事である。
 前橋クラブは基本的に強いクラブである。それは
先達の努力と熱意によって形作られてきた。我々は
その「強さ」を失ってはならない
 そのために、すべての会員がロータリーライフを
楽しみながら、その活動において自己を実現し、前
橋クラブの会員として自負を持つ。内にも外にも「前
橋クラブらしさ」を体現できるようなクラブのアイ
デンティティを確立し、それを会員が自覚すること
が必要である。
 次次年度は当クラブより山田地区ガバナーを輩出
する。その際の地区での活発な活動がクラブのアイ
デンティティを自覚する絶好の機会なると思う。ぜ
ひ会員が積極的に参加するべきである。
２．短期数値目標と行動計画
 前項のクラブビジョンを実現していくうえで、５
年後の70週年次が一つの道標となるが、ここでは
その前段になる長谷年度までの３年間の数値目標と
行動計画を明示したい。
○数値目標
１．会員純増数
年１名以上
２．例会出席率
実質75％ 修正後80％以上
３．寄付行為
個人目標額の達成
財団寄付金
150ドル
米山奨学寄付金 16.000円
ポリオ寄付金
30ドル
 ※強制ではなく奨励。不足する場合は新たな
方策を講ずる。
４．地区大会 登録100％ 会員実参加率 70％以上
５．地区協議会 参加対象者 80％以上(代理含む)
○行動計画
１．クラブビジョンの会員への浸透
２．
「共助社会」の研究とロータリーとしての戦
略計画策定
３．(新)会員研修の実施
４．クラブ細則の検証・見直しと組織改革
幹事報告
小林幹事
１．新会員所属委員会の件
本 日入会の大沢会員の所属委員
会はプログラム委員会です。板
垣委員長、宜しくお願い致します。
２．ゴルフ部会総会の件
本 日例会終了後ゴルフ部会の
総会を開催致します。
該当される方はご出席をお願い致します。
３．歴代会長会の件
８月８日㈭18：00より料亭小松にて開催されます。
４．例会休会の件
８月13日㈫の例会は休会です。
５．事務局夏季休暇の件
事務局の夏季休暇は、８月10日㈯～ 18日㈰まで
の９日間です。
６．新会員オリエンテーションの件
27日の例会前に新会員２名を対象にオリエン
テーションを開催致します。該当される方のご出

席をお願い致します。
７．ガバナー月信の件
先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。
８．８月のロータリーレートの件
１
 ドル＝108円
副幹事報告
星野副幹事
前橋北ＲＣ、前橋中央ＲＣ、伊勢崎南ＲＣ、安中RC、
碓氷安中RC、沼田RC、藤岡北RC、富岡ＲＣ、
富岡かぶらRC
出席報告
会 員 数：120名

{

出席者
欠席者

91名
29名

本日出席率：79.13％
前々回訂正：70.18％
ニコニコBOX報告
■廣瀬 信二…結婚記念日にキ
レイなお花をいただきあ
りがとうございました。
■米田 俊博…誕生日プレゼン
トありがとうございます。
暑いときに産んでくれた
親に感謝です。
■平方
宏…昭和20年８月５日の前橋空襲。535
名の市民が犠牲になりました。今年も広瀬川河
畔の慰霊碑に花をたむけ、平和を祈りました。
ニコニコでなく「合掌」とさせて頂きます。
■山田 邦子…老年病研究所の、アルツハイマー予防
ワクチンの開発に、期待しています。なるべく
早くの実用化をまっています。
■高玉 真光…長い間研究をつづけて来たアルツハイ
マー病の予防と治療に役立つ新しいワクチン療
法が学会で認められました。明日はNHKでほ
うそうされる予定です。
■関口 俊雄…元気で89才の誕生日を迎える事が出
来ました。これからも頑張りますのでよろしく
お願い致します。
■大沢 俊夫…本日より入会させて頂きました。宜し
くお願い致します。
■板垣
忍…大沢さんの入会を祝して…マジメに
やってね。
■齋藤 一雄…大沢俊夫氏の入会を歓迎して。
■菊川 善明…大沢会員の入会を歓迎して、少々。
■曽我 隆一…お蔭様で元気に「喜寿」を迎えること
ができました。記念に少々。
ロータリーの友報告
今泉副委員長

※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

