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例会報告
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（第1回
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点 鐘
菊川会長
ロータリーソング 「我等の生業」
司 会
星野副幹事

新会員紹介 かたやま やすひろ
＊名 前
片山 康浩
・入会年月日 2019年６月18日
・職業分類
建築設計
㈱ライブ環境建築設計
・勤務先
・役 職
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＊名 前
・入会年月日
・職業分類
・勤務先
・役 職
・推薦者

深井 彰彦
2019年７月16日
銀行
㈱群馬銀行
代表取締役頭取
齋藤一雄

＊名 前
・入会年月日
・職業分類
・勤務先
・役 職
・推薦者

藤井 政宏
2019年７月16日
建築設備工事
㈱ヤマト
取締役執行役員管理本部長
角田尚夫

＊名 前
・入会年月日
・職業分類
・勤務先

土屋 恵吾
2019年７月16日
電気工事
㈱関電工北関東・北信越
営業本部群馬支店
支店長
曽我孝之

・役 職
・推薦者

＊名 前
平元 亨
・入会年月日 2019年７月16日
・職業分類
公共放送
日本放送協会前橋放送局
・勤務先
・役 職
局長
・推薦者
曽我隆一
会長報告・会長の時間
菊川会長
①７／ 10(水)
第１分区会長幹事会の件
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クラブ会報委員長…佐伯
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者…石原秀一郎

②７／ 13(土)
インターアクト年次大会開催の
件
③ ７／ 14(日)ローターアクト
合同例会開催の件
今日の会長の時間は、題して「点
鐘の謎」
。謎といってもそんなに大げさなことではあ
りませんが、例会の開始と終了を告げる点鐘。前橋ク
ラブではその開始の鐘をたたいた後ではなく、ロータ
リーソングを歌った後に拍手をしますよね。鐘の音が
なった後、なんとなく沈黙の間が空いちゃいます。時
たま他のロータリー関係者がお客様で来ていただいた
とき、その習慣を知らないで、点鐘の後に拍手して、
前橋クラブの会員もつられるようにパラパラと拍手を
してしまうときがあるじゃないですか。なにかお互い
気まずい雰囲気になる。私も入会以来、ずっと疑問に
思っていました。なんで?
そもそも、点鐘というのはなんの意味があるので
しょう。ちょっと調べてみました。もともとは大航海
時代、大海原の船上生活の中で、定期的に鐘をたたい
て時間を告げたことに由来しているようです。それが
いつから会合の始まりと終わりに鐘をたたくように
なったのかはわかりませんが、一説によると、日本に鐘
をたたく習慣が根付いたのは、学校の授業の始まりと
終わりを鐘で合図していたので、その習性で鐘をたた
くようになったのではないか、とのことです。定かで
はありませんが、日本のロータリークラブで点鐘を行
うようになったのは、1920年の東京クラブ創設時に始
めたものが各地域のクラブに広がっていったようです。
私が点鐘することになって３回目の例会ですが、鐘
をたたけるのは会長だけです。私は一年間、例会を開
始する責任と覚悟を持って、開始の点鐘をし、この例
会が会員にとって本当に有意義になったことを願って
終了の点鐘をしたいと思っています。
いずれにしても当クラブの例会開始の点鐘後に拍手
は起きず、鐘の余韻と少しの沈黙。何なのでしょうね。
いつだったかベテランの先輩会員にそのわけを聞い
てみたことがあります。その答えは、
「そんなん、どっ
ちでもいいんじゃない？」 ですって。
幹事報告
小林幹事
１．本日入会の新会員の皆様の所属委員会をお知らせ
致します。

 土屋会員（クラブ会報）
・藤井会員（ニコニコボッ
クス）
・平元会員（公共イメージ）
・深井会員（会員
増強）
・片山会員（会計）
２．炉辺会合の開催
 第３回炉辺会合が本日７月16日18：30より「矢
内」で開催します。出席者予定は24名です。
３．新潟ＲＣへの友好訪問
 次回７月23日の例会終了後群馬銀行本店ロータ
リーを経由、13時40分にロイヤルチェスター前橋
を出発します。駐車場はロイヤルチェスター前橋様
の指定場所をお使い頂き、群馬銀行様内の駐車はさ
れない様お願い致します。
４．委員会方針発表
 ７月16日・７月23日の例会で実施。１日10名程度、
発表時間は一人１分程度。
５．本日の例会後に野球部会より甲子園に関しての打
ち合わせがあります。該当される方の出席をお願い
致します。
６．前期会費郵送の件
 先日事務局より前期会費のご連絡を送らせて頂き
ましたのでご確認を宜しくお願い致します。
副幹事報告
前橋北ＲＣ、前橋東ＲＣ、伊勢崎ＲＣ、安中ＲＣ
出席報告
会 員 数：119名

{ 出席者
欠席者

89名
30名
本日出席率：76.72％
前々回訂正：81.08％
ニコニコBOX報告
■菊川会長…土屋さん、藤井さん、
平元さん、深井さん、片山
さ ん の 入 会 を 歓 迎 し て、
少々。皆さん楽しくやって
いきましょう。
■吉田 勝彦…菊川年度が楽しい
一年になりますように
■板垣
忍…深井さん、土屋さん、藤井さん、平元
さん、片山さん ご入会おめでとうございます。
一度に５人も仲間が増えてとてもうれしいです。
前橋ロータリークラブを楽しんでください。
■福島 英人…深井さんをはじめ、新会員皆様の入会
を歓迎して。
■齋藤 一雄…深井彰彦氏の入会を歓迎して!!
■角田 尚夫…深井会員、藤井会員はじめ、５人の新
入会員の入会を祝して少々。
■廣田 哲也…土屋さん、平元さん、深井さん、片山
さんご入会おめでとうございます。そして、藤
井さんは私の親せき（はとこ）です。皆様よろ
しくお願いいたします。
■紺  正行…関電工の土屋支社長をはじめ新入会員
の入会を歓迎して
■深井 彰彦…新入会員です。
よろしくお願い致します。
■藤井 政宏…新入会員、宜しくお願い致します。
■土屋 恵吾…新入会、よろしくお願いいたします。
■片山 康浩…入会させていただきありがとうござい

ます。本日よりよろしくお願いします。
■平元
亨…新参者ですが、宜しくお願い致します。
入会を認めていただき、ありがとうございます。
■嶋田 大和…遅くなりましたが、結婚記念日に、素
敵なお花をいただきまして誠にありがとうござ
います。家内より、花が届いたと連絡受けるま
で忘れていました。助かりました。また、７月
10日に、建設事業関係功労者として国土交通
大臣表彰を個人として受賞させていただきまし
た。これも皆様のご支援のおかげと感謝申し上
げます。今後とも地域社会に貢献できるよう尽
力しますのでよろしくおねがいします。
委員会・部会報告

出席委員会 温井 尚久

IT・記録保存委員会 石川

敬

クラブ会報委員会 佐伯

一

親睦・ロータリー家族委員会 中村敬太郎

プログラム委員会 板垣

忍 ニコニコBOX委員会 片桐 伸也

健康管理委員会 宮久保純子 未来の夢計画部門 江原 友樹

地域社会奉仕 金井 政人

職業奉仕委員会 清水 宣彦

前橋国際奨学会委員会 藤野 隆司
Ｒ．ソング
※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

