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星野副幹事
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◎卓話講師
前橋市文化スポーツ観光部
参事兼前橋学センター長
手嶋 仁 さん
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さん
プレブ オドンチメグ
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会長
今井 幸吉
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保坂 充勇
幹事
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副幹事
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理事、ロータリー財団委員会委員長
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福田 真盛、本多 由紀
理事、職業奉仕委員会委員長
星野 貴昭、飯島 千明、石川 潤
石澤雄一郎
ニコニコ委員会委員長
金井 正樹、金井 俊介、春日 政志
櫛渕 光彦、桑原 滋、桑原 裕
クラブ研修リーダー、研修特別委員会委員長
松野 正一、宮内 明彦、宮澤 孝幸
水石 清治
理事、国際奉仕委員会委員長
持谷 明宏
クラブ会員組織強化委員長、会員増強・親睦活動委員会委員長
諸田 一豊、南雲 達也、中島 健
理事、奉仕プロジェクト委員長、社会奉仕委員会委員長
西田 俊太郎、小熊 政則
インターアクト委員会委員長
須田 羊子、須田 千秋

集
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理事、プログラム委員会委員長
高橋 圭介
理事、クラブ管理運営委員長、SAA・出席委員会委員長
田辺 祐己、戸部 聖之、割田 一敏
矢島 照久、山田 龍之介
両クラブの会長挨拶

沼田ＲＣ

沼田ＲＣ研修特別委員会
松野委員長

今井会長

保坂ガバナー補佐

会長の時間
菊川会長
承認事項
新会員承認
上毎印刷工業株式会社 代表取締役 小口有高氏
株式会社群馬銀行 常務執行役員
武井 勉氏
会長の時間
皆さんこんにちは。今日から消費税の増税ですね。
私の仕事関係では有無をいわさず10％なのですが、
今回、食料品などは現行のままとか、キャッシュレス
だとポイントがつくだとか、なんだか分かりづらく、
慣れるまで時間がかかりそうです。ちなみに今日のこ
の例会の会場食事代は昨日開催していた場合と本日開
催とどのくらい差額があるかというと、概算ですが
5000円ぐらい増額となるはずです。
さて、前振りはこのぐらいにして、沼田ロータリー
クラブの皆さん、ようこそ前橋にお越しくださいまし
た。本日は沼田ロータリークラブの移動例会と合同で
この例会を進めたいと思います。
お客様ではないので先ほどは紹介しませんでしたが、

せっかく前橋に来られたので、ここで沼田クラブの皆
様をご紹介したいと思います。まず3人の方をご紹介
します。そして大変失礼なのですが時間の都合上、他
の方は一括にての紹介となります。ご了承ください。
沼田クラブ会長、今井幸吉さん。本日の例会担当であ
ります、パスト会長であり、2015－16ガバナー補佐、
そして特別研修委員会委員長、松野正一さん。本年度
ガバナー補佐、保坂充勇さん。そして総勢37名の沼
田クラブの皆さんです。ようこそ、前橋へ。
さて、昨日沼田クラブのホームページをみていたら、
本年度のクラブの位置づけや会長方針が前橋クラブと
よく似ているのにびっくりしました。沼田クラブは昨
年度60周年を迎えました。前橋も昨年65周年を迎え、
沼田も前橋も同じく長期ビジョンを打ち出し、お互い
本年がそのビジョンの実現に向けてのスタートの年の
位置づけとなっています。そのビジョンも沼田さんは
「全会員の居場所を提供できるクラブにしよう」とい
う切り口で、前橋も2つ打ち出したビジョンのうち、
一つが「クラブのアイデンティティを確立しよう」と
いうものです。これはかみ砕けば、全会員のクラブへ
の帰属意識を高めたいということで、表現は違います
が、目指すところは一緒だと思います。そして今井会
長の掲げた重点数値目標は例会出席率75％の達成で
す。何回も言っていますが私も今年度の絶対達成目標
として掲げているのもこの75％です。奇しくも、全
く同じ数値目標となりました。ちょうど３ヶ月が経過
して、今井会長、どうでしょうか。ここで９月までの
前 橋 の 例 会 出 席 率を申し上げると、当日出席 率 が
71.96％、メイクアップ等の修正後が77.40％。なん
とか修正後はクリアーしていますが、これから例年出
席率の下がる例会があるので、心配しています。この
後前橋の今日の出席率発表があるのですが、沼田さん
の前で恥ずかしくない数字であればと願っております。
さて、最後になりますが、今日の合同例会を機に沼
田クラブと前橋クラブが一層緊密になることを祈念し、
また来年は当クラブより山田ガバナーを輩出いたしま
す。さらなる地区へのご協力をお願いし、前橋クラブ
会長のご挨拶といたします。ありがとうございました。
奨学金贈呈

幹事報告
小林幹事
１．夜間例会の件
次 回10月８日(火)の例会は夜
間例会です。場所はロイヤル
チェスター前橋で点鐘は18：
30からになります。
２．クールビズの件
前 橋RCは10月末までクール
ビズと致しますので宜しくお願い致します。

３．ロータリーレートの件
今月のロータリーレートは108円です。
副幹事報告
星野副幹事
太田ＲＣ
出席報告
会 員 数：122名

{

出席者
欠席者

81名
41名

本日出席率：71.68％
前々回訂正：78.63％
ニコニコBOX報告
■ガバナ ー補佐 保坂 充勇…本
日は、たくさんの沼田ＲＣ
のメンバーと参加させてい
ただきました。どうぞ宜し
くお願いします。
■沼田Ｒ Ｃ会長 今井 幸吉…今
日は大勢を受け入れて頂き
まして、ありがとうございます。心より感謝申
し上げます。これからも宜しくお願いいたしま
す。沼田クラブを代表して。
■菊川 善明…沼田ロータリークラブの皆様、ようこ
そ前橋へ。合同例会を楽しみましょう。
■ガバナーエレクト 山田 邦子…沼田ロータリーク
ラブの皆様、ようこそいらっしゃいました。前
橋ロータリークラブの例会を、お楽しみ下さい。
■遠山 昌子…誕生日に素晴らしいコチョウランを、
ありがとうございました。前橋ロータリークラ
ブ100周年まで長生きできるように、これから
も元気に頑張ります。先だってのテレビ放送、
多くの方が観てくださいまして、ありがとうご
ざいました。都丸さん、番宣の情報を事務局に
ご連絡くださり、ありがとうございました！
■松尾 隆志…先般のゴルフ部会例会にて、メンバー
とハンディに恵まれ優勝させていただきました。
今後も努力してまいります。
外部卓話
前橋市文化スポーツ観光部
参事兼前橋学センター長
手嶋 仁 さん

報告

９月ゴルフ例会
甘楽カントリークラブ
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