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2016. ８.30（火）
第 3006 回　例会報告

例会日…火曜日（12：10）～群馬ロイヤルホテル

（第 1 回　昭和 28 年 9 月 8 日創立）

会　　　長…鴻田　　敦

クラブ会報委員長…石川　　敬

幹　　　事…長谷　浩克

編　集　者…佐藤　美恵

  会長の報告  　鴻田会長
　先程ご挨拶頂きましたが、本日
は、台風の中にも関わらず、藤岡
南ロータリークラブより今井会長
及び田中地区大会実行委員長の御
来訪ありがとうございます。
　お話しにありましたように来年
４月の地区大会は前橋で開催され、当クラブも第６分
区の方々と共に子ホストとしてご協力させて頂く予定
です。現状は都丸パスト会長が実行委員会の委員とし
て参加させて頂いておりますが、今後会員の皆様にも
ご協力をお願いすることになると思いますで、その時
は宜しくお願い致します。
　続きまして、大変うれしい会長報告を２件させて頂
きます。
　11月５日、６日に行われる2560地区（新潟県）の
地区大会に、国際ロータリーより当クラブ曽我パスト
ガバナーがRI会長代理に指名されましたことを会員
皆様にご報告させて頂きます。
　また、11月19日及び20日に行われる2620地区（静
岡及び山梨）の地区大会に、同じく当クラブ本田パス
トガバナーがRI会長代理に指名されました。同じクラ
ブより２人同時に選ばれることはまず無いことであり、
大変素晴らしいことで、わが前橋ロータリークラブと
しても大変な名誉と誇りであります。
　お二人を代表して曽我会員より皆さんに一言お願い
します。
　ありがとうございました。
　また、現在お伺いしているところでは、９月20日
の例会に2620地区よりガバナーはじめ地区大会実行
委員長、ホストクラブ会長、地区幹事の皆さんが当ク
ラブに来訪されます。
　当クラブとしましても心して対応しなければなりま
せん。皆さんのお知恵を拝借したいと考えています。
  会長の時間    　鴻田会長
　さて、それでは会長の時間です。
　先週21日日曜日ホリデーインまえばしでの移動例
会には、休日そして早朝からの例会にもかかわらず、
たくさんの会員皆様にご参加頂きありがとうございま
した。



※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

　昨年の福島年度から始まったホリデーインまえばし
の移動例会ですが、前橋ローターアクトクラブも参加
している若い方々の行事に、会員が参加という形で協
力することの素晴らしさを体感した一日でした。
　また、当日の午後４時からは「楫取素彦と松陰の短
刀」銅像建立除幕式に、「多額の寄付をした」前橋ロー
タリークラブ会長として出席させて頂きました。
　当日は午後4時からとは言え、会場の前橋公園芝生
広場は大変暑く、スーツを着込んで行きましたので、
水をかぶったような状態になってしまいました。
　ご存知のように昨年放映の大河ドラマ「花燃ゆ」に
ちなんだ銅像で、楫取素彦の子孫の方々も出席され、
その除幕式は感動的なセレモニーでした。
　除幕式のあと、どこかで見覚えのある銅像だなと
思っていると、作者の方が紹介され前橋文学館前の萩
原朔太郎像の作者三谷慎

しん

さんの作品とのこと。なるほ
ど。一度皆さんもご覧になって頂ければと思います。
　ただ、前橋公園周辺は今ポケモンGOをやっている
若い人であふれています。除幕式にたくさんの若い人
たちが来ているのかと勘違いしてしまいました。
　以上、会長の時間を終わります。
  幹事報告  　長谷幹事
１．９月のロータリーレートは、１ドル＝102円。

８月と変更ありません。
２．９月の理事会を９月６日（火）午前11時30分よ

り事務局で開催しますので、理事・役員の方は出
席願います。

３．次回９月６日の例会は、ロータリー情報・研修委
員会の坂内委員長の卓話となります。

４．歴代会長会が、本日（８月30日）18時より、「小
松」で開催されます。該当者の方の出席をお願い
します。

５．清水宣
のぶ

彦
ひこ

会員より、メモリアル・コントリビュー
ターとして寄付いただきましたことを報告いたし
ます。

  副幹事報告  　石塚副幹事
前橋中央ＲＣ、
富岡ＲＣ、
桐生赤城ＲＣ

  出席報告  　山田　浩史
会　員　数：117名

　　{ 出席者　84名
欠席者　33名

本日出席率：73.04％
　　　前々回訂正：79.82％

  ニコニコBOX報告  　狩野　明
■ 藤岡 南RC　今井会長…本日

はよろしくお願いします。
■福島 　英人…８月28日（日）

クラブ月例ゴルフコンペ
において、地の利（メン
バーコースの赤城国際カ
ントリークラブ）、時の利（濃霧のなか、私が
ティーグランドに立つとなぜか霧が晴れ）、人

の利（同伴者が一昨年の都丸会長と藤野幹事、
本年鴻田年度、長谷幹事）に恵まれ優勝するこ
とができました。参加皆様に感謝して。

■神山 　一成…結婚祝、誕生祝と立て続けに頂戴しま
した。有難うございました。

■疋田 　健一…結婚記念日に大変に美しいお花を頂き
ました。お心遣いに感謝します。

■髙玉 　真光…「ほほえみながら19号」の発刊を読
ませて頂きました。健康寿命を延長するため運
動、栄養と歴史の充実した記事に感銘をうけま
した。皆様も御愛読下さい。

■加藤 　敏雄…先日、㈱メモリードの役員を退任しま
したので、今月をもちまして歴史と伝統のある
前橋ロータリークラブを退会することとなりま
した。約２年間でしたが、会員の皆々様と知り
合うことが出来ましたことが、私にとって、大
変貴重な宝物となっております。引続き前橋市
内に勤務しておりますので、今後共よろしくお
願い致します。前橋ロータリークラブの益々の
発展と、会員の皆様方のご健勝とご多幸をお祈
り申し上げます。ありがとうございました。

■星崎 　功明…幼稚園の頃からの幼なじみ、髙橋秀実
ちゃんの入会を歓迎します。

■本田 　博己…メモリードの髙橋秀実さんの入会を歓
迎します。

■髙橋 　秀実…新入会員の髙橋です。微力ながら前橋
ロータリーの発展のため努力いたしますのでご
指導よろしくお願い致します。

■ＲＣ ローガンズ…昨日、8/29（月）RCローガンズ
のライブをやらせて頂きました。久々の大盛況
で大変に盛り上がりました。また、都丸元会長・
コールグロリアの方々 11名様にお越し頂き誠
に有難うございました。今後共、よろしくお願
い致します。

■天の 声…８月27日に故井田信夫様の一周忌法要が
執り行われました。「みなさん急いでこちらに
来るなよ！そして時には私を思い出してくださ
いね」と仰っていました。

  委員会・部会報告  　クラブフォーラム
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H28.4.12　入会

新会員です。切りとって会員名簿にはりつけて下さい。

８月ゴルフ例会
赤城国際カントリークラブ� 2016 年 8月 28日（日）
順位 プレイヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET GROSS

順位

優勝 福島　英人 43 38 81 9.60 71.4 1
準優勝 長谷　浩克 44 43 87 14.40 72.6 2
３位 清水　宣彦 52 50 102 28.80 73.2 9


