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皆様、明けましておめでとうございます。本日の司
会を務めさせていただきます私、前橋北ロータリーク
ラブ幹事の國岡と申します。どうぞ、よろしくお願い
いたします。
それでは 前橋ロータリークラブ第3121回、前橋西
ロータリークラブ第2701回、前橋東ロータリークラ
ブ第1995回、前橋北ロータリークラブ第1632回、前
橋南ロータリークラブ第1591回、前橋中央ロータリー
クラブ第1166回、前橋６ロータリークラブ合同新年
例会を開会させていただきます。
点 鐘
前橋北ロータリークラブ

亦野 高裕
ソングリーダー
前橋北ロータリークラブ副幹事 廣木 晴久
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代理 前橋行政県税事務所長 田村 裕 様
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山本 龍 様 後程、遅れてまいります。
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前橋商工会議所会頭 曽我 孝之 様
インフルエンザの為本日欠席
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ＲＩ第2840地区ガバナー 宮内 敦夫 様（館林RC）
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ＲＩ第2840地区パストガバナー 曽我 隆一 様
（前橋RC）
ＲＩ第2840地区パストガバナー 福田 一良 様
（前橋西RC）
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ＲＩ第2840地区ガバナーエレクト 森田 高史 様
（伊勢崎RC）
ＲＩ第2840地区 第1分区ガバナーノミニー
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山田 邦子 様（前橋ＲＣ）
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ＲＩ第2840地区 地区幹事 小暮 雅丈 様
（館林RC）
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ＲＩ第2840地区 地区幹事 新井 良和 様
（伊勢崎RC）
ＲＩ第2840地区 第1分区ガバナー補佐
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ひろし

中島 博 様（前橋南RC）
ＲＩ第2840地区 第1分区次年度ガバナー補佐
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会長の時間

前橋北ロータリークラブ会長 亦野 高裕

会長

国歌並びにロータリーソング

おおさわ

集
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石川 直美 様（前橋中央RC）

皆様、あけましておめでとうございます。本年もよろ
しくお願いいたします。前橋６RC合同新年例会の今年
のホストクラブは前橋北ロータリークラブになります。
誠に僭越ではございますが前橋北ロータリークラブ平
成最後の会長を務めさせていただきます亦野高裕が会
長の時間をやらせていただきます。
本日、お寒い中、前橋６RC合同新年例会お越しいた
だき誠にありがとうございます。昨年末からインフル
エンザが大流行いたしまして本日も多くの方が欠席と
なりました。皆様もインフルエンザにならない様にお
気を付けください。インフルエンザは熱が下がってか
ら、発症してから５日間は外出もしないで下さいという
ことなので、感染者を増やさないためにも拡大防止の
ためにもお気を付けください。
さて、平成31年、早くも一カ月が過ぎようとしてい
ます。今年はさまざまなイベントがございます。
まずは５月から新元号になります。私の伯父が30年
前に「平成」という紙を掲げて平成がはじまりました。
それから30年を経まして新元号になります。
（そうなん
です、伯父が元首相の小渕なんです(^^)）
先日、焼き鳥屋さんで焼き鳥を食べていましたら隣
に若い男性二人組がおりまして、もう一人年配の方が
きて３人で焼き鳥を食べていました。サッカークラブの
話でパスの話をしていました。パスの取り方の話で年
配の方が「我々はこうにとるんだよ」と話をしたら若
者たちが「それは昭和のプレーですよ」と言われてお

りました。今の人は平成で昭和というのは一昔前の話
なのかと思いました。考えてみますと新元号になると
我々は二昔前の人たちになってしまうのではと、非常
に寂しい思いをした記憶がございます。そして４月には
県議会選、７月に知事選と参院選が控えております。今
年はあと10月に消費税も上がるということで、今年は
考えただけでもさまざまなイベントがあり、忙しくなる
なというおもいでおります。スポーツの方も先週、女
子テニスの大阪ナオミ選手が優勝しましたし、今年、ラ
グビーのワールドカップも日本で開催されるということ
で楽しいイベントもたくさんあります。今年もロータ
リークラブの会員一丸となって「明るい前橋、群馬、日
本」
、世界がよくなっていくことを祈念いたしまして一
年を過ごしていただきたいと思います。本日前橋のロー
タリークラブの会員が一堂に集まります。こういう機会
も珍しいと思いますので皆様大いに懇親を深めていた
だいて大いに楽しく飲みましょう。会長の時間を終わり
ます。ありがとうございました。
幹事報告
前橋北ロータリークラブ
本日特にございません。
出席報告

幹事

國岡

充朗

前橋北ロータリークラブ 出席委員長 井上 洋樹
本日の出席は各クラブほぼ 100％でございます。
ニコニコBOX報告
前橋北ロータリークラブ
ニコニコBOX委員長 齋藤 慎佳
本日は多数のご奉仕を頂いております。ありがとう
ございます。
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前橋 6RC 代表挨拶

前橋南ロータリークラブ会長

石井

英智

様

余興の方が気が楽なんですが、皆さん改めまして明
けましておめでとうございます。前橋南ロータリーク
ラブ会長の石井でございます。本日は６クラブを代表
して挨拶ということで何やら大役を頂いてしまってス
ピーチがまとまらないのですが、とりあえず、やって
みようかなと。激動する世界情勢の中でロータリーク
ラブがいかにあるべきか。私は考えました。これを一
言で表した言葉「クラブを元気にする」
「世界に奉仕
をする」
「皆でまわそうロータリーの輪」この言葉に
たどり着きました。
我々の年度は後半年をきってしまいましたが消化試
合と思わずにますますクラブを元気にして世界に奉仕
をしていきたいと思います。本年がご臨席の皆様と
ロータリーファミリーの皆様にとって実りある一年で
ありますようにご祈念申し上げまして、私の挨拶とさ
せていただきます。ありがとうございました。
ガバナー挨拶
ＲＩ第 2840 地区ガバナー

宮内

敦夫

様

会

改めまして皆さん、明けましておめでとうございま
す。前橋北ロータリークラブ親睦委員長の角張でござ
います。不慣れですが司会を務めさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。それではまず最初
に開会のご挨拶をいただきます。
開会挨拶
前橋東ロータリークラブ会長

釘島

伸博

様

ただいまより、前橋６RC 合同新年例会を開催いた
します。よろしくお願いいたします。

皆さん、明けましておめでとうございます。今年度
もあと半年。よろしくお願いいたします。昨年中、ガ
バナー公式訪問等々、皆様には大変お世話になりまし
た。多分ガバナーにならなければ前橋のこういう会に
出ることもなかったでしょうし、私の人生の中で番狂
わせなことばっかりして、学校をやめてからゆっくり
のんびりと庭などの草刈りでもしようと思っていたの
ですが、この機会に恵まれてこうしてこちらの合同新
年例会で皆さんの前でお話しできる機会をもらい幸せ
でございます。あと残る半年でございますが、森田年
度が着々と進んで準備万端で宮内さんいつでもやめて
いいよっていう体制になりましたので、安心してあと
半年過ごさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。そして私が誇りに思えるのは、言うと明日風邪
をひいてしまうかもしれませんが、風邪をひくことが
少ないんです。いままで、ここの所10年くらい風邪
をひいてないと思います。ですから平成の間で風邪を
ひいたのは３回か４回位だろうとおもいます。ともか
く田舎に住んでいるものですから人と接する機会が少
ない。人込みには出ない。電車には乗らない。誠にそ
れがよろしいのではないかと思いますけど、それでは
ロータリアンとは言えません。どうぞ皆さん親しく接
してロータリーを楽しんで、そしてその結果として社
会奉仕、あるいは自分のロータリー活動を通じての人
格形成にお勤めいただきたいと思います。今日はゆっ
くりとお世話になります。ありがとうございます。
来賓挨拶
おおさわ

次年度会長
前橋ロータリークラブ
菊川 善明
前橋西ロータリークラブ 渡邉 敏彦
前橋東ロータリークラブ 藤川
孝
前橋北ロータリークラブ 湯澤
晃
前橋南ロータリークラブ 山岸 直樹
前橋中央ロータリークラブ 小渕 恵美子
次年度会長幹事代表挨拶

次年度幹事
小林 洋樹
町田 伸行
三川 幸一
廣木 晴久
徐
信基
東城
巌
ゆ ざわ
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前橋北ロータリークラブ 会長エレクト 湯澤 晃
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群馬県知事 大澤 正明 様
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代理 前橋行政県税事務所長 田村 裕 様
新年あけましておめでとうございます。
ロータリークラブの皆様には健やかな新春をお迎え
のこととお喜び申し上げます。
皆様方には、日頃より県政の推進に格別のご理解と
ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。また、
「ま
えばし学校フェスタ」開催などによる教育、文化の向
上、留学生の支援と国際交流、街の環境美化など様々
な活動を通じて地域の活性化に多大なご貢献を頂いて
おりますことに深く敬意を表する次第です。
昨年、群馬県では平成30年の上期工場立地が件数と
面積共に全国一位となりました。件数と面積がともに
１位というのは初のことであり、本件の交通環境の優
位性や拠点性が総合的に評価され、大変うれしく思っ
ております。
本年はさらなる産業活力の向上のため、
「人・モノ・
情報」を呼び込む拠点として群馬コンベンションセン
ター「Gメッセ群馬」の建設を着実に進め、県内事業
者の参入支援や交流人口の増加による経済需要の喚起
や女性・若者が活躍できる雇用の場の創出につなげる
など、全庁一丸となって取り組んでまいりますので、
皆様のお力添えをお願い申しあげます。
結びにロータリークラブの今後のますますのご発展
とご参会の皆様のご健勝を祈念申し上げ、お祝いの言
葉といたします。
次年度会長幹事紹介
いのうえ

ふ み こ

前橋中央ロータリークラブ 会長 井上 芙美子

皆さん、明けましておめでとうございます。次年度
前橋北ロータリークラブ会長を仰せつかりました湯澤
です。今日は前橋６RC合同新年例会ということで次
年度の代表として挨拶をさせていただきます。今日は
事実上、初めて次年度の会長幹事が一斉に集まって同
じテーブルで食事ができるということで楽しみして来
たのですが、挨拶をするということで私だけ隣の席に
なってしまいまして、ちゃんとコミュニケーションを
とれるか心配なのですが、なにしろ目の前にガバナー
エレクトがいらっしゃいますのでさらに大変な席にい
るなーと緊張しているところです。私と同じ職業の石
井英智先生がとんでもない挨拶をした後、私もあとに
続けということで。緊張していたのですが少し楽にな
りました。今年度も半年を切ったということで次年度
に向けていろいろ研修だとか３月には宿泊の研修もあ
りますし徐々に気分が盛り上がっていくかなと思って
おります。今年はいのしし年ということで先ほど亦野
会長からもありましたが、いろいろなイベントが待ち
構えているということで猪突猛進しつつきちんとすべ
てをクリアーしてロータリーも開始後から１年間つつ
がなく充実したロータリー生活を皆さんが送れるよう
に会長幹事力合わせて６ロータリークラブ頑張ってい
きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ということで今日はせっかくこれだけの人数が集まっ
ているということで、ぜひ、私も1クラブ会員として
あるいは来年のエレクトとして皆さんと交流を深めた
いと思います。今日からですがこれから１年半よろし
くお願いいたします。以上です。
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第2840地区 第1分区ガバナー補佐 中島 博 様

余興・アトラクション紹介
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前橋西ロータリークラブ

し みず

会長

のりあき

清水

憲明

手に手つないで

ソングリーダー
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※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

