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ロータリーソング
「奉仕の理想」
司 会
三輪副幹事

◎前橋東ロータリークラブ
R I 第2840地区
ガバナーエレクト

足立
進 さん
地区幹事 石原 保幸 さん
◎米山奨学生
 スレンダバガ
  記念品贈呈   望月会長
■誕生祝
池畠 邦和、都丸 和俊、
小林 要一、岡山 和裕、
廣瀬 信二、引馬 章裕、
五味 典雄、猪熊 政和、
林
徹郎、矢端 和之、
北野 義浩、中野 正彦、
宮㟢 瑞穗
■結婚祝
片山 康浩、北村
啓、
土屋 恵吾、引馬 章裕、
小中 和子、廣瀬 信二
■皆勤賞
星野 大輔（満１年）
、大畑
廣田 哲也（満２年）
、石塚
伊藤 雅典（満２年）
、小林
岡部 幹雄（満13年）

望月会長
本年度会長を務めさせてい
ただきます望月でございます。
生まれ育った家で、小さな皮
膚科医院を開業しております。
山田ガバナーに続く２人目の
女性会員として入会し、17年
目になりました。年数的には
中堅に入るのでしょうが、ぼーっと生きていましたの
で、不安で一杯です。医者の中でも、内科や外科と違
いマイナーな科ですので、甚だ経験値が不足しており
ます。ですがお引き受けした以上は、皆様にお教えい
ただきながら、石塚幹事・三輪副幹事とともに、一生
懸命務めさせていただきたいと存じますので、１年間
どうぞよろしくお願い致します。
コロナ禍でのスタートとなってしまいました。自粛
要請が解除され、一旦小康状態でしたが、ここの所東
京・近県での感染が増加しています。正にコロナとの
共生の日々です。会員の皆様の健康に配慮しつつ、状
況を見ながらの例会運営となります。コロナ禍におけ
るロータリーの意義を改めて考える1年になるのかも
しれません。
会長の時間

ビジター

ビンデリヤ

さん

孝弘（満１年）
、
春彦（満２年）
、
幹昌（満11年）
、

  奨学金贈呈  
米山奨学生
スレンダバガ ビンデリヤ さん
委嘱状交付
地区ガバナー・山田邦子会員、ガバナー諮問委員・曽
我隆一会員、ガバナー諮問委員・本田博己会員、岡部
幹雄会員、鴻田 敦会員、福島英人会員、板垣 忍会
員、清水雅弘会員、佐伯 一会員、関口知義会員、伊
藤雅典会員、小神野憲司会員、加藤真一会員、菊池千
恵会員、小中和子会員、小林洋樹会員、廣田哲也会員、
増田晋一会員、三輪 斉会員、横田幸雄会員

さて本年度は、当クラブ７人目となる山田ガバナー
年度です。ガバナー事業に全面的に協力するとともに、
たくさんの方が地区役員・地区委員として出向されて
います。１年間どうぞよろしくお願い申し上げます。
例会に先立って行われました理事会の報告をさせて
いただきます。
①行事予定は、後ほどBoxに入れさせていただきま
す。炉辺会合は、当初中止せざるを得ないと考えてい
ましたが、菊川年度に倣いロイヤル・チェスターの広
い部屋で、７月21日・28日に行う予定です。出席の程、
よろしくお願い致します。
②クラブ細則の変更についてです
菊川年度で、２項目の細則の変更が決まり、2020年
７月１日より施行されます。変更については、後ほど
資料をいれますので、ご確認ください。
③退会会員は、６名となり117名でのスタートです

2020年６月30日

樋口 明 会員
   高浦 孝好会員
   都丸 正樹会員
2020年７月２日 金子 朋廣会員
   吉永 國光会員
   吉田 典之会員
④会員候補者が審議されました
関口雅弘さん（株）上毛新聞社
江原 洋さん（株）東和銀行
理事会では承認されましたが、例会での承認が必要
ですので、お諮り致します。賛成の方は拍手をお願い
致します。ありがとうございました。拍手多数であり
ますので、入会の手続を進めさせていただきます。
以上、理事会報告です。
今年度RI会長のテーマは、
「ロータリーは機会の扉を開く」
Rotary  Opens  Opportunities
山田ガバナーの地区スローガンは、
「Happiness  to  Serve」
より多く奉仕して、より多くの喜びを分かち合いま
しょうです。ロータリーの中核の奉仕を取り上げてい
ます。
それを受け、今年度の基本方針は
「友情を深め、奉仕の輪を拡げよう」としました。
コロナ禍において、会員相互の絆を深め、助け合い、
奉仕活動を実践していきたいと思います。
１年間、どうぞよろしくお願い致します。
幹事報告
石塚幹事
１．当面の例会の開催について
本年度より、ソーシャルディ
スタンスなど３密回避の社
会情勢を踏まえ例会場所を
ここ群馬銀行 本店営業部
大会議室を使用させて頂き
ま す。 た だ、 空 い て い る と
きのみ使用できるという事なので、次回は商工会議
所となります。今月は、毎週場所が変わりますので
行事予定の確認を宜しくお願いします。
また、今月まで短縮型の例会とさせて頂きます。
２．炉辺会合の開催
開催状況を検討しておりましたが、本年度の炉辺会
合を開催致します。
７／ 21、７／ 28の２回に分けて開催したいと思い
ます。急な予定で申し訳ありませんが、本日案内を
出させて頂きますので都合の良い日程で参加をお願
いします。
３．委員会方針発表
今年度は、短縮型例会の為、委員長ではなく担当理
事に代表して発表して頂きます。
４．ガバナー補佐訪問
山田ガバナー年度の地区運営方針伝達の為、当クラ
ブ福島ガバナー補佐にお願いします。
日時：７月14日 福島ガバナー補佐来場
５．ガバナー月信
本日、BOXにガバナー月信の案内版が入れてあり
ます。
今月は、まだ回覧を自粛させて頂きますので是非Ｑ
Ｒコード等を利用した閲覧をお願いします。
６．細則規定の変更
７月１日より施行される細則改定点をBOXに配布
します。
７．７月のロータリーレート １ドル＝107円

副幹事報告
三輪副幹事
桐生西RC・富岡かぶらRC
出席報告
会 員 数：117名
出席者 107名
欠席者   10名
本日出席率：93.86％
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ニコニコBOX報告   
■足立 進、石原 保幸…山
田ガバナーご就任おめ
でとうございます。前
橋クラブの皆様のご健
康と会の増々のご発展
をお祈りします。本日
のメイクよろしくお願
いします。
■曽我 隆一…山田ガバナー、
望月会長年度の船出を
祝 う と 共 に、 前 年 度、
菊 川 会 長・ ス タ ッ フ に
対しご苦労様を申し上
げます。又、今日は足立ガバナーエレクト、石
原地区幹事のご来訪を歓迎して、少々。
■山田 邦子…望月会長の活躍を応援いたします。地
区山田邦子ガバナーとの連携は、たしかなもの
です。よろしくお願いします。
■山田 邦子…本日、BOXに入れました青い地区バッ
ヂは当クラブ元会員で彫刻家の池田カオルさん
のデザインによるものです。一年間、よろしく
お願いします。
■曽我 孝之…望月会長の門出をお祝いし、ご活躍を
お祈りいたします。
■宮﨑 瑞穗…山田新ガバナー、望月新会長お二人の
一年間の御活躍をお祈りします。
■福島 英人…菊川年度役員の皆様、１年間お疲れ様
でした。いよいよ望月年度となりますが、役員
皆様がんばってください。なお、個人的には、
山田ガバナー年度のガバナー補佐を拝命しまし
た。会員皆様にいろいろご協力いただくことが
あると思いますので、どうぞよろしくお願いい
たします。
■平方
宏…望月年度、山田ガバナーのスタートを
お祝いして。
■都丸 和俊…日本のロータリー100周年という記念
すべき年度に望月会長・石塚幹事・三輪副幹事
の門出を祝すと共に、山田邦子ガバナーを前橋
RC女子会と全会員で今年度ご支援する事を誓
い、少々。
■板垣
忍…いよいよですね。どうせ一回しかでき
ない会長です。思う存分暴れまくってください。
レディース＆ジェントルマンの私たちメンバー
は、ひろーい心でエールを送ります。がんばれ
！もっちゃん・いしちゃん・みわちゃん
■北村
啓…結婚記念日にお花を頂き、誠にありが
とうございました。
■望月会長、石塚幹事、三輪副幹事…本日より一年間
よろしくお願いいたします。

※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

