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2021. ６.29（火）　第3216回　夜間例会報告
例会日…火曜日（18：00）～前橋商工会議所　２階　さくら
（第1回　昭和28年9月8日創立）

会　　　長…望月　和子

幹　　　事…石塚　春彦

クラブ会報委員長…片山　康浩

編　集　者…神山　光永

  点　鐘  　望月会長
  ロータリーソング  　
　「奉仕の理想」

  ビジター  　望月会長
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   会長報告・会長の時間  　望月会長
　みなさま、こんばんは。
　本年度最後の例会となり
ます。コロナ禍に始まり、
コロナとともに歩み、コロ
ナで終わる１年でした。
　最後だけは、神様のお恵
みか、コロナ感染者数、前橋市はここ１週間０です。
夜間例会とすることができ、嬉しく思います。「さよ
なら例会」は、充分感染予防に気をつけて参りますの
で、お楽しみいただければと存じます。
　まず報告をさせていただきます。
　６月26日の上毛新聞に掲載されましたので、ご覧
になった方も多いと思います。
　理事会で検討した結果、前橋市教育委員会と前橋赤
十字病院に寄付をさせていただきました。
　教育委員会には、2020年度・2021年度ともに学
校フェスタ（前橋６RC共催）の中止、群馬交響楽団
による移動音楽教室の中止とのことで、「コロナ禍の
文化芸術の教育に活用してほしい」という趣旨で寄付
いたしました。
　前橋赤十字病院は、ダイヤモンド・プリンセス号の
コロナ患者受け入れから始まり、コロナ病床の最前線
で頑張っています。全科態勢で取り組んでいます。コ
ロナ病床に役立つものとして、モニターを寄贈いたし
ます。中野病院長より、モニターの使い方をぜひ伝え
てほしいということでした。モニターはコロナの重症
病床で使用とのことです。例えば、治療中に足りなく
なったものがあった場合、モニターがないと確実な情
報が伝わらず、防護服を脱いで備品を取りに行き、ま
た新たな防護服に着替えて病床に戻るそうです。モニ

ターで指示できれば、防護服を着たまま備品の受け渡
しができるので、非常に役にたつとのことでした。も
ちろん患者さんの様子を外から観察できます。少しで
も医師・看護師の方の役に立てば嬉しい限りです。
　感謝状は、事務局にありますので、ごらんください。
　さて今日が最終例会ですので、１年間を振り返って
みました。本年度は山田ガバナー年度でした。
・最重要事項の山田ガバナー年度の地区大会は、
2021年４月25日、服部陽子RI会長代理に御臨席いた
だき、ハイブリッド地区大会となりました。初めての
経験でしたが、さすが前橋クラブです。見事に成功裡
に終えることができました。深井実行委員長はじめ、
実行委員会の皆様、会員の皆様のお陰です。本当にあ
りがとうございました。
 ・例会についてです。
　試行錯誤の連続でした。コロナ禍での例会でしたの
で、感染予防に配慮したスクール方式・お弁当の持ち
帰りの短縮例会といたしました。感染者数の増加した
８月は、18日・25日は休会といたしましたが、７月
７日から2021年１月19日まで、対面例会でした。月
見例会は中止、クリスマス例会・新年例会は昼間に振
り替えて、いたしました。警戒度４になったため、１
月26日YouTubeによるオンライン例会、２月９日よ
りハイブリッド例会、５月12日まん延防止等措置が
発令されたため、５月18日より６月８日までZoom
とYouTubeによるオンライン例会を、その後まん延
防止等措置が解除されたため６月15日はハイブリッ
ド例会とし、本日に至りました。
　Zoomに関してですが、11月10日・17日に今泉会
員、角張会員に試聴テストをしていただきました。
Zoomのアカウント取得後、１月26日に試験配信、
２月２日理事会をZoomで行い、２月９日よりZoom
を取り入れた例会になっています。３月９日からは、
Zoom参加者の顔がうつるようになりました。例会前
の打ち合わせもZoomを利用しています。
　YouTubeも、以前は録画したものをアップしてい
ましたが、同時配信も行いました。前田理事、平出IT
記録保存委員会委員長、清水会員のお力によります。
本当にありがとうございました。まだZoomに関して
は、検討しなければいけない点もありますので、長谷
年度にお願いしたいと存じます。
　HPに関しましては、パスワード（akagi）を設定し、
会員専用ページを作成しました。



　例会の外部卓話を５回いたしました。最初の３回は、
コロナ関連の卓話でした。
　９月29日　群馬県立心臓血管センター顧問、大嶋
茂さん「COVIT-19と心疾患」
　10月13日　群馬県衛生環境研究所所長　猿木信裕
さん「新型コロナウイルス感染症」
　11月24日　上毛病院院長　服部徳昭さん　「コロ
ナとうつ病」
　２月16日　前橋市情報政策担当部長　松田圭太さ
ん　「スーパーシティ構想」
　３月30日　小説家・コメンテーター　濱嘉之さん
　いずれも五味プログラム委員会委員長の交友関係の
広さから、ご紹介いただきました。どうもありがとう
ございました。
・地区補助金プロジェクトに関しましては、「バラ園
パワーアッププロジェクト第２弾」で、菊川年度で香
りの強いバラを30本植えました。第２弾として、９
月29日バラ園「かおりのガーデン」の通路の整備を
会員の皆様と汗を流しました。このプロジェクトには、
江原元会員、中村敬太郎会員にお世話になりました。
・前橋クラブ初めてのグローバル補助金奨学生に秋葉
光恵さんが決まりました。留学後のご活躍が楽しみで
す。
・新会員研修は、まず７月21日・28日の炉辺会合で、
曽我PGより、「ポール・ハリスの足跡を尋ねて」の
ビデオを紹介いただき、見ていただきました。また本
田PGには、９月15日、新会員研修セミナーをしてい
ただきました。しかしコロナ禍のため、新人歓迎会が
できず、親睦を図れなかったことが残念です。
・親睦に関しては、コロナ禍のため、夜間例会は本日
だけとなり、新会員との親睦も深めることができませ
んでした。その中斉藤委員長を始め親睦・ロータリー
家族委員会の皆様には、クリスマス会・新年会・観桜
会と昼間の限られた時間での会でしたが、知恵を絞っ
ていただきありがとうございました。私の年度最初で
最後の夜間例会となります。どうぞよろしくお願いい
たします。
・反省点として、会員増強、純増１名が目標でしたが、
残念ながらできませんでした。退会者もやむをえない
理由とはいえ、力及ばず申し訳ございませんでした。
・数値目標ですが、財団、米山ともに何回もしつこく
お願いした結果、個人寄付財団94名、米山96名の方
のご協力がありました。本当にありがとうございまし
た。目標はクリアできました。
・My Rotaryの登録は、当初20％以下でしたが、85
名、71.43％までになりました。関口俊雄会員はこの
ためi-Padを買ってチャレンジしてくださいました。
事務局の湯浅さんが、一生懸命フォローしてください
ました。ありがとうございました。
　日本ロータリー 100年の記念すべき年度でしたの
で、米山記念館での移動例会を考えていましたが、夢
と消えてしまいました。なんの因果か、コロナの１年
でした。例会運営はコロナに翻弄されながら、Zoom、
YouTubeの例会がとりあえずできるようになりまし
た。一歩前に歩めたかなと思います。オンラインも含
め２回休会しただけで頑張りました。出席率が上がっ
たという嬉しい結果にもなりました。
　群馬銀行様には、大会議室をお貸しいただき、また

最新のプロジェクターもお借りできました。どうもあ
りがとうございました。
　最後にこの１年間、会員の皆様に暖かく支えていた
だきまして、コロナ禍の海を漂いながらもどうにか長
谷年度に渡すことができます。拙い会長の時間にお付
き合いいただきまして、本当にありがとうございまし
た。
　至らない私を支えてくださった石塚幹事、三輪副幹
事、そして事務局の五十嵐さん、湯浅さんに、心より
感謝いたします。会員の皆様のお陰で貴重な経験をさ
せていただき、ロータリーの素晴らしさを改めて実感
した１年となりました。本当にありがとうございまし
た。
  幹事報告  　石塚幹事
１． 来週より、次年度新体制と

なります。最初の例会場所
は、ここ前橋商工会議所と
なります。お間違えの無い
ようお願いします。

２． また、理事会も開催予定となっておりますので宜
しくお願いします。

３． 本日、Zoom配信しておりますが、冒頭の例会部
分のみとなります。宜しくお願いします。

１年間、ありがとうございました。
  副幹事報告  　三輪副幹事
前橋南ＲＣ、
伊勢崎ＲＣ、
富岡ＲＣ

  出席報告  　
会　員　数：119名　

  { 出席者　   95名
欠席者　   24名

本日出席率：81.20％
  ニコニコBOX報告    
■望月 会長・石塚幹事・三輪副
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」で乗り出
しあちこち漂いながら、
どうにか長谷港にたどり着きました。これも会
員の皆様が暖かく見守ってくださったお陰です。
本当に一年間ありがとうございました。

■斉藤 　美絵…本日はたくさんの方にご参加頂きあり
がとうございます。最初で最後の夜間例会です。
宜しくお願い致します。

■菊池 　千恵…昨日結婚記念日の美しいフラワーバス
ケットが届きました。花の香りがただよい、大
変いやされております。ありがとうございました。

■狩野 　　明…６月６日結婚記念日にステキなお花を
ありがとうございました。鮎解禁日で悪戦苦戦
中にLINEで、家内から連絡と写真が送られて
きました。それから、全く釣れなくなりました。
家内はとっても喜んでいましたが・・・。

■藤井 　政宏…６月ゴルフ例会で初優勝させていただ
きました。あいにくの雨の中でのプレーでした
が、同伴プレーヤーの三原さん・関口さん・清
水さんと楽しくできたおかげ、と感謝していま
す。賞品のバカラのグラスは、妻から「２つ揃



ったら使おうね」と言われ、箱の中で眠ってい
ます。２つ揃う日が来るのでしょうか・・・。

■武井 　　勉…６月24日付人事異動で本店営業部か
ら転出することとなりました。短い間でしたが
大変お世話様になりました。

■嶋田 　大和…本日は私の黄綬褒章受章にあたり、祝
賀会を催していただき誠にありがとうございま
す。これからも地域社会に貢献してまいります。

■都丸 　和俊…望月会長・石塚幹事・ピンチヒッター
の三輪副幹事、コロナ禍の一年間大変お疲れ様
でした。また山田ガバナーの熱い思いを会員の
総力で成し遂げた地区大会、前橋RCの底力に
敬意と感謝々・・

■菊川 　善明…望月会長、石塚幹事、三輪副幹事、一
年間おつかれ様でした。コロナ禍の中での活動
はいろいろと大変でしたが、最後に飲めてよか
ったネ！

■平方 　　宏…望月年度の締めくくりにふさわしく、
子供達に、夢と希望あふれる奉仕、喜ばしいと
思います。感銘をうけました。望月会長、石塚
幹事、三輪副幹事一年間ありがとうございました。

■板垣 　　忍…モッちゃん、イシちゃん、ミワちゃん
激動の１年お疲れ様でした。

■曽我 　孝之…望月会長１年間御苦労様でした。
■関口 　俊雄…感謝を込めて。望月会長丸の船出は一

年間、コロナに始まって、コロナに終る大変想
い出の多い一年間でした。石塚幹事、三輪副幹
事本当に御苦労様でした。

■宮㟢 　瑞穗…前橋赤十字病院に御寄付をいただきま
した。望月会長、会員の皆様に感謝いたします。

■高玉 　真光…群馬県病院協会に前橋ロータリークラ
ブから多額の金額を頂き、ありがとうございま
した。病院会一同、新型コロナ感染症の予防と
治療に努力致します。

■福島 　英人…コロナ禍のなかでのたいへんな１年間、

望月会長、石塚幹事、三輪副幹事お疲れ様でし
た。また、会員皆様には地区事業にご協力いた
だき誠にありがとうございました。山田ガバナ
ー、岡部地区代表幹事、地区副幹事皆様お疲れ
様でした。

■本田 　博己…望月年度そして山田ガバナー年度が、
成功裡に大団円を迎えたことを称え、また感謝
いたします。

■曽我 　隆一…山田ガバナー、望月会長年度は終始武
漢ウイルス対応でした。本日、前橋クラブの今
年度「さよなら例会」がリアルで開催できたこ
とを皆様とお祝して。少々。

■山田 　邦子…前橋ロータリークラブから、初の女性
ガバナーとして輩出していただきましたことに
心から感謝いたします。望月会長はじめスタッ
フの皆様のご尽力に支えられ心に残るガバナー
年度でした。１年間有り難うございました。こ
れからは、パストガバナーとして、クラブに、
地区に全力を尽くす所存です。よろしくお願い
します。

  ロータリーソング  　
　「４つのテストの歌」

６月ゴルフ例会
高山ゴルフ倶楽部 令和３年６月19日（土）

順位 プレイヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 藤 井 政 宏 45 51 96 22.8 73.2

準優勝 米 田 俊 博 45 42 87 13.2 73.8

３位 髙 橋 秀 実 51 46 97 22.8 74.2



※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます


