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狩野会長

ロータリーソング 「奉仕の理想」
退会の挨拶
前橋赤十字病院 宮﨑 瑞穗会員

ビジター紹介
狩野会長
◎米山奨学生
ブヤンダライ バトツェツェグ さん
◎前橋国際奨学生
フレルバートル ボロルトヤ さん

チョウ ロ さん
乾 杯
関口会員

記念品贈呈

狩野会長、岡部副会長

■誕生祝
池畠 邦和、都丸 和俊、小林 要一、廣瀬 信二、
五味 典雄、小川 恭子、関口 尚人、矢端 和之、
中野 正彦、楠本 雅史、宮﨑 瑞穗
■結婚祝
片山 康浩、北村
啓、山下 佳之、髙橋
豪、
小中 和子、渡邉 裕士、廣瀬 信二、関㟢 宜史
■皆勤賞
佐伯
一（満２年）、 廣田 哲也（満４年）
石塚 春彦（満４年）、 伊藤 雅典（満４年）
小林 幹昌（満13年）、 岡部 幹雄（満15年）
奨学金贈呈
狩野会長
◎米山奨学生
ブヤンダライ バトツェツェグ さん

◎前橋国際奨学生
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ボロルトヤ さん
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狩野会長

ガバナー諮問委員会 委員
曽我隆一会員、本田博己会員、山田邦子会員、
岡部幹雄会員、菊川善明会員、小林洋樹会員、
菊池千恵会員、佐伯 一会員、遠山昌子会員、
前田 修会員
ロータリー財団より
会員（ポールハリスフェロー バッジと認定書）
会員（マルチプルフェロー２回の襟ピン）
会長の時間
狩野会長
【理事会報告】
①７月・８月の行事予定
②会員退会審議の件
③会員候補者審議の件
④出席免除者の件
⑤被災会員の件
⑥会費減免会員の件
⑦寄付行為の件
⑧奨学金基金の基本財産から運用財産への繰り入れの件
【会長方針】
RC基本コンセプト 「温故知新」

デジタル化の恩恵と環境
笑顔の輪をロータリークラブ・地域社会に広げるために
まず全会員が笑顔になること。
 月から通常例会モードで食事をします。ハイブリッド
７
も併用する
【重点目標】
１．会員増強と退会防止（会員紹介カードの作成 １名
紹介／１人）
２．部活動の充実（ゴルフ・野球・コーラス・ブリキマン）
３． 例会出席率の向上（会員卓話の充実 10回／年外
部卓話の充実）

スピーチ時間５分／一人
１回の卓話で４人にスピーチをしてもう
年間全10回卓話の時間を設定し、計40人にス
ピーチをしてもらう
４．会員相互の親睦・情報交換（夜間例会の充実）
５．地区補助金事業（ターサ・エデュケーションへの寄付）
補助金事業の在り方及び対象となる施設・団体
の掘り起こし
毎 年のチャレンジにするために会員よりアン
ケートをとり、リストを作成する
６． 公共イメージの向上（ホームページの充実・SNS
の発信・マスコミとの連携）
地域社会奉仕と広報活動によるロータリー活動
の推進 ホームページの充実
７．ICTの推進とDXの推進
前橋ロータリークラブのデジタル化の推進
My Rotaryの登録90％以上
８．環境への取り組み（３Rと食品ロス – 3010運動）
できることのSDGｓと食品廃棄ロスへの取り組み
３つのＲの推進と3010運動の推進
９．水戸・新潟RCとの交流（友好倶楽部訪問・観桜家
族例会への招待）
10．会員研修及び会員のロータリー活動の理解を深める
（ロータリーサロン）
11．70周年に向けての準備（70周年準備特別委員会）
幹事報告
星野幹事
１．今年度の例会の開催について
 今年度は可能な限り通常例会
に戻していく予定です。ただし
ソーシャルディスタンス、３密
回避を踏まえ例会場所を基本
「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
用できるという事ですので、前橋商工会議所とロイヤ
ルチェスター前橋と場合によってはZoomにおけるハ
イブリット例会といたします。
２．炉辺会合の開催について報告いたします。
開催日時：７ 月５日、７月12日、７月19日、８月２
日の18：30 ～
開催場所：全日程、朔詩舎となります。
本日７月５日の出席者予定は16名です。
３．委員会方針発表について報告いたします。
 ７月12日・７月19日・７月26日の例会で実施致します。
６月23日にFAXで通知済となっております。
 各日10名程度、発表時間は一人２分でお願いします。
４．新潟ロータリークラブへの友好訪問について報告いた
します。
７月26日例会終了後、参加予定人数は27名です。
 尚、案内には群馬銀行出発となっておりましたが、ロ
イヤルチェスター前橋出発でございます。訂正いたします。
５．ロータリーの友事務所より。新年度「友」印刷版、電
子版の選択が可能になりました。電子版はID、PWが必
要です。詳細は事務局までお願いします。
６．ガバナー月信について
 当面、ガバナー月信は回覧を自粛させて頂きます。月
信につきましては地区のホームページを利用した閲覧を
お願いします。
７．７月のロータリーレート １ドル＝136円です。

８．中村会員よりグランピングサイト内覧会のお知らせが
あります。ボックスにチラシを入れました。詳細は中村
会員へお願いします。
副幹事報告
池畠副幹事
例会変更のお知らせ
伊勢崎東ＲＣ、富岡かぶらＲＣ

出席報告
小林会員
会 員 数：113名
出 席 者：   95名

{

76名
実出席者 
Zoom参加者 19名
欠 席 者：18名
    

本日出席率：85.59％
ニコニコBOX報告
清水会員
■狩野会長・星野幹事・池畠副幹
事…新 年 度 が い よ い よ ス
タートしました。
笑顔の輪が広がる例会にし
ていきたいと思います。
■関口 俊雄…狩野会長、星野幹
事さんの船出を祝して。コロナに負けずに頑張って
ください。
■パストガバナー 曽我 隆一…長谷年度から狩野会長へ
無事にバトンタッチを祝して少々。
 世界の会員は７月１日で約９千人増加。アメリカ
は減少。アジアは増加傾向。残念ながら日本はコロ
ナもあって減少です。
■曽我 孝之…狩野会長の出帆を祝して。
■山田 邦子…狩野年度を楽しみにしております。
■平方
宏…狩野年度のスタートを心よりお祝い申し上
げます。
■都丸 和俊…狩野会長・星野幹事・池畠副幹事、コロナ
と仲良く一年間、楽しいクラブ運営を宜しくお願い
します。
■矢端 和之・藤野 隆司・清水 宣彦…狩野会長の就任
祝いとして、少々。趣味の世界で遊んで頂いている
仲間より。
■福島 英人…今年度へのエールとして。困難を可能に変
えるロータリー 笑顔で目ざす。夢 明らかに。１
年間がんばってください。
■福島 英人…長谷年度の皆様お疲れ様でした。
長谷直前会長、好きなゴルフを始めて下さい。
 小林直前幹事、関口直前副幹事、出席委員会が欠
席委員会にならないよう、がんばってください。
■宮﨑 瑞穗…長らくお世話になりましたが、この度退会
することになりました。長年の御厚情に感謝いたし
ます。前橋ロータリークラブの今後の発展と会員皆
様の御健勝と御活躍をお祈りします。
■小林 要一…誕生祝い頂き、ありがとうございました。
■中村敬太郎…弊社、新事業としてグランピング場をお蔭
様で７月15日に沼田市でオープンする運びとなりま
した。内覧会を７月12日～ 14日で開催いたしますの
で、是非お時間のある方はお気軽にお越しください。
■ニコニコＢＯＸ委員会一同…狩野会長、星野幹事、池畠
副幹事の就任を祝して。
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※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

