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幹事退任のご挨拶
　　　　　　　　　　　 幹事　上柿　敬一
　本日無事に最終例会をむかえる事が出来きました。メン
バーの皆様には大変お世話になり、感謝申し上げます。
　今年度はコロナ感染拡大という予想だにしなかった出
来事により、3月から3か月以上にわたり例会が開催出来
ない日々 が続きました。本来であればこの時期に行われる
予定であった当クラブ担当の5RC関連行事や、ホノルル
開催の世界大会等が開催されなかった事は残念でなり
ません。しかしながら2月のコロナ前のぎりぎりのタイミング
で行く事が出来た45周年親睦旅行はより一層の良い思
い出になっています。
　松原会長のリーダーシップのもと、本年度は寄付100%
達成、会員数100名達成と目標をクリアすることが出来ま
した。幹事としてなにも出来ませんでしたが、委員長をは
じめとした委員会のメンバーの皆様のご協力により達成
出来たこと心よりお礼申し上げます。未達成だった事も
多々ありますがお許し頂ければ幸いです。
　最後にもう一度会員皆様に感謝申し上げ、次年度体制
にも変わらぬご協力をお願いし退任の挨拶とさせて頂き
ます。一年間ありがとうございました。

会長退任のご挨拶
　　　　　　　　　　　 　会長　松原　香
　今年度はかつてない新型コロナウィルス感染症問題で
後期の活動を行うことが出来ず、皆様には大変ご迷惑を
お掛けし、誠に申し訳なく心よりお詫び申し上げます。
　私、個人的にも会長職を全う出来ず残念に思っており
ます。そんな中でも昨年7月のスタートから顧みますと。
1．長年の懸案事項でありました3大寄付（R財団、ポリオ
　 基金、米山奨学金）の自動引落しシステム導入により、 
　 全員100％達成が出来ました。
2．会員増強では県内45クラブのうち、高崎RC、前橋RCに 
　 続いて3クラブ目の会員数100名超えを目標に掲げ、スタ
　 ート当初から特別プロジェクトチームを立上げ、増強委
　 員長の新井 洋介さん、プロジェクトリーダーの山崎さん、 
　 サブリーダー小林（ｆｉｘｅｒ）さんを中心として、全会員の 
　 ご協力のお陰で目標を達成する事が出来ました。
　数少ない行事ではありましたが
・8月の納涼夜間例会では、児島親睦委員長を中心に委
　員会皆様のお骨折りで、前橋市内のCENTOにて高崎
　ＲＣの田中パストガバナー他3名の特別来訪者にも出席
　いただき、会員の配偶者と共に楽しい一時を過ごしました。
・年末のクリスマス例会では会員の家族、お子様、お孫様、
　元会員の星野さんご夫妻、古賀さん、小堀さんにもご参
　加いただき、大いに盛り上がりました。
・年が明けてコロナ禍が発生する直前、45周年記念親睦
　旅行。米山梅吉記念館から南伊豆河津町、クラブ最年
　長の久保田さんご夫妻、船田さん、吉田さん、山崎さん、
　羽鳥さん方々、大先輩会員にもご参加をいただき、児島委
　員長、松本親睦委員、そして中央旅行社長の中島さん
　達の協力により懇親を深めることが出来ました事は何より
　の幸いと、参加協力して下さいました皆様に心より感謝
　申し上げます。
　今後につきましては、まだコロナ問題が予断を許さない状
況ですが、会員同志が仲間としての絆を結び、危機を乗り
越え試練に打ち勝って、未来に向けてより充実したロータリ
ークラブを目指して発展していく事を節に願っております。
　1年間お世話になりました。ありがとうございました。



◇ 委員会報告
１.出席委員会：上柿幹事
　  当日の出席率（出席免除会員21名）

　  2/16 修正出席率（出席免除会員2名）

2.ニコニコBOX委員会：小田委員
　　　　　　　　　　　　累計　370,000円
・松原　香さんには、久々の例会で皆様の元気な
　笑顔にお目にかかれてほっとしました。どうぞ楽しい
　一時を！！
・船田　正さんには、3月24日、誕生日でした。
・羽鳥基宏さんには、誕生日ありがとうございます。
・大美賀勤さんには、3月誕生日です。
・田島義文さんには、3月誕生祝い、いただきありが
　とうございます。
・大竹昌樹さんには、4月誕生日でした。ありがとうご
　ざいました。
・橋本　力さんには、誕生日のお祝いありがとうござ
　います。
・小保方英雄さんには、誕生日、ありがとうございます。
・澁澤克也さんには、久々の例会です。雑誌委員会、
　1年間お世話になりました。
・新井孝也さんには、4月で51才になりました。
・中嶋創史さんには、フルーツトマトを皆様に購入して
　頂き大変ありがとうございました。今後とも宜しくお願い
　致します。
・久保文孝さんには、父、久保　勲のお墓が無事に
　完成しました。改めて、生前は大変お世話になりま
　した。

第2097回例会報告（6月11日）
◇ 点鐘
◇ 会長報告
　かつてない事態となり、我々執行部もどうやって例会 
　を再開するかということをいろいろと考えて参りました。
　なんとか6月のこの日に例会をスタート出来たことを
　喜んでおりますが、なかなか予断を許さない状況では
　あります。しばらくは、手探りでこの例会を開催してい
　かなければならないということで、皆さんのご協力を
　戴きながら、少しでも良い会にしていきたいと考えて
　おります。今日は皆さんとこうして直接、顔をあわせる
　事ができて何よりうれしく思っております。今後も、
　何か事態が起こった時には、皆さんと意見を交わし、
　少しでもよい方向に進んでいけるよう、どうぞご協力
　をよろしくお願い致します。

◇ 幹事報告
・例会再開につきまして、例会場は50人前後で限定し
　て開催したいと考えております。
　その他ズームでの参加、出席免除、3通りでの例会参
　加とさせて戴きます。
　食事については、お弁当を用意しております。例会終
　了後、お持ち帰り下さい。また、お弁当ですが、例会に
　出席とご連絡をして戴いた方のみの準備となりますの
　で、例会出席の際は、必ず事務局へご連絡をお願い
　致します。
・本日、青山さん、北原由美子さん、小久保さん、束田
　さん、堀川さん、松本利宏さん、大和さん、栗原さんが
　ズームで例会参加されています。栗原さんは、本来
　例会場で例会出席の予定でしたが、例会場の人数
　制限により、ズームでの出席に変更となっています。
・伊勢崎中央ＲＣ創立45周年を記念して、いせさき市民
　のもり公園への河津さくら植樹の感謝状が届いて
　おります。

会員数 出席者 欠席者 出席率
84名 71名 12名 85.54%

会員数 出席者 欠席者 出席率
94名 92名 0名 100%

　　　　本日のプログラム
2019-20年度最終例会
皆勤表彰（3月度）　3年　浅野香奈さん
クラブ細則改定決議



新入会員紹介3.会員増強退会防止委員会：新井洋介委員長
　年当初より、皆様には会員増強及び退会防止に多大
　なるご協力を戴きありがとうございます。
　本来であれば会員増強プロジェクトの解散式を行い
　たいところですが、このような状況ですので、後日、書面
　にて解散のご報告をさせていただきたいと思います。
　本日現在で年当初の目標をクリアして101名となって
　おります。改めまして皆様に御礼申し上げます。

○プログラム
・新入会員紹介
　園部泰士さん・武井秀泰さん・根岸孝行さん
・各御祝・「Ｒの友」紹介：澁澤委員長
・米山カウンセラー高沢克治さんへ感謝状授与
・次年度関連について
　　次年度方針発表、委員会名簿について、
　　次年度年会費等について
　　（年会費　前期5万円、Ｒ財団他寄付は本年度
　　 同様、年会費と同時に口座振替及び振込）
　
　　［地区協議会  Youtube］をご覧になりたい方は、
　　下記で閲覧できます。（全編2時間26分9秒）
　　関係者以外に閲覧できないように限定公開となっ
　　ており、検索しても出てきません。
　　https://youtu.be/H55j4alOhcs

※※6月度その他の予定※※
　25日（木）　5RC現新会長・幹事会

※※7月度の例会予定※※
　  2日（木）　会長・幹事所信発表、各御祝
　  9日（木）　休会
　16日（木）　各委員長挨拶・所信発表
　23日（木）　祝日の為休会
　30日（木）　各委員長挨拶・所信発表

氏　名　　　園部　泰士さん（6月11日入会）
　　　　　　（昭和53年8月9日生 41歳）
事業所　　　園部建築設計事務所　副所長
　　　　　　伊勢崎市茂呂町2-780-3
Ｔ Ｅ Ｌ　　　0270-21-3903
Ｆ Ａ Ｘ　　　0270-21-3932
自　宅　　　伊勢崎市茂呂町2-2801-1

そのべ    やすし

氏　名　　　武井　秀泰さん（6月11日入会）
　　　　　　（昭和40年4月11日生 55歳）
事業所　　　㈱マイホーム　代表取締役
　　　　　　伊勢崎市茂呂町1-470-3
Ｔ Ｅ Ｌ　　　0270-22-2310
Ｆ Ａ Ｘ　　　0270-22-2311
自　宅　　　伊勢崎市八坂町526-10

たけい   ひでやす

氏　名　　　根岸　孝行さん（6月11日入会）
　　　　　　（昭和58年1月9日生 37歳）
事業所　　　Formal Lucky Persons
　　　　　　（フォーマル ラッキー パーソンズ）
　　　　　　マネージャー
　　　　　　伊勢崎市宮子町3406-3
Ｔ Ｅ Ｌ　　　0270-75-5387
Ｆ Ａ Ｘ　　　0270-75-5389
自　宅　　　伊勢崎市連取町2-5

ねぎし    たかゆき

次の例会日
7月2日（木）

会長所信発表
各御祝・「Rの友」紹介

※次週、6月25日（木）は
定款第8条第3節により休会となります。



地区20周年誌の船田さんの執筆ページ掲載

　私は平成２年に入会し、当時では昭和１６年生
まれが６人、６人衆であった。現在２９年の皆勤賞
を頂き、入会以来パーフェクトの皆勤であり、
人生唯一の宝のような物となった。
　振り返れば久保田昭治ガバナーの誕生と共に
地区副幹事を務め、担当は米山とR財団であり、
当時は新潟と群馬は同じ２５６０地区であり、新潟
と群馬を何度往復しただろう。その後２５６０地区
と２８４０地区に分割され、あれから２０年が過ぎ、
ロータリアンの数は減少した。世界で１２０万人、
日本１２万人、１０%が日本人であったが、現在は
世界１２２万人、日本は９万人くらいである。我が
クラブでいえば２０年前に入会されたメンバーは
現在では１８人だけとなってしまった。時は流れ
る…。
　我が伊勢崎中央ロータリークラブは、趣味の
会が１３もあり、特に野球部は群馬大会では９連覇。
全国大会を伊勢崎市で開催したこともあった。
その他ゴルフ、バンド、バイク、釣り、着物と
多彩である。
　又友好クラブはフィリピン・バリンタワクRC、
国内では富山・新湊RCと交流も多い。
　ロータリー１００周年、当クラブ３０周年の当た
り年に幹事を務める事となり、「いせさき市民
のもり公園」に河津桜１００本プラス３０本を寄贈
した。今では伊勢崎の桜の名所として市民の憩

い場となり、満開の時期には上毛新聞でもよく
紹介されている。１００周年ロータリーを祝う式典
もあり、伊勢崎の５ロータリークラブ全員で賑や
かに記念の写真を撮った。
　地域においては「伊勢崎中央ロータリークラブ
卓球大会兼伊勢崎佐波卓球大会」も第１５回とな
り、昨年からは「伊勢崎中央ロータリークラブ
杯学童野球大会」も開催されることとなった。
　その他、個人的には世界大会に出席したこと…
ナイアガラ、カナディアンロッキーの帰国途中、
トランジットの際、サンフランシスコで時間の
ある限りタクシーで観光したこと等は冒険見え
した楽しさを経験した。国際大会に参加しなけ
ればわからない楽しさだ。カルガリー大会、ソル
トレイク大会では地区大委員長を命ぜられ、２８４０
地区重田理事のもと朝食会が行われた。又、ロー
タリー財団や米山奨学、ポリオ、ベネファクター
と寄付の実績も積み、第３８代会長も務めた。
　ロータリーにおいて気になることは「クラブ
現況報告書」を一読する、「ロータリーの友」、
「ガバナー月信」、「クラブ週報」に目を通す。
ロータリーソング、四つのテストを歌うことで
奉仕の理想が生まれ、一層の深まりを感じる、
そしてこれからも楽しいロータリアンの心を持ち
続けたいと思います。
　　　　　　　　　　　第38代会長　船田　正

ロータリー創立100周年記念 いせさき市民のもり公園　河津桜


