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2019 年 10 月 26 日（土）と 10 月 27 日（日）に、下記のとおり地区指導者
育成セミナーと RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会、地区大会と地区大会懇親会が
行われました。
まず、伊勢崎ロータリークラブは、今年度の地区大会のホストクラブであ
り、また、ガバナー輩出クラブでもあり、多くの会員を地区に役員・ガバナー
スタッフとして派遣しております。そこで、今年度が始まる前から会議・準備
を重ねてまいりました。
地区大会の前々日である 2019 年
10 月 25 日（金）の夜は、配布物
やのぼり旗、ポスター等を地区大
会の会場であるエアリスホールに
搬入し、地区大会の準備をいたし
ました。多くの会員のご参加ご協
力により、準備の多くの部分が完
了いたしました。ロータリーの友
情を感じることができる機会でも
ありました。
地区大会の前日である 26 日（土）
は、朝の 8 時にエアリスホールに
集合し、地区大会の準備とリハー
サル等を行いました。
午後は、それぞれの担当ごとに分かれ、引き続きエアリスホールで準備等を

続けたグループと、伊勢崎プリオパレスで地区指導者育成セミナーと RI 会長
代理ご夫妻歓迎晩餐会の運営等に関わったグループになりました。
地区指導者育成セミナーは、第 2650 地区、刀根荘兵衛 RI 会長代理をお招き
して以下のとおり行われました。
【日 時】2019 年 10 月 26 日(土) 14:30~17:30
【会 場】伊勢崎プリオパレス
【参加者】地区役員、各クラブ(会長、幹事、クラブ研修リーダー、他)
【来賓参加者】刀根 荘兵衛 様(RI 会長代理)、松宮 剛 様(RI 元理事)
【参加者数】165 名
【プログラム】
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その後、殖蓮中学校音楽部による歓迎ミニコンサートがあり、そして RI 会
長代理ご夫妻歓迎晩餐会が以下のように行われました。

【日 時】2019 年 10 月 26 日(土) 18：10~20：00
【会 場】伊勢崎プリオパレス 三階 ヴァンブラン
【参加者数】176 名
【プログラム】

司会

髙橋

しげみ

18：10

ＲＩ会長代理 刀根ご夫妻入場

18：15

開会挨拶

ホストクラブ会長

星野 文彦

18：18

ガバナー挨拶

ガバナー

森田 高史

18：23

ＲＩ会長代理挨拶

ＲＩ会長代理

18：28

ご来賓者紹介

ガバナー

18：30

乾杯

パストガバナー

ご歓談

jazz 演奏

19：50

ロータリーソング 「手に手つないで」

森田 高史
牛久保 哲男
ノスタルジクス

ハンドリーダー 山崎

第 2 分区 B ガバナー補佐

閉会挨拶
20：00

刀根 荘兵衛様

裕紀雄

北原 康男

ＲＩ会長代理 刀根ご夫妻退場

（開会挨拶）

（ガバナー挨拶） （ＲＩ会長代理挨拶）

（会場風景）

（ジャズ演奏）

（乾杯）

（ハンドリーダー）

（手に手つないで）

そして、翌日。朝 8 時にエアリスホールに集合し、すぐに担当ごとに準備を開
始。会員の皆様のご協力のもと、地区大会が以下の通り開催されました。
【日 時】令和元年 10 月 27 日（日）9：30～
【会 場】本大会：太田市新田文化会館 エアリスホール 懇親会：伊勢崎プリオパレス
ホストクラブ ：伊勢崎ロータリークラブ
コ・ホストクラブ：群馬境ロータリークラブ
司会：原 敬・髙橋 しげみ(伊勢崎 RC)
＜プログラム＞
08：30 受付・登録
09：20 オープニングアトラクション(DVD 上映)
09：30 RI 会長代理ご夫妻入場
森田 高史
物故会員追悼

開会宣言：地区幹事 新井 良和

点鐘：ガバナー

国歌・ロータリーソング斉唱：ソングリーダー 松島 郁夫
歓迎挨拶：地区大会実行委員長  健夫

09：55 RI 会長代理紹介及び来賓・他地区来訪者・地区役員紹介：ガバナー 森田 高史
10：10 森田ガバナー挨拶：ガバナー 森田 高史
10：15 来賓祝辞
群馬県知事 山本 一太 様 代理 群馬県副知事

宇留賀 敬一 様

伊勢崎市長 五十嵐 清隆 様 代理 伊勢崎市副市長 吉田 文雄 様
伊勢崎商工会議所会頭

古賀 友二 様

10：30 RI 会長代理挨拶・RI 現況報告：RI 会長代理 刀根 荘兵衛 様
（休憩）
11：15 ガバナー報告：ガバナー 森田 高史
大会委員会報告 資格審査委員会報告：委員長 本田 博己 登録委員会報告：委員長
宮内 敦夫 ガバナー指名委員会報告：委員長 竹内 正幸 審議案立法案検討委
員会報告：委員長 曽我 隆一 宮内年度決算報告：宮内年度地区会計長 齊藤要

監査報告：宮内年度地区会計監査人 長島 章博 承認：直前ガバナー 宮内敦夫
大会決議案発表：大会決議委員長 田中 久夫
大会決議案審議・採択：ガバナー 森田 高史
諸事お知らせ
12：10 (昼食)
12：50 伊勢崎ジュニアオーケストラ演奏：紹介 平田進

（みんなの力を合わせて準備

（オープニングアトラクション） （ソングリーダー

受付）

松島 郁夫）

（お茶と伊勢崎ジュニアオーケストラの演奏でおもてなし）

（刀根 RI 会長代理による RI 現況報告）

（お弁当の準備も OK！）

13：20 記念事業発表：ガバナー 森田 高史
13：25 各種表彰・感謝状・記念品贈呈
2018-2019 年度ガバナー表彰：直前ガバナー 宮内 敦夫
宮内年度感謝状・記念品贈呈：ガバナー 森田 高史
13：50 ロータリー家族活動報告
(休憩)

青少年交換委員会：委員長 吉井 宏文

インター

アクト委員会：委員長 竹部 弘昭

ローターアクト委員会：委員長 堤 謙治

RYLA 委員会：委員長 古市 和男

米山記念奨学委員会：委員長 板橋 一博

14：55 ガバナーエレクト紹介：ガバナー 森田 高史
ガバナーエレクト挨拶：ガバナーエレクト 山田 邦子
15：00 参加 45 クラブ紹介：各分区ガバナー補佐
15：30 次年度地区大会ホストクラブ挨拶：前橋 RC 会長 菊川 喜明
(休憩・ポリオ根絶活動 DVD 上映)
15：50 基調講演 テーマ「輝いて生きる」
：ポリオ根絶大使 ジュディ・オング 先生
謝辞・花束贈呈：ガバナー 森田 高史

記念写真撮影

16：50 講評：RI 会長代理 刀根 荘兵衛 様
17：00 謝辞・記念品贈呈：ガバナー 森田 高史
閉会の辞：地区大会副実行委員長 柏井 喜市

（森田高史ガバナー

点鐘：ガバナー 森田 高史

This close)

(司会

原敬・髙橋しげみ

ロータリアン・ロータリーファミリーThis close)

（ローターアクターの活動報告）

（RI 会長代理への記念品贈呈）

（RI 会長代理への謝辞）

（閉会の辞）

なお、
「全世界におけるポリオ根絶に向けて」を大会テーマに掲げ、上述の
とおり、ジュディ・オング先生に講演いただき、参加者皆でその決意を新たに
したところ、これらに関する記事が上毛新聞で 3 回掲載となりました。
（2019 年 10 月 28 日上毛新聞掲載、11 月 19 日上毛新聞コラム掲載、11 月
7 日上毛新聞シャトル太田・大泉版掲載）

そして、同日の夜は、下記のとおり伊勢崎プリオパレスで地区大会懇親会と
なりました。
【日 時】令和元年 10 月 27 日（日）18：20～
【会 場】伊勢崎プリオパレス
＜プログラム＞

司 会 ： 髙橋 しげみ・須永 忠利(伊勢崎 RC)

18：20 RI 会長代理ご夫妻入場
18：25 開会挨拶：地区大会実行委員長  健夫
ガバナー挨拶：ガバナー 森田 高史
RI 会長代理挨拶：RI 会長代理 刀根 荘兵衛 様
18：35 乾杯：直前ガバナー 宮内敦夫
ご歓談
アトラクション：木島かおりカルテット
20：00 閉会挨拶：コ・ホストクラブ会長 沼田哲博
ロータリーソング「手に手つないで」 ソングリーダー：丸山ふでみ
20：10 RI 会長代理ご夫妻退場
閉会

（ガバナー挨拶）

（ソングリーダー 丸山ふでみ）

（木島かおりカルテット）

（10：30～ エクスカーション）

