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〈卓話者〉社会奉仕委員会　委員長
根本　正則 君（桐生西）
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国際ロータリー第２８４０地区  ２００９-２０１０年度 国際ロータリーのテーマ

善意というものがないなら
　　ロータリークラブは唯の社交クラブだ。
　　職業は金儲けのためでしかなく、
　　社会奉仕というも施しにすぎず、
　　国際奉仕は外交以外の何ものでもない。

パストガバナー 前 原 勝 樹

会 長 山h　一順 幹 事 野間　義弘

クラブ会報・広報委員会 須永 博之・坪井 良廣・吉田 栄佐・森　 末廣
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久保田　寿栄君
白田・久保田法律事務所 
弁護士
生年月日：昭和３９年７月２０日
　　　　　　　　（４４才）
学歴：中央大学卒業
家族：妻・長女・次女

新会員入会式

ホームページ  http://www.kiryu-rc.org　　　メール  info@kiryu-rc.org

歓迎のごあいさつとさせていただきます。

�本日は入会おめでとうございます。

ロータリー情報アワー
ロータリー情報　佐々木　裕君

　牛久保がバナーの公式訪問も無事に終了し、今年も残

り４ヶ月となり一年の流れが非常に早く感じられます。

�今月は「新世代のための月間」であり、ガバナー月信を見ま

すと、青少年、即ち、年令３０才までの若い人達の育成を支

援するロータリー活動に焦点を当てる為の月間であり、ロー

タリアンが最も青少年と共に活動し、又接触出来る機会で

ある。としています。それらは、インターアクト、ローターアクト、

青少年交換活動、ライラ研修であり、これらの2840の地区

の会員数は

�インターアクトクラブが１６クラブで３３４名の会員数

�ローターアクトクラブが１０クラブで６７名の会員数

歓迎の挨拶
　本日1年３ヶ月ぶりに新入会員の久保田寿栄君をお迎え

して心より歓迎申し上げます。久保田会員におかれまして

は一日も早くロータリークラブの雰囲気にお慣れになってい

ただき、即戦力として御活躍していただきたくお願い申し上

げます。また久保田会員を御推薦下さいました須永会員に

もあわせて御礼申し上げます。甚だ簡単ではございますが、



　ついての報告があり2013－2014年度より財団が

　大きく変化しグローバル補助金と新地区補助金の

　二本柱になるそうです。

　国際親善奨学金については1学年度国際親善奨学

　金となり支給額は25000ドル

③８月３１日　家族合同納涼会が開催され多くの会員、

　御家族の御出席を頂き大変楽しい一夜を過ごすこ

　とができました。親睦活動委員会をはじめ関連委員

　会の皆様に感謝申し上げます。

④９月５日　会員増強分区会議が桐生倶楽部にて開

　催され、川島副会長、野間幹事、金子会員、岸田会員

　の４名に出席いただきました。

⑤９月６日　クレインパーク山楽荘にて四大奉仕新

　会員セミナーが開催され金子会員、川村会員、大友

　会員、月門会員、私と５名で出席し「四大奉仕につい

て」　の基調講演、ロータリーの理念と実践フォーラ

ムと　新会員に向けての講話がありました。

⑥９月７日　本日午後７時よりプリオパレスにて５

　RC会長、幹事会が開催されます。

幹  事  報  告

○ RID2840　2009-2010年度　福田ガバナーエレクト事           

　務所開設のご案内が届いております。

○第８回ロータリー全国囲碁大会開催のお知らせが届い

　ております。

○ 米山奨学金より、2000-01年に当クラブ米山奨学生　謝 

　文 權さんからの近況報告が届いております。

○ 樹徳高校より「木村まさ子氏講演会」のご案内が届い

　ております。

○ わたらせ養護園より、「とんがりやね」が届いております。

○ 伊勢崎中央、伊勢崎南の各RCより、クラブ現況報告書

　が届いております。

○ 桐生南、桐生西、桐生赤城の各RCより週報到着

○ 本日、例会終了後、第３回定例理事会を開催致します

　ので関係役員の方は、ご出席お願い致します。

�　委  員  会  報  告

出席委員会

本日の出席（平成２１年９月７日）：総員６５名・出席４５名

平成２１年８月２４日例会修正出席率：８６.４４％

職業奉仕委員会

　来月は職業奉仕月間となります。１０月２６日の例会で優

良従業員表彰を行いますので、近日中に優良従業員の推

薦をお願いする文書をお送りします。ご推薦のほどよろしく

お願いします。

　推薦の締め切りは１０月２日（金）です

クラブ会報・広報委員会

　第２７０６回例会の週報は、坪井会員による手作りによる

ものです。家族合同納涼会の楽しい写真を多く掲載させ

会  長  の  時  間
①８月２４日　ガバナー公式訪問時には例会、クラブ           

　協議会と長時間にわたり御協力をいただき無事終

　了できました。会員各位にあらためてお礼を申し上

　げます。

②８月３０日　伊勢崎のクレインパーク山楽荘にお

　いてロータリー財団・WCSセミナーが開催され、八

　木橋ガバナー補佐、竹内会員、川村会員、私と４人で

　出席致しました。

　「ポリオ撲滅とこれからのロータリー財団」につい

　て第2770地区をパストガバナー北清治さんの基調

　講演の後、ロータリー財団の具体的な話とWCSに

�１年交換学生　　　　　　　　　　　  ３名

�夏期交換学生　　　　　　　　　　　２名

�２００８年のライラ研修参加者　　　     １８５名

�となっており、先月のインターアクト年次大会に出席したとこ

ろでは大変活発な状況を見て、ほっとした事を書いておりま

す。しかし乍ら、ローターアクトの会員数は減少傾向にあり、

１クラブ当りの平均会員数は６、７名と大変に少ないし、又、

地域青少年交換への参加も近年減少しており、ますます

青少年の国際社会への参加の機会を与える責任は重要

さを感じています。と書いております。

�又、RI会長が「ロータリーの友」に次の様にも述べておりま

す。それは、インターアクト、ローターアクト、ライラ、青少年交

換などのプログラムに積極的に参加することにより、その青

少年時代の経験は、若い人の精神や人格の育成に素晴

らしい影響を与え、将来に向かって国際社会への参加の

機会を考える為に大きく貢献するものと思います。と、そして

牛久保ガバナーは最後に、今月の例会で、この青少年の

為の問題を提起して頂き、会員同志の意見の交換をして

意識の高揚を計って頂きたいと言っております。「青少年の

育成の未来はあなたの手の中にあります。」と。

結婚祝
堀　　　明君   ３０年
岡部信一郎君   ２９年
山上　達也君   １９年

誕生祝
岸田　信克君   ６６歳
藤江　　篤君   ６０歳



「奉仕プロジェクト 」

第2840地区社会奉仕委員長
根本　正則君

�　さて、本日のお題が「奉仕プロジェクト」と言う事ですが、

このプロジェクトをお話しするには、多少の歴史をお話しなく

てはいけません。ただ、個人的な意見が多いと思いますの

でその点をご理解下さい。まず、5年ほど前からＣＬＰが導

入され私共も3年ほど前からクラブＣＬＰに適応した委員会

の構成をしております。何故私が社会奉仕委員長をしてお

るかと言う事も説明しなくてはならないと思います。地区の

社会奉仕委員会と職業奉仕委員が無くなって3年経ちます。

それを牛久保さんが今年、急遽復活されましたが、突然の

ことでメンバーがいないのだから私に委員長をやれと言うこ

とになり、無理にお引受けいたしました。

�何故、ロータリーの基本である4大奉仕のうちの2つが3年

ほど前に無くなったのか、ロータリーの変革、ＲＩの変革も含

めての話になりますのでこの点は、今回ご容赦願いたいと

思います。

�　今年の8月30日は２８４０地区が誕生した時に記念植樹

をして１０年になりました。その間、沼田中央ロータリーがお

世話をしていて下さいました。しかし、毎年ガバナーが替わ

り、思いも替わり援助した時もあれば、しない時もありました。

私は、委員長を引き受けるときに、その援助を今年が１０年

目になるのだからやるのですねと言うことで、ガバナーと地

区幹事に申し上げました。そうしたら「去年やったらしいか

らいいですよ。」とのお話を頂きました。そして、７月中旬まで

やらなくてもいいと言うことでしたが、急遽、地区と沼田中央

ＲＣでもめるのは嫌だから、全権大使で行って来いという事

になり、３週連続で沼田中央へメイクに行ってきました。既に、

沼田中央では、今年の下草刈の日程も８月３０日にすること

に決まっていました。沼田中央には、もし、地区が参加する

のならどうぞと言われましたが、参加ではなくて地区主催事

業として欲しい、資金援助はなく１０周年のけじめとして感

謝状を出すから地区にと言う事で決め、先日、２８４０本の樹

木を確認し、来年の５月に補植等をすることになりました。

�今日の奉仕プロジェクトという事については、私はロータリ

ーの原点だと思っています。昨日の４大奉仕のセミナーをお

受けになった方は分かると思いますが、４大奉仕委員長の

出番が無いと言うことです。年によってやり方もルールも違

っているなと感じました。４大奉仕は、いまだにクラブ奉仕を

入れた言い方をする方がいますが、私見では、ＣＬＰになっ

てからは社会奉仕・職業奉仕・国際奉仕・新世代奉仕にな

ったのではないでしょうか。それらを包めて奉仕プロジェクト

というのではないでしょうか。これらについて、ここ何年かの

地区運営・クラブ運営について考え方のずれが多少出て

いるのではないでしょうか。ＤＬＰであるならば地区が主導

権をもってやってきたはずですが、今は、助言とかお手伝い

とか言う言葉を使わせていただきますが、指導と言う言葉

は使いません。何故ならばクラブリーダーシップが台頭して

きているからであります。ＲＩの変革と地区の変革、クラブの

　桐生西ロータリークラブの根本でございます。桐生ロータ

リークラブで卓話をするなんて夢にも思っていませんでした。

�伝統ある桐生ロータリークラブは、西ロータリークラブの親

クラブであり、今まで様 な々形で大変お世話になり、特に矢

野ガバナーを輩出した時には吉野パストガバナーをはじめ

多くの皆様に大変お世話になりました。改めて御礼申し上

げます。また、私は、八木橋さんが会長の時に西ロータリー

の会長をさせて頂きまして、多くのお世話になった方々がお

られ大変緊張している次第です。

て頂きました。又、事務局の西塚さんに印刷して頂きました

のでA4サイズになっております。今回を含め、数回手作りと

させて頂きますのでご期待下さい。

ニコニコボックス

地区社会奉仕委員長（桐生西RC）根元正則君・…出前

卓話に参りました、宜しくお願いします／阿部高久君・…根

本パスト会長をお迎えして／疋田博之君・…根本パスト会

長を歓迎して／養田隆君・…根本正則君をお迎えして／佐々

木裕君・…本日の講師根本パスト会長地区社会奉仕委員

長を歓迎して／竹内靖博君・…根本正則第2840地区社

会奉仕委員長をお迎えして／岸田信克君・…久保田寿栄

さんを新入会員に迎えて／松島宏明君・…新入会員に久

保田さんをお迎えして／須永博之君・…久保田寿栄会員

を推薦させて頂きます／堀　明君、山上達也君…結婚祝

／岸田信克君…誕生祝／佐藤富三君・…結婚誕生を乾

杯させてもらいます／前原勝良君・…お元気な藤井征夫

会員にお会いしました。いつもいつもニコニコボックスに協

力して頂きありがとうございます／前原勝良君・…今年も１

１月１日群馬大学工学部で開催されるクラッシックカーフェス

ティバルin桐生にローターアクトクラブ、インターアクトクラブ

が協力して下さることになりました。ありがとうございました。

できましたら、桐生ロータリークラブもお願いできたら、嬉しい

のですが、水越会員いかがでしょう／阿部高久君、山h一

順君、疋田博之君、舘　盛治君、牛膓章君、塚越紀隆君、

金子篤郎君、山口正夫君、佐々木裕君、川島康雄君、松

島宏明君、野間義弘君、森　未廣君、吉野雅比古君、本

田雄一郎君、須永博之君、園田　誠君、大友一之君、澤

田匡宏君、竹内靖博君、桑原志郎君、柳　明彦君、月門

快憲君、山崎克彦君、…写真をいただきました



思いが交錯しているのがここ１,２年のロータリークラブの問

題なのではないだろうかと思っております。私自身は国際奉

仕も新世代奉仕も社会奉仕も職業奉仕もすべて奉仕プロ

ジェクトの中に入っているのであるならば、これがロータリー

の本筋だよと言えるのが私たちの入会当時に育てられた

言葉ではないかと思います。２００５年から変わったと思いま

す。ＣＬＰをするのかＤＬＰをするのかは自由だったと思いま

す。奉仕プロジェクトを考えた時、この点において各クラブ

は人数が少なくなってきていますので、非常に複雑になって

きております。例えば、新世代奉仕委員会の中の活動である、

ローターアクト・インターアクト・ライラをそれぞれの委員会に

して来たために複雑化してしまったのではないかなと考えま

す。

�そろそろ時間になりますが、私の話をこんなにもご清聴下さ

り本当にありがたく思っておりますし、貴クラブに感謝申し上

げます。

　地区大会のご案内

�　２００９年１０月１８日

�　大会：９：２０～伊勢崎市文化会館

�　　　１３：２０～記念講演　ジャーナリスト　櫻井よしこ

�　懇談会：１７：４５～クレインパーク山楽荘

甲子園に向け初戦完勝

　第28回全国ロータリー野球群馬県予選大会が９月６日

始まり、高崎市内河川敷の２球場で出場９チームが熱い戦

いを繰り広げました。桐生RCは沼田RCと対戦し、１２対１で

完勝、夢の舞台に向け順調な滑り出しです。

　試合は沼田RCの先攻。桐生RCエース・川島康雄君の

制球が冴え、守備陣ががっちり守り、３回まで相手攻撃をパ

ーフェクトに抑える出来。リリーフ・山崎克彦君は後続を１点

に抑える好投を見せました。

　攻撃面では、出塁した選手全員が積極果敢に得点圏

へ盗塁を成功させると、打者が好球必打で返す堅実な野

球で、点を重ねていきました。

　仕上がりが十分でないまま不安を抱えながらも、本番で

は集中力を発揮、全員野球で勝利をものにしました。

　

10月11日（日）15時～　広沢球場　

桐生RC   VS   伊勢崎中央RC

応援よろしくお願いいたします。 

　温故知新（過去の週報から）

新世代奉仕月間にちなんで

9月は新世代奉仕月間です。それにちなんで、今回は、1984

年11月26日号から桐生第一高等学校インターアクトクラブ

認証伝達の記事を再掲いたします。

【次回例会予告】９月２８日㈪ 

【休会】９月２１日㈪ 

＊ お 知 ら せ ＊

・「桐生市長　亀山豊文様」

桐生ヶ丘高等学校インターアクトクラブ認証状伝達式


