
 

 

  
 
 
 
 
 
 

7 月 5 日号	 	 	 	 	 	 	 	 	 第２７４０回例会  
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （6 月 21 日（月）第３例会 最終例会）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 1.点	 	 鐘	  	 	 	 	 	 	        	 	 7.卓話	 「一年をふり返って」	 	 	  

2.ロータリーソング斉唱        	 	 	 	 	 会長	 山﨑	 一順	 君 
3.来訪者紹介                      	 	 	 幹事	 野間	 義弘	 君	 	 	   
4.会長の時間	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8.ＲＡＣ活動報告	 	 	 	 	 	 	  
5.幹事報告	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 9.乾	 杯	 	  
6.委員会報告	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10.会食歓談 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 11.点	 鐘 
 
ようこそビジター  
	 	 	 米山奨学生	 	 	 	 ミフタフル・フダ君	 	  
	 	 	 桐生ＲＡＣ次期会長	 須永	 達也	 様 
	 	 	 桐生ＲＡＣ	 	 	 	 	 綿貫	 隆志	 様 
	 	  
会長の時間	 後ほど卓話でお話をさせていただきます。 
幹 事 報 告	  
	 	 ・国際ﾛｰﾀﾘｰよりﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄのご案内です。	 ７月のﾚｰﾄは、１ドル９２円です。 
	 	 ・米山記念奨学生より「ハイライトよねやま」が届いています。 
	 	 ・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いています。 
	 	 ・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより週報が到着しています。 
	 	 ・次週２８日（月）の例会は休会となり、次回例会は７月５日（月）となります。 
委員会報告 
	 	 出席委員会	 本日の出席（平成 22年 6月 21日）：総員 64名・出席 39名 

平成 22年 6月 7日例会修正出席率：85.7％ 
	 	 ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ	 山﨑一順君・野間義弘君・・・一年間会員の皆様には大変お世話になりました。 
	 	 	 	 	 	 	 	 竹内靖博君・水越稔幸君・・・山﨑会長、野間幹事 1年間ありがとうございました。 
	 	 	 	 	 	 	 	 山﨑達也君・・結婚祝いを頂きました。 
	 	 	 	 	 	 	 	 吉野雅比古君、柳明彦君、舘盛治君、野間義弘君、山﨑一順君、金子篤郎君、 
	 	 	 	 	 	 	 	 五十嵐健雄君、月門快憲君、久保田寿栄君、岡部信一郎君・・・写真を頂きました。 
	 	  
  
 

 
 
 
 
 

 

２０１０年  

 

まずこの一年間公私共にご協力を頂きました会員の皆様に厚くお礼申し上げます。あ

りがとうございました。一昨年の１２月に会長エレクトとして選出して頂き疋田年度で

会長職としての勉強をし、準備を進める中で自分みたいに口下手な人間が本当に一年会

長としてもつのであろうかと自問自答し不安が先に立ちました。そんな時に国際ロータ

リー第２５７０地区の２０００～２００１年度ガバナーでありました高橋福八さんと

いう方にお会いする機会がありまして、この方は世界優秀５０地区ガバナーとして国際

ロータリー会長表彰を受けた方でありますが、この方にロータリーは良くも悪くも１年 
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で、講話中にも発言しておりましたし、夜の５RC合同歓迎会の席上でもだめ押しされて、私自身非常に腹が立ちました。
何とかこのガバナーを見返してやろうという気持になり、それが後程申し上げるコンサートへと繋がる訳であります。 
	 ところで一年を通じて S.A.A、プログラム、出席、ニコニコ箱委員会の皆様には毎例会の充実をはかる為、ご協力を頂
き誠にありがとうございました。会報におきましては３大行事の時には写真を沢山掲載して雰囲気が良くわかるように印

刷をして頂き感謝申し上げます。親睦活動委員会では、夏の納涼会、忘年クリスマス会、観桜会そして家族会の役員会の

設営、家族会旅行での潮来、大洗の旅にご尽力頂き大変たのしい一年を演出して頂きお礼を申し上げます。 
今年度のテーマは「ロータリーの未来はあなたの手の中に」でありました。世界的に会員の減少に歯止めがかからない

状況の中で、いかにしたら食い止めることができるか考え、少なくとも市民の方々にはロータリークラブとは何ぞやを理

解して頂く為に何かをやったらと思い理事役員の方々にその思いをぶつけご協力を頂き４月１８日の国連 UNHCR 協会
支援の為のチャリティーコンサートの開催となった訳であります。 
特別委員会、親睦活動委員会、社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕、新世代奉仕の委員会の合同で、しかもインターアクト、

ローターアクトの方々もこのイベントに参加をして頂き各委員会の予算も拠出しかつ会計の松島会員には無理を言って

補正予算を組んで頂きやりくりをして頂き大変ご苦労をおかけしました。その甲斐もあって本当に会場が満員になるほど

の市民の方々に入場して頂きロータリーのことについて理解を深めて頂けたのではと思っております。また楽しいコンサ

ートも大好評であり、かつチャリティー募金も 200,069 円も集まり、無事国連 UNHCR 協会へ寄付することが出来まし
た。各委員会が一体となって、一つの事業を成し遂げたことは今後のロータリー活動のあり方について一石を投じること

も出来たのではないかと思っておると同時に桐生 RCの力を見せることが出来たのではと思っております。 
そして、吉野パストガバナーの後、２３年ぶりに疋田ガバナーエレクトを選出できたこともひとえに皆様のご協力の賜

物と思っております。また私にとっては大変意義深いものとなりました。 
残念なこととしては、ローターアクトの４０周年の記念行事が行えなかったことであります。会員数も減少し３５周年

に係わった方が居なかった為、どのようにしたら良いか分からず準備のスタートが遅れてしまい今年度中に行うことが出

来なかったようであります。しかし現在、宇塚会長を始め会員の方々は、前向きに色々な事に取り組んでおり、最近では

足尾銅山植林へ参加すべく、わ鉄で足尾まで行くスケジュールを組んだりと独自のアイデアで頑張っておりますので更に

飛躍して頂き、次回の周年行事は今回の分も含めて盛大に行っていただけたらと思っております。 
最後になりますが、終始色々な面で女房役として私を支えてくれました野間幹事に厚くお礼を申し上げたいと思いま

す。彼が居なければ現在の私は在りえなかったと思っております。そして、いつも笑顔で丁寧に事務処理をして頂きまし

た西塚事務局員さんにも大変お世話になり厚くお礼申し上げます。 
	 昨年７月の結婚・誕生祝の乾杯の音頭をとりました五十嵐会員が戦後初の会長の誕生ですと紹介して頂きましたのが、

本当に昨日のような感じがしております。本日の自分があるのは、吉野パストガバナーを始め、先輩諸兄のご指導による

ものと深く感謝申し上げ私にとってはこの一年は、大変貴重で有意義な実りある一年となりました。 
そして、２週間後には、いよいよ塚越年度が船出を致しますが、会員の皆様方のご協力を切にお願い致しまして、大い

に発展するようにご祈念申し上げ、一年を振り返ってとさせて頂きます。一年間本当にありがとうございました。 

事務局の西塚さんには、一年間、いろいろと無理を言いましたが、気持ち良く仕事をしていただきありがとうござ

いました。川島副会長をはじめ役員の皆様には、いつも貴重なご意見をいただき理事会等もスムースに行うことが

できました。山﨑会長には、幹事に指名していただき、充実した 1 年間を過ごすことができました。この経験を生
かし、仕事に、ロータリー活動にがんばって生きたいと思います 
最後になりますが、次年度の塚越会長・本田幹事のご活躍と桐生ロータリークラブのますますの発展を祈念いた

しまして、私のあいさつとさせていただきます。 
一年間ありがとうございました。 

一年間いろいろとご協力いただきありがとうございました。 
クラブ協議会・地区大会・５RCの合同例会・コンペ等各事業に対して大勢の皆様に参加い
ただきました。本年度の目玉であるチャリティーコンサートは水越特別委員長をはじめメ

ンバーの協力のもと、大勢の市民に参加していただき大成功を収めることができました。 
各例会や事業において委員長をはじめ委員会メンバーの絶大なるご協力に感謝致します。 

なのだから自分のやりたいようにやったら良いですよと言われ気持ちが吹っ切れました。 
そして、３月の PETS、５月の地区協議会を経て、７月より第５７代会長として就任を致しました。 
ところで、当クラブの八木橋さんがガバナー補佐として就任をされたこともこの一年間色々な地区の情報も頂き、参考に

なり会の運営上にも好影響をもたらしてくれました。八木橋ガバナー補佐に厚くお礼申し上げます。 
８月２４日のガバナー公式訪問時に桐生 RCは、どうしようもないクラブであるがごとくイメージを持っておられたよう	  

「一年を振り返って」	 幹事	 野間	 義弘	 君 



当日参加された皆様に「一年を振り返って」一言いただきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前原勝良ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 
とりあえず会員の皆様のお蔭で約束どおり

の金額は集まりましたが、マニュフェスト

に挙げた財団体質への要望等全くしません

でした。どこかの党ならとっくに辞職でし

たね 

前原勝出席委員長 
出席率の向上を目指して努力する決意で始

めましたが現実はなかなか厳しく例会の委

員会報告でご協力を呼びかける事が精一

杯でした。一年間のご協力ありがとう

ございました。 

大友一之理事・職業奉仕委員長 
一年間ありがとうございました。職業奉仕

について自ら考える機会にはなりました

が、クラブへの貢献はあまり出来なかった

点申し訳なく思います。これからも宜しく

お願いします。 

川島康雄副会長 
山﨑会長、野間幹事を助けて桐生ＲＣを楽

しいクラブにしたかったですが、私に関係

なく楽しいＲＣでした。何も出来なくて皆

さんごめんなさい。 

川村隆理事・国際奉仕委員長 
皆様のお蔭にて国連ＵＮＨＣＲ協会へ多額

の寄付をする事が出来ました。ありがとう

ございました。 

塚越紀隆会長ﾉﾐﾆｰ・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 
山﨑会長に勉強させて頂きました。ありが

とうございました。また、各クラブ奉仕関

連の委員長さん委員さんに大変お世話にな

りました。次年度も宜しくお願い致します。 

澤田匡宏新世代奉仕委員長 
桐生ＲＡＣは現在会員数も増加し活動も活

発になっています。桐生ﾛｰﾀﾘｰの会員の皆様

には引き続き桐生ＲＡＣの活動にご理解と

ご協力をお願いいたします。 

舘盛治理事 
チャリティーコンサートが桐生ＲＣ全員参

加で成功させた事は、やはり伝統の力です。

本当に良い一年でした。 

本田雄一郎理事・社会奉仕委員長 
ﾛｰﾀﾘｰの社会奉仕について阿部さんにお願

いして若手メンバーを中心に勉強会を開催

させていただきました。一年間ありがとう

ございました。 

柳明彦ＳＡＡ 
一年間お世話になりました。ＳＡＡとして

至らぬ点が有ったと思いますが、充実した

一年間でした。 

金子篤郎ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 
先ず初めに次々年度の会長候補推薦を情報

委員会の委員始めクラブ会員のご協力を頂

き候補者決定し、一安心いたしました。	 	 

後は、年度末の新入会員の為のオリエンテ

ーションは新入会員２名のやる気満々で本

当に楽しいオリエンテーションが出来まし

た。 

水越稔幸特別委員長 

一年間本当にありがとうございました。感謝。 

牛膓章歴史編纂委員長 
山﨑会長、野間幹事ご苦労様でした。今年

度の一大イベントである難民救済チャリテ

ィーコンサートに当委員会も参画できてホ

ットしています。ご苦労様でした！！ 

松島宏明会計 
多くの会員の皆様にとって充実した一年に

なったなら幸せです。一年間お世話になり

ました。 

須永博之クラブ会報広報委員長 
坪井さん、吉田さん、森さん、西塚さん、

会員の皆様のお蔭様で週報がすべて作成で

きました。本当に感謝しています。ありが

とうございました。 



 
最終例会を迎え、ご覧の通り皆さん和やかに本当に嬉しそうですね！！ 

<編集後記> 
	 毎例会の記録である週報も今回で２４７０回を迎えました。週報は、私たち桐生ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの足跡であ

り、歴史そのものです。過ぎ去った時間の記憶は薄れてゆきますが、週報により桐生ＲＣの歴史の一ペ

ージは確実に記録されてゆきます。次年度からいよいよ桐生ＲＣの週報も自作となります。これからも

週報に絶大なるご理解とご協力、そしてご期待下さい。	 最後になりましたが、今まで週報作成にご協

力いただきましたデザイン印刷アオキの皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。 


