
R.I 会長 レイ・クリンギンスミス

国際ロータリー第2840地区 2010-2011年度 国際ロータリーのテーマ

BULIDING COMMUNITIES

BRIDGING CONTINENTS

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。

２０１０年

会長 塚越 紀隆 幹事 本田 雄一郎

クラブ会報・広報委員会 桑原 志郎・木村 洋一・村田 勝俊・大友 一之・中村 純

パストガバナー 前 原 勝 樹

第２７４２回例会
(７月１２日(月)第２例会)

７月２６日号

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱

３． 来訪者紹介

４． 出席１００％表彰

５． 会長の時間

６． 幹事報告

７． 委員会報告

８． 卓 話

「新年度を迎えて」

        クラブ奉仕委員長 養田  隆 君

        社会奉仕委員長 須永 博之 君

９． 点 鐘

出席１００％表彰

               

会長の時間

《報告事項》

7/6：桐生タイムス社 会長・幹事表敬訪問

桐生赤城ロータリークラブ表敬訪問

7/7：桐生南ロータリークラブ表敬訪問

《予 定》

7/12：例会終了後、第１回会長候補者推薦委員会

7/19：海の日 例会休会

7/20：桐生ロータリークラブ家族会総会（バリエ）

幹事報告
・国際ロータリー2010 年度規定審議会より、決定報告書

が届いております。

・発明協会より「第 52 回桐生市はつめい考案展覧会」

開催要領が届いております。

・桐生西、桐生中央、桐生赤城、足利の各 RC より週報

到着。

・次週 19 日(月)は、祝日の為休会となります。次回例会

は、26 日(月)となりますので、お間違えのないようお気

をつけください。

・例会終了後、第 1 回会長候補者推薦委員会を開催致

しますので、関係各位の方はよろしくお願いします。

委員会報告
出席委員会

本日の出席(平成 22 年７月 12 日)

総員 64 名：出席 45 名

平成 22 年 7 月 5 日例会修正出席率：80.7％

ニコニコボックス

塚越紀隆君…村田勝俊君に素晴らしい本を頂きました

／前原勝君、藤井征夫君…塚越会長年度の成功、盛

会を祈念して／北川洋君…塚越会長 1 年間明るく楽し

くお過ごしください／北川洋君…ワールドカップ日本チ

ームワークに感動／川島康雄君…桐高野球部が勝ち

ました／舘盛治君…理事退任／森末廣君…歴史編纂・

情報処理委員長就任、米山奨学委員長退任／山上達

也君…副 S.A.A 退任／森末廣君…誕生祝／山﨑一順

君、金子篤郎君、本田雄一郎君、須永博之君、水越稔

幸君…出席１００％／森末廣君、山上達也君…写真頂

きました。

野球部  「群馬大会」 組合せ決まる！

☆応援よろしくお願いします☆

金子 篤郎君 21 回

山﨑 一順君 18 回

本田雄一郎君 6 回

水越 稔幸君 5 回

須永 博之君 1 回



卓 話

本年度クラブ奉仕委員会の構成メンバーは委員に森末

廣君、松島宏明君、野間義弘君、いずれも一騎当千の強

者ですので、大変心強く思っております。

「クラブ奉仕委員会」の役割・任務ですが当委員会の傘下

になる A グループ(出席、プログラム、親睦活動、ニコニコ

箱)B グループ(職業分類・会員選考、会員増強、ﾛｰﾀﾘｰ情

報)C グループ(雑誌、クラブ会報・広報、歴史編纂・情報処

理)の各委員会相互間の調整をとりながらクラブ計画が円

滑に実行できるように定期的に委員会活動を調べ、各委

員会が協力し、力を合わせて活動するよう指導するという

事ですが、指導するというよりは素晴らしい委員長さんです

ので活動には何ら心配なく活動してくれると考えてます。又、

クラブ奉仕委員会の大きな特徴ですが、すでにご存知の

通り４大奉仕委員会がありますが、そのうち職業奉仕・社会

奉仕・国際奉仕の各委員会は外部に対する奉仕活動を行

うのに対して、クラブ奉仕委員会は、各ロータリアンに対す

る内部的奉仕活動であります。この事が３大奉仕委員会と

の大きな違いです。それよりもクラブ奉仕委員長は、会長ｴ

ﾚｸﾄが兼務という事が決まっております。したがって次期会

長として、あらためてクラブの事、各委員会活動の内容等

についてしっかり勉強しなさいという事だと考えています。

塚越会長の一挙手一投足を勉強し、本年度の方針に沿う

ように当委員会の役割を十分理解して活動したいと考えま

すのでご協力の程宜しくお願いします。

社会奉仕委員長は、理事を兼務するとの事で、一般企

業で言えば執行役員ですので、クラブ全体の事をも考える

事にもなると思いますが、私には荷が重過ぎると思います

ので、会員の皆様には宜しくご指導、ご協力の程お願い申

し上げます。委員会は、副委員長に金子篤郎会員、委員

に佐藤富三会員、久保田寿栄会員という経験と知性に富

んだ方々ですので、安心して委員会活動が出来ると安堵

しております。

さて、本年度の委員会目標を 2 つ設定しております。（ま

だ、委員会の皆様のコンセンサスは得ていませんが）1 つ

目は「地域社会をより住みやすくする為に、桐生ＲＣに何が

出来るのかといった問題意識を全会員の皆様と共有する

事」2 つ目は「今後の社会奉仕活動の方向性を見出す事」

と致しました。

ところで、ロータリーに於ける社会奉仕活動とは、いった

い何でしょうか？ ベテランのロータリアンの皆様にとって

は、今更の話です。しかし、あえて、再確認させて頂きたい

と思います。「奉仕」を辞書で調べると、「報酬を求めず、ま

た他の見返りを要求するでもなく、無私の労働を行うこと。

英語では service」と紹介されております。

さて、ロータリーの社会奉仕（Community Service）とは何

でしょうか？ ＲＩの手続き要覧「社会奉仕に関する声明」

1923 年において、ロータリーにおいて社会奉仕とは、ロー

タリアンのすべてがその個人生活、事業生活、および社会

生活に奉仕の理想を適用することを奨励、育成することで

ある。また、1992 年の「社会奉仕に関する声明」ではさらに、

社会奉仕により地域に住む人々の生活の質を高め、公共

のために奉仕することは、各ロータリアンとロータリークラブ

にとって献身に値することであり、社会的責務でもある。と

しています。社会奉仕に関しての 90 年前の声明が、長らく

ロータリーの社会奉仕の基本を「"I serve"私は奉仕する」と

いう事であり、クラブとは「奉仕をするクラブ会員であるロー

タリアン個人の集まり」であると理解されていたのではない

でしょうか？しかしながら、1992 年の声明により、ロータリー

の社会奉仕活動は、地域社会へのクラブとしての責務であ

ると明記され、その精神を各クラブに対し 10 項目にわたり

紹介しています。ここで、その中の 3 つ程ご紹介致します。

①地域社会内の奉仕の機会を定期的に検討し、各クラブ

会員に地域ニーズを評価させること。②社会奉仕プロジェ

クトを実施するに当たっては、会員のたぐいまれな職業上

の能力や趣味の力を生かすこと。③あらゆる社会奉仕活動

が重要であると認識したうえで、地域ニーズを汲み、地域

内のクラブの立場や力量を勘案してプロジェクトを始めるこ

と。等を重要事項としています。公共のために奉仕すること

をロータリアンとクラブの社会的責務でもあると説いた 1992

年の「社会奉仕に関する声明」以後、各地のＲＣの社会奉

仕活動は変化し始めたと私は理解します。また、1995 年に

発生した阪神淡路大震災の際に、行政の支援が進まない

中、多くの人々の生活や命を守った市民ボランティア活動

の実績が、ボランティア団体に自信を持たせ、その後の市

民運動推進の為の法制化に発展し、ＮＰＯ法人が誕生す

るきっかけにもなりました。現在では、各地で市民運動が作

る公共サービスなど行政の補完機能を果すようなまちづく

り運動が当たり前のように行われております。以上の様な、

この十数年の社会的な変化は、日本におけるＲＣの社会

奉仕活動にも大きく影響したものと推察いたします。今回、

この卓話をさせて頂くにあたり各地ＲＣの活動をインターネ

ットやロータリーの友で調べてみましたが、ロータリーアット

ワークにも毎月紹介されていますとおり、各地のＲＣが社会

奉仕（地域貢献）事業として様々な独自の活動をしておりま

す。

さて皆様、ここで桐生ＲＣの今後の社会奉仕活動につい

て考えてください。歴史と伝統ある桐生ＲＣでは、1923 年の

「社会奉仕に関する声明」を当クラブの社会奉仕の精神と

して「奉仕をするクラブ会員であるロータリアン個人の集ま

り」と言う考えを大切にしてきたのではないでしょうか？しか

しながら、社会は大きく変化し、ロータリーも変化を余儀な

くされています。桐生ＲＣの今後の社会奉仕活動を考えた

時、同時に、桐生ＲＣが地域社会に貢献できる役割を考え

た時、その果せる役割は大きなものがあると思います。過

日実施したチャリティーコンサートを見ても、クラブの行動

力、ロータリアン一人一人の能力と経験は、正しく実証され

たのではないでしょうか。私たちのふるさと桐生が疲弊し、

将来に不安を抱えた今こそ、歴史と伝統ある桐生ＲＣの底

力を発揮する時なのではないかと個人的には思っていま

す。 最後になりましたが、本日の卓話をさせて頂いたこと

で、本年度の委員会目標は、半分以上達成されたのでは

ないかと思っております。いろいろ生意気な事を諸先輩に

申し上げましたが、ロータリーの友情を持ってご理解頂きた

いと願っております。併せて、本年の当委員会の活動への

ご協力をお願い申し上げ卓話とさせていただきます。

「新年度を迎えて」

2010-2011 年度

クラブ奉仕委員長

     養田 隆 君

「新年度を迎えて」

2010-2011 年度

社会奉仕委員長

須永 博之 君


