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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

BUILDING 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２７４３回例会
(７月２６日(月)第３例会)

８月２日号

      

１． 点 鐘                                                                   

２． ロータリーソング斉唱

３． 来訪者紹介

４． 委嘱状の伝達
第２８４０地区ガバナー諮問委員会 委 員 吉野 一郎 君

第２８４０地区社会奉仕委員会   委員長 疋田 博之 君

第２８４０地区管理運営委員会委員長・地区研修委員会

委 員 竹内 靖博 君

第２８４０地区米山奨学委員会    委 員 松島 宏明 君

５． 2009-2010 年度収支決算報告 松島 宏明 君

６.  2009-2010 年度会計監査報告 矢野  昭 君

７. 前年度会長挨拶

８. 会長の時間

９. 幹事報告

１０． 委員会報告

１１． 卓 話

「新年度を迎えて」

        職業奉仕委員長 澤田 匡宏 君

        国際奉仕委員長 山口 正夫 君

        会員増強委員長   坂入  勝 君

１２． 点 鐘

委嘱状の伝達

               

              前年度会長挨拶

                    山﨑 一順 君

                    2009-2010 年度

                     収支決算終了

会長の時間

《報告事項》
7/19：休会（海の日）

7/20：家族会総会 12：00～（バリエ）

家族会会員約 20 名参加

新旧家族会役員挨拶、紹介

7/24：インターアクト年次大会（太田商）

桐生第一高校ＩＡＣ顧問西尾先生

   〃    5 名参加

柳新世代奉仕委員長参加

7/24：舘会員ご尊父様通夜、25 日告別式

7/26：第２回推薦委員会 11：45～

《予 定》
7/26：第１回クラブ協議会（例会終了後）

7/27：指名委員会 18：30～（吉野家）

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。

8 月のレートは、1＄＝88 円です。

・福田ガバナー事務所より、ロータリーユネスコ絵画展「作品

募集」のパンフレットが届いております。

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」が届いております。

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いております。

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各 RC より

週報到着。

・上半期会費等の納入期限が７月末までとなっておりますので、

お忘れのないようお願い致します。

・例会終了後、クラブ協議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 26 日)

総員 64 名：出席 41 名

平成 22 年 7 月 12 日例会修正出席率：83.61％
出席率の計算式改定（2010 年規定審議会採択）

免除会員を含む出席した会員数×100%

A+B+C

A: 出席免除の適用を受けていない会員数

B: 定款第 9 条第 3 節(a)の出席免除の適用を受けた会員数

C: 定款第 9 条第 3 節(b)および第 4 節で出席免除の適用を

受けた会員で出席した会員数

吉野 一郎君

疋田 博之君

竹内 靖博君

松島 宏明君



ニコニコボックス
塚越紀隆君…暑いので皆様自己体調管理を／舘盛治君…

父の葬儀で大変お世話になりました／山口正夫君…国際奉

仕委員長として卓話させていただきます／木村洋一君…ニコ

ニコ箱委員長退任／藤井征夫君…暑さ対策を十分に／木村

洋一君…誕生祝／木村洋一君…写真頂きました。

卓 話

ロータリー・クラブ定款に、職業奉仕は、事業および専門職

務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべ

きであるという認識を深め、あらゆる職業に携わるなかで奉仕

の理想を生かしていくという目的を持つものである。会員の役

割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行

うことが含まれるとあります。

専門職務の道徳的水準を高めること、自分自身を律し、事

業を行うことは、すなわち事業の発展に通じ、事業を継続する

ことは、雇用を創出し地域社会に貢献することであり、事業の

成果としての納税は国民の義務にも繋がります。しかしながら、

現代社会において事業を発展させ継続することは、グローバ

ル化、ＩＴ技術の進歩などの様々な要因によって大変厳しい状

況になって来ています。改革開放政策により世界の工場とな

った中国の安価の労働力による製品は、日本の中小企業を

直撃し、分業により成り立ってきた日本のあらゆる中小製造業

を崩壊寸前に追い込んでいます。ギリシャの経済破綻は、より

複雑化した金融商品に不安な影を落とし、世界を経済不況へ

と導いています。ＩＴ技術の進歩は、新しいビジネスを創造する

一方で不要になるビジネスも創っています。

そういった今まで経験したことの無い様々な外部要因が混

在する現代に、より高い倫理観とより早い情報による先見性を

兼ね備えて事業経営を行わなければ、事業の発展継続は望

めません。様々な職種の方のいるロータリーにはその情報が

たくさん存在しています。また異業種の集りがゆえに、違った

角度からの分析も出来ると思います。例会に出席し会話をす

る中にたくさんのビジネスの種があり、様々なひとの卓話にヒン

トがあると思います。プログラム委員会さんとも連携し、様々な

情報を発信出来る卓話者をお願いし、例会に来ることはビジ

ネスに繋がることになれば良いと考えます。

また、ロータリーには先生がたくさんいらっしゃいます。身体

と会社の健康維持のために先生の会員の皆さまにも卓話をお

願いできれば幸いです。職業を通じて社会に貢献することは、

ロータリーの例会に出席して会員同士の会話の中から、そし

て卓話から時代の流れを読み、情報を収集するところから始ま

るものと確信しております。

今年度の目標は RI 会長が掲げました「地域を育み、大陸をつ

なぐ」を基本に、世の中の役に立つべく、地区と協力しながら

地球規模の奉仕活動を実践し貢献出来るよう活動をしたい。

先ずは、群馬大学の留学生との交流への積極参加、啓蒙を

行い米山奨学生（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ/ﾐﾌﾀﾌﾙ･ﾌﾀﾞ君）のサポートをはか

り、「卓話」をお願いする。UNHCR に対する支援活動や難民

の現状をより多くの人達に知って貰う為の活動を行う。

舘年度(2005～2006)の時、特別委員会委員長として、桐生

RC の独自の国際奉仕活動を前原勝良委員長と共に「難民の

現状を桐生の人達に知って貰う為の活動」として『6/20「世界

難民の日」写真展』をガスプラザで開催。今日まで継続して活

動をしております。他の RC も協力してきましたが、毎年続けて

いるのが桐生 RC ということで、「UNHCR」も桐生 RC を高く評

価しています。この信頼を裏切らないよう今年も努力していき

たいと思います。どうぞご協力をお願いいたします。

2011 年 RI 国際大会(2011 年 5 月 21 日～25 日)が米国の

ﾆｭｰｵ-ﾘﾝｽﾞで開催されます。時間の許される方は是非ご参加

をお願い致します。

  桐生ロータリープログラム会員増強プログラム

１，まず会員増強のための計画立案し実行する。

１，クラブリーダーシップを良く理解し、計画、実践する。

１，勧誘活動における会員の責務を強調する。そして様々な

ネットワークをつかい１人でも多くの会員候補者を捜す。

（現在、専門職務、事業主、企業幹部、または管理職につい

ているか、これらの職を引退した人、地域社会の活動に

自ら参加することによって奉仕に献身してきた地域社会

のリーダー  他）

１，勧誘の方策

    ロータリークラブのボランティア活動の具体的説明する。

広報活動の強化も必要。

    会員候補者が何を求めているか理解し機会を提供する

（ホームページなどの充実含む）

   ロータリークラブ会員になると与えられるメリットはどのよう

なものがあるか。

  会員候補者に、ほかの団体ではなくロータリーを選んでもらえ

るようにするには、どうすればよいか。

１，地域社会で同じような志を抱く人々との同胞関係、親睦、

友情を育むこと

１, ビジネスの人脈づくり

１，定評ある国際的な奉仕団体に所属する機会

以上を通じて他の奉仕クラブとの違いも説明し特典メリットを

より PR する。

会員を維持するための方策を立案する

  １，新会員の入会式には家族にも出席してもらう

１，会場をバナーなどで装飾し特別な日だと演出する。

（新会員入会は特別な日と演出する）（歓迎ムード強調）

  １，会長、会長経験者、幹事などに ロータリーの熱意や誇り

のスピーチをお願いする。

  １, 推薦者、会員増強委員が新入会員のフォロー、相談役

となる。

  １，オリエンテーションはもとより、有意義な奉仕プロジェクト

に参加してもらう。

今後、会員増強委員会に下記の条件を設ける（中期的）

. 複数年の任期で委員を任命する。

. 委員会に現・次期・元委員長を含める。（現委員が前任者、

経験者に相談し合同会議を開く）

まず大前提として現メンバー１人１人が深い充実感を味

わうことができるロータリークラブの素晴らしさを体感

する事が不可欠となります。

「新年度を迎えて」

2010-2011 年度

職業奉仕委員長

      澤田 匡宏 君

「新年度を迎えて」

2010-2011 年度

国際奉仕委員長

山口 正夫 君

「新年度を迎えて」

2010-2011 年度

会員増強委員長

坂入 勝 君


