
 

 

R.I 会長 カルヤン・バネルジー 

国際ロータリー第2840地区 2011-2012年度 国際ロータリーのテーマ 

Reach Within to Embrace Humanity 

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。 

２０１１年 

会長 養田  隆 幹事 村田 勝俊 
クラブ会報・広報委員会 木村 洋一・桑原 志郎・松島 宏明・大友 一之 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２７９１回例会 
(９月２６日(月)第３例会) 

１０月３日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． ロータリー情報アワー 

５． 出席１００％表彰 

６． 会長の時間 

７． 幹事報告 

８． 委員会報告 

９． 新世代奉仕月間を迎えて 

          新世代奉仕委員長 坂入 勝 君 

１０． 卓 話 

   「群馬環境 GS 認定書交付式」 

交付式挨拶 

東部県民局 局長 井野 佳一 様 

「東部環境事務所の取り組みについて」 

    東部環境事務所長 小笠原 祐二 様 

１１． 点 鐘     

    

〈卓話者〉 

東部県民局 局 長         井野 佳一 様  東部県民局 東部環境事務所 補佐 深澤 隆太郎 様 
東部県民局 東部環境事務所長 小笠原祐二 様 東部県民局 東部環境事務所 主事 亀井  信明 様

   

ロータリー情報アワー 
ロータリー情報委員 山﨑 一順 君 

東日本大震災「義援金」について 

3.11 の大震災により 3 月 16 日付で福田パストガバ

ナー事務所より発信された「東日本大震災被災地義

援金」として2840 地区の各クラブより集まった「義

援金」の総額 25,241,374 円を早速ガバナー会に送金

致しました。この篤志の醵金
きょきん

は「全国のロータリア

ンのお見舞いの気持ちとして被災地区に公平にすば

やく暫定的に自由に使える資金として分配する」と

いうガバナー会からの募金呼びかけの趣旨に応じる

ものでした。 

全国の地区からガバナー会に集まった「義援金」の

総額は 10億 3800 万円であり、ガバナー会ではこの

うち 1億 2300 万円を被災地区に分配しました。 

内訳は、2520 地区(岩手、宮城)5000 万円 

2530 地区(福島)3000万、2790地区(千葉)1500 万 

2820 地区(茨城)1000万、2500地区(北海道)800 万 

2550 地区(栃木) 500万、2830地区(青森)500 万 

しかし残り 8 億 7200 万円は長期的支援プログラム

(災害遺児教育支援 5for1 クラブプログラム)に使用

するとしてプールされたまま年度が替わりました。 

ガバナー会の長期的支援プログラムの趣旨は理解で

きますが、残念ながらガバナー会はそのようなプロ 

 

 

グラムを恒常的に運営できる組織ではなく、当初の

募金の趣旨からも逸脱しております。 

一刻も早い被災地区の救援を願っている会員皆様の

お気持ちを考えますとこれ以上の猶予は許されない

と判断致しました。 

そこでガバナー諮問委員会でも検討していただき、

ガバナー会に対し既に被災地区に渡った 1 億 2300

万円を除いた金額を返金するよう地区として要請を

致しました(8/20)。 

このたびガバナー会より 22,277,935 円が返金され

てまいりましたので、地区震災対策特別委員会とガ

バナー諮問委員会で検討した結果地区方針として以

下のようにすることに決定致しました。 

ガバナー会よりの返金 22,277,935 円は沿岸部のク

ラブが壊滅的なダメージを受けた2520地区へ70％、

福島原発事故の影響が続く 2530 地区へ 20％、支援

要請が届いている 2820 地区へ 10％を目安として配

分し、全額を各地区の現ガバナーへ早急にお見舞金

としてお送りする。前年度分の「義援金」はこれで

完結させる。今後は、被災地区からの要請やニーズ

に応じて改めてクラブに支援のお願いをすることも

ある。 

 

ようこそビジター 



 
 

出席１００％表彰 

 

 

 

会長の時間 

本日、臨時理事会を開催いたしますが、議案としまして、

南三陸町歌津地区仮設集会所寄付及びロータリー東

日本震災復興基金補助金申請の件です。桐生ボランテ

ィア協議会、桐生災害支援ボランティアセンターが東日

本大震災発生直後から宮城県の南三陸町歌津地区に

炊き出しボランティア等実施し、『うつくしい歌津をつくる

協議会』から仮設集会所を作りたいので支援して欲しい

との依頼を受け、桐生ボランティア協議会の宮地由高

代表から当クラブへ支援要請がありました。 

仮設集会所建設に 430 万円が必要です。その建設資

金と資金調達について、そしてロータリー東日本ロータ

リー震災復興基金への申請等について理事の皆様と協

議したいと考えております。 

《報 告》 

・9/17 米山奨学セミナー 会長・幹事出席 

・9/18 新会員・五大奉仕セミナー 

 北川会長エレクト・園田社会奉仕委員長・幹事 出席 

・9/19 休会 

・9/25 地区大会ゴルフコンペ ８名出席 

     桐生 JC 創立 55 周年記念式典 会長出席 

《予 定》 

・例会終了後、10/6 桐生第一高校派遣講師説明会 

 臨時理事会  

・10/2 群馬県野球大会  

伊勢崎南 RC と富岡市和合ｸﾞﾗﾝﾄﾞにて 

 

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。

10 月は、1＄＝78 円です。 

・ 米山奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま」が届いてます。 

・ 福田直前ガバナー事務所より、2010-2011 年度ガ

バナー補佐年間活動報告書、地区委員長年間活

動報告書、地区会計報告書が届いております。 

・ 日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いてます。 

・ 伊勢崎南ＲＣよりクラブ現況報告書が届いてます。 

・ 桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城、足利の各

RC より週報到着。 

・ 坪井会員に桐生 RC ホームページの会員ホームペ

ージ紹介を見やすく、トップページに表示してもら

いました。当面試験的に出してみます。ご意見をお

聞かせください。 

・ 本日午後 6 時 30 分より臨時理事会を開催致します

ので関係理事役員の方は、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 23 年 9 月 26 日) 

総員 64 名：出席 45 名 

平成 23 年 9 月 5 日例会修正出席率：89.83％ 

 

ニコニコボックス 

養田隆君、澤田匡宏君…卓話に東部県民局 井野佳

一様、東部環境事務所長 小笠原祐二様をお迎えして

／山口正夫君…群馬環境 GS 認定をされましたので／

藤井征夫君…すれ違う人をも拝むようになりたいですね

／前原勝良君、大友一之君…家族合同納涼会でビン

ゴが当りましたので／山上達也君…結婚祝／舘盛治君、

吉田栄佐君…誕生祝／北川洋君、阿部高久君、山﨑

一順君、竹内康雄君、舘盛治君、牛膓章君、養田隆君、

塚越紀隆君、金子篤郎君、山口正夫君、吉田栄佐君、

佐々木裕君、坪井良廣君、堀明君、前原勝君、松島宏

明君、森末廣君、吉野雅比古君、前原勝良君、本田雄

一郎君、坂入勝君、村田勝俊君、須永博之君、大友一

之君、澤田匡宏君、竹内靖博君、柳明彦君、木村洋一

君、山上達也君、月門快憲君、久保田寿栄君、横山順

一君、山田実君、吉尾憲明君…写真を戴きました。 

 

S.A.A 

次回例会より 10 月になりますので、クールビズを終了し

ネクタイ着用でお願い致します。 

 

新世代奉仕月間を迎えて 

9 月は新世代奉仕月間ですが、今年より 5 大奉仕と

なりました。当クラブでは、IAC と RAC の活動を支

援しております。これからもご協力お願い致します。 

 

卓 話 

群馬県環境 GS 認定書交付式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業者名 代表者氏名 

1 医療法人 前原内科医院 前原 勝良 

2 株式会社ﾎﾝﾀﾞ 家具のﾎﾝﾀﾞ桐生店 本田雄一郎 

3 株式会社 シロキヤ 竹内 靖博 

4 桐生瓦斯株式会社 塚越 紀隆 

5 桐生建設株式会社 吉野雅比古  

6 株式会社トヨダプロダクツ 山口 正夫 

7 株式会社ヤナギ 柳   明彦 

8 株式会社森エンジニアリング 森   末廣 

 

舘  盛治君 26 回 

吉田 栄佐君 20 回 
 



 
 

 

 

 

 

「群馬県環境 GS 認定書交付式」 

東部県民局 

局長 井野 佳一 様 

【次回例会予告】 
♦10 月 10 日(月) 休 会 

♦10 月 17 日(月) 優良従業員表彰 職業奉仕委員会担当 

卓 話 

「高校生と職業｣ 

桐生第一高等学校 堀井 重彦 様 

♦食 事      喜美久 

「東部環境事務所の 

取り組みについて」 

東部県民局 

東部環境事務所長 

小笠原 祐二 様 


