
 

 

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２７９７回例会 
(１１月１４日(月)第２例会) 

１１月２１日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 新会員入会式 

  群馬銀行 桐生支店 

   支店長 下田 正宏 君 

 (1)推薦の言葉桑原志郎君 

 (2)バッチの贈呈 

 (3)歓迎の言葉 

 (4)新会員挨拶 

５． ロータリー情報アワー 

 

 

６． 出席 100％表彰 

７． 会長の時間 

８． 幹事報告 

９． 委員会報告 

１０． 卓 話  

  「混迷する世界経済と日本経済の見通し」 

野村證券 太田支店 

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ課 

課長 鈴木 晋一 様 

１１． 点 鐘 

 

     

〈桐生西ＲＣ〉 下井田 秀一 君                 〈卓話者〉野村證券太田支店ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ課 

花房  孝道 君                              鈴木 晋一 様 ・ 小嶺 真祐 様

   

新会員入会式 

 

 

 

 

生年月日：昭和 34 年 6 月 13 日 

出身大学：埼玉大学 

趣味：読書・マラソン 

 

ロータリー情報アワー 

ロータリー情報委員 塚越 紀隆 君 

米 山 梅 吉 氏 について 

慶応４年（明治元年）２月４日江戸生まれ 

和田家３男[１２才] 米山家養子となる 

（米山家：静岡県駿東郡旧家） 

その後、東京英和学校（現青山学院） 

２１才 渡米 米大学 

明治３０年 [３０才]三井銀行 入社 

明治４２年 [４１才]三井銀行常務取締役 就任 

 

 

大正１２年 [５６才]三井信託株式会社を設立 

初代社長就任 ― ６７才で辞任 

昭和１２年 [７０才]青山学院 初等部 

幼稚園を設立・校長就任 

昭和１３年 [７１才]貴族院議員 

昭和２１年 [７８才]逝去 

---------ロータリークラブ関連  -------- 

大正６年１０月～７年２月  渡米 

 テキサス ダラス 三井物産支店長が 

メンバーとなっているクラブにゲスト出席  

[新隠居論] （４６才の時に発表 社会奉仕） 

大正９年 [５３才]ロータリークラブを日本に導入 

東京ロータリークラブを創立し、会長  

    ※１０月２０日 ２５人で発足 

 

出席１００％表彰 

 

 

 

 

 

群馬銀行 桐生支店 
支店長 下田正宏 君 

ようこそビジター 

北川  洋君 34 回 
村田 勝俊君 6 回 
 



 
会長の時間 

《予 定》 

・例会終了後、地区大会打合せ(ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所) 

・11/15 家族会役員会 ﾌｧﾝﾍﾞｯｸ･ﾏｻﾐ  15 名参加 

・11/16 会員増強委員会家庭集会 友奴 

・11/19 桐生西 RC 創立 40 周年記念式典 

(桐生ﾌﾟﾘｵﾊﾟﾚｽ) 

12 月 5 日(月)例会は、年次総会ですので、皆様ご出席

よろしくお願い致します。 

幹事報告 

・安藤ガバナー事務所より地区補助金申請書が届いて

おります。 

・ＲＩＤ2840 地区公共イメージ委員会より「ロータリアンが

ロータリアンをサポートする観光案内」が届いておりま

すので、本日配布のロータリーの友に挟んであります。 

・米山奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま」が届いております。 

・群馬大学工学部長板橋英之様より、先日の「工学部 

外国人留学生との懇談会」のお礼状が届いてます。 

・すばらしい歌津をつくる協議会より、会報「一燈」が届

いてます。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより週

報到着。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 23 年 11 月 14 日) 

総員 66 名：出席 44 名 

平成 23 年 10 月 31 日例会修正出席率：84.21％ 

 

ニコニコボックス 

養田隆君、塚越紀隆君、山口正夫君、坂入勝君、村田

勝俊君…下田正宏君の入会を祝して／澤田匡宏君…

卓話に野村證券鈴木課長をお迎えして／牛膓章君…

10/30 に行われました桐生５ＲＣチャリティーゴルフコン

ペが無事終わりました。協力頂いたゴルフ部の皆様ご

苦労様でした／須永博之君…桐生ＲＣゴルフコンペ優

勝させて頂きました。ありがとうございました／水越稔幸

君…桐生第一高校のサッカー部全国大会出場おめで

とうございます／塚越平人君、前原勝君…誕生祝／北

川洋君、村田勝俊君…出席 100％。 

 

ゴルフ部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

卓   話 

優 勝 須永 博之 君 

準優勝 本田雄一郎君 

３ 位 立澤 俊明 君 

【次回例会予告】 
♦11 月 28 日(月)特別例会 

「桐生の名勝訪問」観音院にて   12 時 30 分点鐘 

♦12 月 5 日(月) 年次総会 

♦食 事      シェフ ハヤカワ 

「混迷する世界経済と 

日本経済の見通し」 

野村證券 太田支店 

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ課 

課長 鈴木 晋一 様 

10/30 桐生５ＲＣ 

チャリティーゴルフコンペ 

団体 第３位 

優勝 須永 博之 君 

10/30 

桐生ＲＣゴルフコンペ 


