
 

 

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２７８３回例会 
(７月１１日(月)第２例会) 

７月２５日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 2010-2011 年度収支決算報告 松島 宏明 君 

５． 2010-2011 年度会計監査報告 矢野   昭 君 

６． 前年度会長挨拶          塚越 紀隆 君 

７． ロータリー情報アワー 

８． 出席１００％表彰 

９. 会長の時間 

１０. 幹事報告 

１１. 委員会報告 

１２. 卓 話   「ガバナー補佐講話」 

第２分区 A ガバナー補佐 

家住 慧路 君 

１３. 点 鐘

ようこそビジター 

〈第２分区Ａガバナー補佐〉家住 慧路 君   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー情報アワー 
ロータリー情報委員長 疋田 博之 君 

ロータリー情報委員会は、直前の会長ということで元会

長の山﨑一順君と前会長の塚越紀隆君と私３人で運営

していきますので、よろしくお願い致します。 

７月 1 日は、ご存知のようにロータリークラブとしては、新

しい年度に入るということになります。すでに 10 日あっと

いう間に過ぎてしまいました。その７月１日にガバナー会

というのが東京で開かれました。昨年もガバナーエレクト

としてオブザーバー的立場で出席しましたが、何か凄い

会だな、と言うぐらいであまりピンときませんでした。出欠

席の連絡があるまで全くと言っていいくらい知りません

でした。このガバナー会は、パストガバナーの吉野さん 

 

がいるので話しにくいのですが、話させて頂きます。間

違っていたらご訂正、補足をお願い致します。 

この会は、昭和４２年(1967 年)に日本ロータリー連絡

委員会が定められて以来、名称、規約など変更されな

がら現在に至ったようです。日本の第１、２、３ゾーンの

ガバナーをメンバーとして、議長役には慣例によって東

京２地区のガバナーが務めています。そして顧問という

かたちで、日本選出の RI の現在の理事、元理事がなっ

ています。従って基本的には新しくガバナーになった人

の集まりで GN、GE はオブザーバーと言うことになるよう

です。ガバナー同士の連絡とロータリーの諸活動の情

報交換を主な目的としているもののようです。 

今年も１日に東京のグランドホテル高輪プリンスで午前

１１時４５分から午後３時まで開催されました。内容は、

新旧ガバナー代表の挨拶、RI、TRF の役員の紹介そし

て新ガバナー３７人の簡単な挨拶がありました。今回は、

東日本大震災義援金のこれからの対応として東日本大

震災支援委員会の報告がありました。 

 

出席１００％表彰 

 

前年度会長挨拶 
2010-2011 年度 

収支決算 終了 

金子 篤郎君 22 回 
山﨑 一順君 19 回 
本田雄一郎君 7 回 
水越 稔幸君 5 回 

会計 松島 宏明 君 監査 矢野 昭 君 



 

 

会長の時間 

《報 告》 

・7/5 桐生赤城 RC 表敬訪問 

桐生 RAC 初例会・懇親会(会長・幹事・松島君) 

・7/6 桐生南 RC 表敬訪問、桐生タイムス社訪問 

・7/7 桐生中央ＲＣ表敬訪問 

・7/9 IAC 合同会議 
(森新世代奉仕委員、桐生第一高校顧問２名、IAC３名出席) 

《予 定》 

例会終了後、第１回会長候補者推薦委員会 

    ガバナー訪問打合せ会 

・7/16 群馬大学工学部留学生交流会(２２名登録) 

・7/18 祝日の為、休会 

・7/19 家族会総会(ピノキオ) 

・7/23 IAC 年次大会 
(新世代奉仕委員 3 名、桐生第一高校顧問２名、IAC10 名出席) 

・7/25 ガバナー公式訪問 

幹事報告 

・ 桐生市発明協会より「第５３回桐生市発明考案展覧

会」のご案内が届いております。 

・ 先日、FAX でもお知らせ致しましたが、桐生タイム

ス社主催、桐生 RC 協力で、今般の大震災に関す

る写真展を 7/11(月)～14(木)10 時～17 時、桐生ガ

スプラザにて開催致しますので、ご来場お願い致し

ます。 

・ 桐生ガス㈱様より「桐生のガス事業：塚越平人の半

世紀」が寄贈されました。 

・ 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。 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 23 年７月 11 日) 

総員 64 名：出席 46 名 

平成 23 年 6 月 20 日例会修正出席率：80.32％ 

ニコニコボックス 

群馬第２分区(A)ガバナー補佐家住慧路君…お祝いを

いただきました。 

養田隆君、川島康雄君、村田勝俊君…家住ガバナー

補佐をお迎えして／牛膓章君…当クラブのゴルフ大会

に大勢のメンバーが参加して頂きました。濃霧の中ご苦

労様でした／村田勝俊君…塚越平人会員の半世紀を

いただきありがとうございました／坂入勝君…7/6 の母

の葬儀では、会員の皆様にご会葬頂き大変ありがとうご

ざいました／久保田寿栄君…ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ優勝させていた

だきました／疋田博之君…ロータリー情報委員長就任

／佐々木裕君…ロータリー情報委員長退任／川島康

雄君…会員増強委員長就任／森末廣君…歴史編纂・

情報処理委員長退任／佐々木裕君、森末廣君…誕生

祝／金子篤郎君、山﨑一順君、本田雄一郎君、水越稔

幸君…出席１００％／佐藤富三君、疋田博之君、佐々

木裕君、坪井良廣君、川島康雄君、横山順一君、山田

実君、吉尾憲明君…写真頂きました。 

S.A.A 

７月２５日(月)は、ガバナー公式訪問です。 

上着・ネクタイ・バッジの着用をお願い致します。例会場

の途中入退室は、ご遠慮下さい。桐生倶楽部玄関前で

写真撮影の予定ですので、駐車禁止とさせて頂きます。

会員の皆様は、他の駐車場をご利用ください。 

 

ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ表彰式 

 

6/26(日) 

桐生カントリークラブにて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  優勝 久保田 寿栄 君 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ガバナー補佐講話」 

 

第 2 分区 A ガバナー補佐 

家住 慧路 君 

【次回例会予告】 
♦8 月 1 日(月) 卓 話 

クラブ奉仕委員長 北川  洋君 

職業奉仕委員長  竹内 靖博君 

♦カレー風味 すずき 

順  位 競技者名 

優  勝 久保田寿栄君 

準優勝 木村  滋洸君 

３  位 立澤  俊明君 

４  位 須永  博之君 

 

各委員会委員長の

メッセージ 


