
 

 

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２７８６回例会 
(８月８日(月)第２例会) 

８月２２日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 地区大会のご案内 

５． 出席１００％表彰 

６． 会長の時間 

７． 幹事報告 

８． 委員会報告 

９． 卓 話   「新年度の方針」 

社会奉仕委員長 園田  誠 君 

            国際奉仕委員長 柳  明彦 君 

            会員増強委員長 川島康雄 君 

１０． 点 鐘     

ようこそビジター 

〈高崎北 RC〉地区大会副実行委員長 梅山 哲 君       地区 IT 委員長・地区大会実行委員 中野 博之 君 

 

地区大会のご案内 

 

 

 

 

出席１００％表彰 

 

 

 

 

今年度は、記念品をバッチからロータリーマーク入ボー

ルペンに変更致しました。 

 

会長の時間 

先程もご案内がありましたが、10/9(日)地区大会は、 

来年の疋田ガバナー年度では、当クラブが地区大会の 

ホストクラブになりますので、理事・役員及び各委員会

委員長並びに地区大会実行委員会各委員長は、義務

出席で全員登録に向けご協力よろしくお願い致します。 

《報 告》 

・8/1 定例理事会・会員増強委員会家庭集会 

・8/2 桐生５RC 合同チャリティーゴルフコンペ・合同 

例会事前打合せ会 

・8/5 桐生まつり 桐生 RAC うまいもの市 激励 

 

《予 定》 

・本日、会員増強委員会 家庭集会 

 

幹事報告 

・第 7 回桐生市マーチングフェスティバルの開催ご案内

が届いております。 

・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。 

・次週 15 日(月)は、休会です。次回例会は、22 日(月)と

なりますのでお間違いのないようお気をつけ下さい。

尚、事務局は、桐生倶楽部休館に伴い 13 日～16 日

までお休みとなります。緊急時は、幹事までご連絡お

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 8 月 8 日) 

総員 64 名：出席 42 名 

平成 23 年 7 月 25 日例会修正出席率：85％ 

 

ニコニコボックス 

高崎北ＲＣ様…地区大会のご案内に伺いました／養田

隆君、村田勝俊君…高崎北ＲＣ地区大会実行副委員

長 梅山哲君、実行委員 中野博之君をお迎えして／

北川洋君…先週卓話をさせて頂きました／北川洋君…

桐生名誉市民松田直樹選手のご冥福をお祈りします。 

皆様もくれぐれもお体お大事になさって下さい／ 

10 月 9 日(日) 
群馬音楽センターにて 
開催致します。 
是非、ご参加下さい。 

塚越 平人君 49 回 
前原  勝君 17 回 
塚越 紀隆君 16 回 
吉野雅比古君 11 回 
 



 

 

佐々木裕…まずまずの天候に恵まれ鉾の巡業と曳き違

いも大成功にて終る事が出来ました。関係各位の皆様

に感謝申上げます。又、暑い処を前原宮司さんには大

変お疲れ様でした／藤井征夫君…桐生ガス㈱「ふるさ

との風第八集」感銘しました／川島康雄君、園田誠君、

柳明彦君…卓話をさせて頂きます／塚越平人君、塚越

紀隆君、吉野雅比古君…出席１００％。 

 

ゴルフ部 

2011-2012 年度 国際ロータリー第 2840 地区 

東日本大震災ﾁｬﾘﾃｨｰ地区大会記念ゴルフ大会 

2011 年 9 月 25 日(日)サンコー72 カントリークラブにて 

奮ってご参加下さい。 

 

クラッシックカーフェスティバル in 桐生 

今年も 11月 6日(日)開催予定です。ご協力お願い致

します。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

委員会のメンバーは、藤江篤副委員長、舘盛治会

員、奥澤公慶会員 という頼 もしい先輩方であります。 

今年の抱負 ということですが、私 自身はロータリー入

会 7 年目になりますが、未だロータリーについて勉強

不足であり、そういった意味ではこの委員会を通じて 1

年間勉強させていただくという姿勢で臨んで参 りたい

と思っております。さて、もちろん皆様方におかれまし

ては日頃より何らかの形で社会奉仕に携わっておられ

ることと思いますが、個々の力をよりー層強く束ね地域

社会に貢献することがロータリー精神と考えます。 

大震災後の日本における絆の重要 さを再認識せ

ずにはおれませんが、まずは出来 ることから始めるこ

とが必要なのだと感じています。 

本年度の事業活動 といたしましては、例年の①

桐生市みどりと花の会への協力②桐生市社会を明

るくする運動への参加③環境 GS に対応した地域

清掃活動の実施・参加 、はもちろんのこと、地域

NPO・ボランティア団体との情報交換を行い、皆様

に情報を提供 していきたいと考えています。 

RI 会長がおっしゃる、こころの中を見つめ、まずは

自分から変化しなければならないと実感しています。 

1 年間このような経験をさせていただくことに感謝し、

卓話とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

本日は今年度の事業計画につきまして簡単にご説

明をさせて頂きます。５ロータリーの合同事業でありま

す、群馬大学工学部の外国人留学生との交流会に

つきましては、今年度桐生ＲＣが幹事 クラブであります

ので、その企画、運営を当委員会を中心に行う予定

です。 

米山奨学生のサポートも昨年同様行いたいと思いま

す。その関連で新世代奉仕委員会さんへの事業協力も

合わせて行いたいと思います。 

国連 UNHCR 協会に対する支援事業 も継続事業と

して考えています。震災後、国内の復興が急がれる中、

この支援事業をどう具体化するかは難 しい問題ですが

委員会内でよく協議しなくてはならない と思います。最

後 に近年途切れがちでありました韓国龍山 RC との交流

も何らかの形で持ちたいと考えています。今年度 １年間

よろしくお願い致 します。 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強委員会には、優秀なメンバーが集まりました。

抱負はなく、会員を増やすのみです。純増１名は、簡単

なことと思いましたが、退会してしまう方もいるのです。そ

うすると退会防止も重要となります。それは、会長にお

任せしまして、とりあえず純増 10 名目標です。 

                                         

 

桐生ＲＡＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は、餃子やえだ豆など販売しました。 

 

 

 

「新年度の方針」 

社会奉仕委員長 

園田 誠 君 

【次回例会予告】 
♦8 月 29 日(月) 家族合同納涼会 

            点鐘：18 時 30 分 

            場所：海鮮ダイニング美喜仁館 

♦9 月 5 日(月) 卓 話 

「老舗企業から学ぶ」 

帝国データバンク 太田支店 

支店長     西村 泰典 様 

♦食 事      ノザワデリカ 

「新年度の方針」 

国際奉仕委員長 

柳 明彦 君 

「新年度の方針」 

会員増強委員長 

川島 康雄 君 

養田会長も激励に 


