
 

 

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２７８５回例会 
(８月１日(月)第１例会) 

８月８日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． 国歌斉唱 

３． 桐生市歌斉唱 

４． 四つのテスト唱和 

５． 来訪者紹介 

６． 結婚・誕生祝 

７． 乾 杯 

８． 会長の時間 

９． 幹事報告 

１０． 委員会報告 

１１． 卓 話   「新年度の方針」 

クラブ奉仕委員長 北川  洋 君 

            職業奉仕委員長  竹内靖博 君 

１２． 点 鐘     

  

結婚祝 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

会長の時間 

日本経済新聞社は２０１１年上期の日経 MJ ヒット商品

番付をまとめた。東日本大震災の影響を色濃く反映し、

節電や防災、被災地支援につながる消費者ニーズに対

応した商品・サービスが並んだ。新製品の発売見送りや

震災で大きく変化した消費への意識を考慮し、バブル

崩壊直後の１９９１年通期以来、約２０年ぶりに横綱不在

となりました。横綱不在のなか、最上位の大関に入った

のは、LED や省エネ家電等「節電ツール」、企業のサマ

ータイム導入に伴う午後４時退社の広がりに商機を見る 

「『アフター４』販促」。いずれも震災後の節電志向の高 

まりを反映しているようです。東北製をうたった「メードイ 

ン東北」も被災地を応援したい消費者が積極的に購入 

しているようです。 

《報 告》 

・7/27 上毛新聞社表敬訪問 

地区大会総務部会 

・7/28 親睦活動委員会・S.A.A 合同家庭集会 

・8/1  第２回会長候補者推薦委員会 

 

《予 定》 

・例会終了後、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 

 

幹事報告 

・ 国際ロータリー第 2840 地区安藤震太郎ガバナーよ

り、先日の公式訪問のお礼状が届いております。 

・ 前橋北 RC より、事務局及び例会場移転のお知ら

せが届いております。 

移転先 事務局・・・前橋商工会議所 4F 

 例会場・・・前橋商工会議所 3F 

・ 群馬交響楽団より賛助会の募集案内が届いており

ます。 

・ 桐生南、桐生西、桐生中央の各 RC より週報到着。 

・ 次回例会に高崎北 RC より、地区大会のご案内に 2

名来訪予定です。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 23 年 8 月 1 日) 

総員 64 名：出席 48 名 

平成 23 年 7 月 11 日例会修正出席率：91.52％ 

 

吉尾 憲明君 16 回 
 
五十嵐啓友君 11 回 

佐藤 富三君 86 歳 

前原 正一君 85 歳 

赤松  隆君 78 歳 



 
ニコニコボックス 

藤井征夫君…養田会長、村田幹事の名コンビに期待し

て／吉尾憲明君、五十嵐啓友君…結婚祝／佐藤富三

君…誕生祝 

 

疋田ガバナーエレクト事務所より 

2011 年 8 月 1 日より 

2013 年 7 月 31 日の間、 

疋田ガバナー（エレクト） 

事務局員として就業して 

頂く事になりました 

太縄直子さんです。 

よろしくお願い致します。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

本委員会は松島宏明、野間義弘、本田雄一郎会員

で構成されております。 

今年度の目標は養田会長の方針の１つである東日本

大震災後の再生と復興に向けて、何をなすべきかをそ

の活動の基本に置き、１０の関連委員さんと調整をとり、

機能を充実させるよう努力して行きたい。 

活動状況および予定としては、会員と桐生 R.C の活性

化を実行する様にと安藤ガバナーは述べております。

それにそって実施していきたいと思っております。 

それに加えて、７つの地区目標と４つの数値目標にのっ

とって活動をして行きたいと思っております。 

会員皆様の御協力、御理解を得て、養田丸がスムーズ

に航海できるよう願っております。 

よろしくお願い申上げます。 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの基本は職業奉仕にあると言われていま

す。RI 会長カルヤン・バネルジー氏は「心の中を見つめ

よう、博愛を広げるために」を今年度のテーマにしてい

ます。これは強い絆で結ばれた平和で豊かな社会 を

築き上げる事を目的 としています。 

東日本大震災という未曽有の大地震と津波が一瞬に

して数万の同胞の生命と財産を奪い、更に原発事故の

放射線汚染は私達に大きな試練を与えました。 

ロータリアンはそれぞれの職業を通じて職業倫理に

基づいた社会貢献を実行 しなければなりません。委

員会としてその具体的なプログラムを考えていきたいと

思います。 

そこで当委員会では高校生が将来の職業につい

てどのような意識を持っているか？どのような職業に

魅力を感じ、就きたいと思っているのか？という観点か

ら本年10月の職業奉仕月間にちなんで現役高校生、

教師、我々ロータリアンで考えてみようと思っていま

す。そのような意味合いから 10 月 17 日には桐生第一

高校の進路主任、堀井重彦先生に「高校生と職業意

識」と題して卓話をお願いしております。そして圧巻は

学校の授業の一環として多くの生徒の前で専門家

の講演を企画しております。その講師は誰でしょう

か？それはロータリアンの皆さんです。これは学校

側との調整が必要ですが、毎年就職についての専門

家を呼んで講義を行っているそうです。例えば専門学

校 の先生とか、派遣業者にお願いしていると言われ

ています。今回は学校側からの要請で何人の講師を

派遣できるか分かりませんが、例えば医療介護 関

係、ファッション関係、等々依頼がありましたら会員の

皆さん方は正に実践で立派に活躍 されている方ばか

りですので、もしご使命を受けましたら是非快く 30～40

分程度の講演をお願いいたします。 

なお、当委員会の事業は例年通り毎月第 1 例会に

おいて「四つのテスト」の唱和、これも委員会全メンバ

ーが輪番制で行います。そして永年勤続の優 良従業

員表彰 も行います。職業を通じての奉仕活動はロー

タリークラブの永遠の課題であり我々職業人として常

に自らの行動を見つめ、反省しロータリー精神を守り

ながら委員会活動を行いたいと考えております。 

 

四つのテスト 

ロータリーの基本理念であるこの四つのテストは意義

や由来は様々な資料に紹介されています。この四つの

テストの創案者であるハーバート J．テーラーは 1893 年

ミシガン州に生まれ第一次世界大戦に従軍し、その後

イリノイ州シカゴの会社に入社し努力の結果次期社長

候補にまで昇進しました。その時シカゴロータリークラブ

会員となり、破産寸前のクラブアルミニューム社の再建

を依頼されました。調理器具メーカーの同社は総額 40

万ドルを上回る負債を抱え、倒産の瀬戸際にありました。

信仰心の厚いテーラーは同社を建て直し、大恐慌下の

沈滞ムードを払拭するための手段として、社員たちに倫

理的価値観の目安となる簡潔な指針を提供すべく、会

社の倫理訓について 100 語からなる文章を考えました。

それを何度も推敲し７つの項目にまとめ、更に簡潔にす

るために四つのテストになりました。 

 

 

「新年度の方針」 

 

クラブ奉仕委員長 

北川 洋 君 

【次回例会予告】 
♦8 月 15 日(月) 休 会 

♦8 月 22 日(月) 卓 話 

「節電に関する取り組みについて」 

群馬県産業支援機構 

主 幹     瀬古 裕美 様 

経営相談窓口アドバイザー 

片亀  光 様 

♦食 事      一茶庵 

「新年度の方針」 

 

職業奉仕委員長 

竹内 靖博 君 


