
 

 

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２７９０回例会 
(９月１２日(月)第２例会) 

９月２６日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 会長の時間 

５． 幹事報告 

６． 委員会報告 

７． 善行青少年表彰     新世代奉仕委員会担当 

８． 卓 話   「喜ばれる悦び」 

桐生ボランティア協議会 

 会長 宮地 由高 様 

９． 点 鐘     

    

〈桐生南 RC〉樹徳高等学校 校長 星野 幸一君    〈卓話者〉桐生ボランティア協議会 会長 宮地 由高 様 

   

会長の時間 

9/6(火)吉野家にて指名委員会が開催されました。次々

年度会長に牛膓章君、幹事に澤田匡宏君が指名され

ました。 

《報 告》 

・9/5 例会終了後、定例理事会 

・9/6 指名委員会 吉野家にて 

《予 定》 

・例会終了後、地区大会役員会 

・9/17 米山奨学セミナー 会長、幹事 出席 

     地区より森米山奨学委員 出席 

・9/18 新会員・五大奉仕セミナー 
北川会長 E・園田社会奉仕委員長 
幹事・吉尾憲明君 出席 

･9/19 休 会 
･9/25 地区大会ゴルフコンペ 8 名出席 

サンコー72 カントリークラブにて 
桐生 JC 創立 55 周年記念式典 
 桐生市市民文化会館にて 

幹事報告 

・桐生南、桐生赤城の各 RC よりクラブ現況報告書が届

いております。 

・桐生南、桐生中央、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・10/17 優良従業員表彰推薦とロータリー観光・買物案 

内の締切が本日までとなっております。 

・次週 19 日(月)は、休会です。次回例会は、26 日(月)と

なりますのでお間違えのないようお気をつけください。 

 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 23 年 9 月 12 日) 

総員 64 名：出席 43 名 

平成 23 年 8 月 29 日例会修正出席率：80.00％ 

 

ニコニコボックス 

金子篤郎君、川島康雄君、坂入勝君、須永博之君、水

越稔幸君…宮地様をお迎えして／疋田博之君…家族

合同納涼会でビンゴが当りましたので／藤井征夫君…

米山功労者第 7 回マルチプルをいただきました。 

 

善行青少年表彰式 

―次  第― 

   司 会 新世代奉仕副委員長  森  末廣                                                    

1. 開  会 

2. 主旨説明  新世代奉仕委員長  坂入  勝 

3. 受賞者の紹介 

新世代奉仕委員長  坂入  勝 

4. 表  彰  受賞者代表 

樹徳高等学校  峯岸 裕樹 君 

5. 会長祝辞  桐生ロータリークラブ 

会  長      養田  隆 

6. 受賞者代表謝辞 受賞者代表 

樹徳高等学校  峯岸 裕樹 君 

7. 閉  会 

 ※卓  話   「喜ばれる悦び」 

        桐生ボランティア協議会 

  会  長       宮地 由高 様 

ようこそビジター 



 
受賞者の紹介                    (敬称略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長祝辞 

只今、善行青少年表彰を受けられました 20 名の皆様、

誠におめでとうございます。皆様はそれぞれの学校の

推薦をいただき、日頃の学校や地域での善行が認めら

れて表彰された訳です。 

各校長先生の推薦書を拝見しましたが、それぞれ素晴

らしい善行であります。心より敬意を表します。 

その善行に共通しているのは、他者への気配り、そして

思いやりの気持ち、相手の立場で物を見たり考えたりす

る心が見える事です。大変大事な事であり、なかなか、

出来る様で出来ない事です。 

今年３月１１日に東日本大震災が発生しました。未曾有

の被害が起きました。そして津波による破壊的な打撃を

受けたのは皆様がご承知の通りです。 

受賞されました皆様にもボランティア活動で泥かき隊等

に参加された人もいるかもしれませんが、あの震災から

早くも６ヶ月が過ぎ、様々な復旧、復興の様子が報道さ

れていますが、その被災された方々の言葉の中にあれ

ほど大変に状況におかれているにもかかわらず、自分

自身の事だけでなく常に他者への気配り、又いたわりの

言葉が感じられる事です。この事はすごい事だと思いま

す。皆様にも同じ思いや心があるからこそ、今日の受賞

に繋がっていると思います。 

これからもその思いを忘れずに素晴らしい社会人として、

成長されていく事をご期待申上げます。 

最後にお忙しい中ご引率いただきました先生方に御礼

申上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。 

卓 話 

 

 

 

 

 

「幸せな生活」とは 

「いい生活」と「いい人生」の違い 

「いい生活」とは 

「いい人生」とは 

 

「情けは人のためならず」 

 

目の前に困っている人がいたら、あなたはどうする？ 

「自分は何ができるか」 

 

東日本大震災で私たちが取り組んでいること 

炊き出し事業 

泥かき事業 

避難者支援事業 

復興支援事業 

様々な視点で考えることが大切 

「虫の目」近いところから物事を注意深く見る視点 

「鳥の目」物事を高いところから見る、総合的に見る視点 

「魚の目」魚が水の流れに従って泳ぐように、 

時流を読む視点 

物事の一面にとらわれずに、様々な角度から物事を見

る目を持つことは、事業実施にあたっては、必要不可欠 

悩みにとらわれない心を持つことにつながる 

 

私が心がけていること 

相手のことを察することができれば、争いごとは起きない 

相手の立場に立った言葉は、相手との心をつなぐ言葉

になる 

自分の立場に立った言葉は、人を遠ざける言葉にな

る。 

 

 

 

 

学  校  名 被表彰者名 引率者 
桐生市立中央中学校 宮地 悠生 岩沢 誠典 
桐生市立清流中学校 須田 成美 松原  裕 
桐生市立境野中学校 飯田 達也 狩野 嘉仁 
桐生市立広沢中学校 堀  秀道 田村 尚之 
桐生市立桜木中学校 津久井裕太 石井 智明 
桐生市立梅田中学校 星野 結以 川野 智子 
桐生市立相生中学校 小倉 悠太 萩原 大貴 
桐生市立川内中学校 和田 麻緒 下山 隆史 
桐生市立新里中学校 北條ひなの 木村謙太郎 
桐生市立黒保根中学校 松岡 李奈 本川 貴晴 
樹徳中学校 中條 祐実 須藤喜代子 
群馬県立桐生高等学校 上原 佑哉 杵渕 恵太 
群馬県立桐生工業高等学校 徳田 秀和 原田  実 
群馬県立桐生女子高等学校 杉戸美乃里 宮川 淳吾 
群馬県立桐生南高等学校 山本 晋平 守屋  了 
群馬県立桐生西高等学校 丸田 愛美 渡辺恵理人 
桐生市立商業高等学校 上嶋  巧 鈴木 宏和 
桐生第一高等学校 関口 玲糸 糸井 良枝 
樹徳高等学校 峯岸 裕樹 新井  誠 
群馬県立あさひ養護学校 陳  義範 佐山 大吾 

「喜ばれる悦び」 

桐生ボランティア協議会 

   会長  宮地 由高 様 

【次回例会予告】 
♦10 月 3 日(月) 卓 話 

「桐生商工会議所の取り組みについて｣ 

桐生商工会議所 

会頭 日野 茂 様 

♦食 事     泉 新 


