
 

 

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。 

２０１２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２８０９回例会 
(３月５日(月)第１例会) 

３月１２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． 米山奨学生ｶｳﾝｾﾗｰ感謝状 授与  月門 快憲君 

７． 結婚・誕生祝 

８． 乾 杯 

９． 会長の時間 

１０． 幹事報告 

１１． 委員会報告 

１２． 卓 話 

「新入会員卓話」   蛭間 茂 君  

１３． 点 鐘     

   

 

   

米山奨学生ｶｳﾝｾﾗｰ 

                       感謝状授与 

             

                    月門 快憲 君 

 

 

結婚祝 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

最近になって、日中は大分暖かく春めいて来ております

が、昨年の今頃を振り返りますと 3 月 11 日の東日本大

震災が発生し、大変な被害に見舞われましたが、早くも

1 年を迎えようとしております。未だに行方不明の方が

3,000 人以上もおります。改めてご冥福をお祈りしたいと

思います。 

さて、３月はロータリーにおきましては、次年度会長幹

事の勉強会であるＰＥＴＳ＆ＳＥＴＳが実施されます。い

よいよ次年度が動き出した感があります。私事で恐縮で

すが、今年度も 3 ヶ月余りとなりました。気を引き締めて

全力であたるつもりですので、ご協力お願い致します。 

 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 

・3/9 桐生ＲＣ創立記念日(59 回目) 

・3/10 PETS&SETS(桐生プリオパレス) 

 

幹事報告 

・RID2840 地区ローターアクトクラブより第 12 回地区年

次大会協賛金のお礼状が届いております。先日ＦＡ

Ｘでご案内させて頂きましたがＲＡＣ地区年次大会は、

４月２１日(土)エテルナ高崎にて開催されますので、

参加できる方は返信お願い致します。 

・群馬交響楽団より平成 24 年度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。 

・本日例会修了後、定例理事会を開催致しますので 

関係理事役員の方は、ご出席よろしくお願い致します。 

 

前原 勝良君 71 歳 
山口 正夫君 63 歳 
岡部信一郎君 63 歳 
坪井 良廣君 62 歳 
山田  実君 62 歳 
 

小島 弘一君 50 年 
岸田 信克君 42 年 
久保田寿栄君 16 年 



 
 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 24 年 3 月 5 日) 

総員 69 名：出席 46 名 

平成 24 年 2 月 20 日例会修正出席率：88.70％ 

 

ニコニコボックス 

佐藤富三君…観光協会のファンクラブができました。今

年は観光振興の初年度としたいと思いますので是非ご

協力をお願いします／山﨑一順君…乾杯の音頭をとら

せていただきます／藤井征夫君…疋田先生、素晴らし

いバッチありがとうございました／月門快憲君…米山奨

学生ｶｳﾝｾﾗｰ２年間無事終わりました。お世話になりま

した／小島弘一君、岸田信克君、久保田寿栄君…結婚

祝／山口正夫君、坪井良廣君、山田実君…誕生祝。 

 

野球部 

今年は、群馬県野球連盟に申込を致しました。 

第 67 回群馬県実業軟式野球大会桐生予選(日本スポ

ーツマスターズ壮年予選)が 3 月 25 日から始まります。

初戦は「さくらぎ」です。詳しい日時がまだ決定しており

ません。連絡が来ましたら野球部の皆様にご連絡させ

ていただきますので、お忙しいとは思いますが参加お願

い致します。 

 

卓 話 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

「夢は世界制覇」 

昨年入会をさせて戴きました蛭間です。宜しくお願いい

たします。今まで三十年弱で、二十カ国へ渡航してきま

した。初めての国は、フィリピンのセブ島でした。振り返

ってみて一番感動したのは、イタリアのベネチアです。

海に浮かんだ海上都市、水上バスやゴンドラで行き来

する情景は、あまりに美しく日本の文化では、計り知れ

ないものでした。次に一番感激したのは、スイスチェル

マットでのスキーです。クライネマッターホルンからイタリ

アチェルピニアまでのダウンヒル二十五キロ、マッターホ

ルンを右手に観ながら最高のパラレルで感激をしました。

これからを考えると元気に飛び回れるのもあと二十年程

度、まずは五大陸を制覇、カナダでオーロラを観、マダ

カスガルでバオバブの木に触れてみたいと願っていま

す。ロータリー活動で見聞を広め、夢に向かって一歩一

歩歩んでまいります。

地区大会実行委員会からの報告 
 

 

 

 

 

いつも会員の皆様にはお世話になっております。 

さて、実行委員会も 10 月の大会に向けてすでに 3 回

の役委員会を行いました。また、各委員会も数回会

合を行い、着々と準備も初期段階を終わろうとしてい

ます。ここで現段階での現状をご報告いたします。 

1. 総務委員会 

10 月 13 日（土）桐生グランドホテル 

指導者セミナー・RI 会長代理歓迎晩餐会 

登録料￥10,000－(1 人) 

10 月 14 日（日）桐生市市民文化会館 

式典・記念講演・大懇親会 

登録料￥9,000－(1 人) 

記念講演は鎌田實氏（諏訪中央病院名誉院長）を

予定 

リーフレット作成中（地区大会のご案内） 

大会記念事業の立案中（疋田 GE と協議） 

2. 登録・接待委員会 

知事・桐生みどり両市長・会議所会頭出席依頼済 

来賓名簿作成中 

2840 地区全ロータリークラブ訪問計画作成中 

（7 月実施） 

宿泊者用ホテル予約済 

エクスカーション計画中 

3. 式典・会場委員会  

大会プログラム作成中 司会野間義弘君 

大会アトラクション検討中 

駐車場・誘導関係計画中 

4. 親睦・懇親委員会 

グランドホテル食事内容 

接待方法ホテル側と交渉中 

14 日昼食・懇親会内容検討中 

5. 大会誌・記録委員会 

大会誌原稿依頼計画中 

6. 救護・医療委員会                

必要医療機器・消耗品・スタッフ計画済 

 

              

このバッチをつけて 

例会参加を！ 

 

【次回例会予告】 
♦3 月 19 日(月) 

卓 話 桐生市議会議長 

           荒木 恵司 様 

食 事 ブリット 

「新入会員卓話」 
 

蛭間 茂 君 

地区大会実行委員長 
舘 盛治 君 


