
 

 

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２８１６回例会 
(４月２３日(月)第４例会) 

５月１４日号 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ表彰   村田 勝俊 君 

５． 会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

８． 卓 話 

「桐生 RAC の活動について」 

 桐生ＲＡＣ会長 須永 達也 君  

９． 点 鐘     

   

〈卓話者〉 桐生ＲＡＣ 会長 須永 達也 君                〈米山奨学生〉 アリプ,ロサリナ・イルマ さん 
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会長の時間 

昨日は、2012-2013 年度国際ロータリー第 2840 地区の

地区協議会が桐生市市民文化会館にて開催されまし

た。ホストクラブ桐生西ＲＣ須田地区協議会実行委員長

の開会挨拶で和やかに始まり、舘地区大会実行委員長

も挨拶をして盛会でした。いよいよ疋田ガバナー年度も

あと少しです。ホストクラブの西ＲＣの皆様には感謝致し

ます。 

《報 告》 

・4/16 次年度理事予定者会議 

・4/21 地区ＲＡＣ年次大会  （柳君・須永君 参加） 

・4/22 2012-2013 年度 2840 地区 地区協議会 

《予 定》 

・4/23 ゴルフ部・野球部合同懇親会 

・4/28 桐生 5ＲＣ合同群馬大学工学部留学生交流会 

 

・4/30 振替休日の為、休会 

・5/7  5/13(日)渡良瀬川クリーン運動に振替の為、 

休会 

幹事報告 

・国際ロータリーよりロータリーレートのご案内です。 

 ５月は、１＄＝８２円です。 

・高崎南ＲＣより創立 50 周年記念式典祝賀会のお礼状

と「50 年の歩み」が届いております。 

・４月２８日(土)１８時～群馬大学工学部留学生交流会

です。今回は、ホストクラブですのでご協力お願い致

します。 

・次週４月３０日(月)は、祝日の為休会です。 

 ５月７日(月)は、５月１３日(日)渡良瀬川クリーン運動に

変更の為、休会となります。次回例会は、５月１４日

(月)です。お間違えのないようお気をつけ下さい。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 24 年 4 月 23 日) 

総員 69 名：出席 43 名 

平成 24 年 4 月 9 日例会修正出席率：81.96％ 

 

ニコニコボックス 

疋田博之君、北川洋君…昨日の地区協議会では大変

お世話になりました／疋田博之君…先日のＲＡＣ年次

大会ではありがとうございました／柳明彦君…桐生ＲＡ

Ｃ会長須永達也君ＲＡＣ年次大会実行委員長お疲れ

様でした／疋田博之君、坂入勝君、村田勝俊君、澤田

匡宏君、水越稔幸君、久保田寿栄君…卓話に桐生ＲＡ

ようこそビジター 

米山奨学生 
2012 年 4 月～ 

2014 年 3 月 
ｱﾘﾌﾟ,ﾛｻﾘﾅ・ｲﾙﾏ さん 
群馬大学 博士 2 年 
マレーシア 
 



 
Ｃ会長須永達也君をお迎えして／村田勝俊君、柳明彦

君…新米山奨学生アリプ,ロサリナ・イルマさんをお迎え

して／久保田寿栄君、山田実君…写真戴きました。 

 

疋田ガバナーエレクト・松島地区幹事 

4 月 22 日(日)2012-2013 年度地区協議会では、皆様ご

協力ありがとうございました。引き続きよろしくお願い致

します。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 
 

☆現在会員数・・・１２名 

☆今期の活動 

 →地区役員出向者  

[地区幹事  宇塚 誠 ] 

[地区副幹事 須永 達也] 

→今期活動報告 

□うまいもの市出店 

災害ボランティアネットワーク桐生様との関わりから行う

ようになったうまいもの市への出店。平常時からの交流

が災害ボランティアへの速やかな行動へ繋がりました。

メンバー全員でシフトを組み 3 日間金星食品の餃子と

漬物を販売しました。多くの桐生ロータリークラブの皆様

に購入して頂きました。 

□拾う街ッく天国 

参加者４５名で楽しく清掃活動と桐生市内を散策しまし

た。参加者に楽しんでもらうには何度も会議を行い、

様々な事を想定し、自らの意見を発信する事をメンバー

それぞれが学べたと企画終了後口々にしていました。 

☆今後の桐生ＲＡＣについて 

 →卒業予定者 宇塚誠 

 →次年度会長予定者 笹口真希 

現在、桐生ロータリークラブ企業会員は須永達也のみ

です。 

桐生 RAC は県内１０クラブ中 3 番目に人数が多く、企画

力や行動力は他のクラブに負けないよう日々の例会で

会員一丸となって努力しています。３０歳で卒業をしな

ければならないローターアクト定款の性質上、安定かつ

継続的なクラブ運営には定期的な新入会員の入会が

必要です。会員の拡大についてはメンバーが引き続き

拡大に努力することはもちろん、桐生 RC 様が今後の桐

生 RAC をどのように捉え、お導き頂けるのかが大切で

す。今年度桐生 RAC は RI よりチェンジメーカー賞を受

賞(県内 3 クラブ)など安藤ガバナー様、地区ローターア

クト委員長様からも、企画の多様性にお褒めの言葉を

頂いております。 

☆2840 地区年次大会について 

登録 192 名、参加 120 名 

桐生 RC 様より養田会長はじめ４名のご登録、ご協賛金

誠にありがとうございました。 

年次大会の記念プログラムであるクラブ活動報告では

桐生 RAC が見事 1 位を獲得しました。 

☆告知 

→ぶらり植樹下車の旅(詳細は後日ご案内致します。) 

 日程：平成 24 年 6 月 24 日（日） 

☆概要☆ 今年度で現在のトロッコ列車を活用した形で

の企画「ぶらり植樹下車の旅」というスタイルになり 3 度

目となります。わたらせ渓谷鐡道の新型トロッコ列車の

全車両貸切での開催が実現致しました。 

例年大好評を頂いている目玉企画ですので、桐生 RC

の皆様も是非一度ご参加頂けますと幸いです。 

 

 

           

【次回例会予告】 
♦5 月 21 日(月)早朝例会 

場所：鳳仙寺    点鐘：午前 7 時 

 

♦5 月 28 日(月) 

卓話 ㈱桐生再生 代表取締役 清水 宏康 様 

食事 五 大   

「桐生ＲＡＣ活動 
について」 
 

桐生ＲＡＣ  
会長 須永 達也 君 

2012-2013 年度国際ロータリー第 2840 地区 
地区協議会 

平成 24 年 4 月 22 日（日） 
桐生市市民文化会館にて 

桐生５ＲＣ合同群馬大学工学部留学生交流会 
平成 24 年 4 月 28 日（土） 

群馬大学工学部桐生キャンパスにて 

 

疋田ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ挨拶 

幹事クラブ 養田会長挨拶 


