
 

 

R.I 会長 田中 作次 

国際ロータリー第2840地区 2012-2013年度 国際ロータリーのテーマ 

Ｐｅａｃｅ Ｔｈｒｏｕｇｕ Ｓｅｒｖｉｃｅ 

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 北川 洋 幹事 大友 一之 
クラブ会報・広報委員会   山田 実・高橋 弘史・塚越 平人・村田 勝俊・桑原 志郎 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２８３４回例会 
(１０月１日(月)第１例会) 

１０月２２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 「地区大会について」 

１２． 点 鐘 

 

〈群馬第２分区 A ガバナー補佐〉 森下 正教 君 

 

結婚祝  

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

会長の時間 

昨日は、地区大会記念チャリティーゴルフコンペが

鳳凰ゴルフ倶楽部で行われ、当クラブより 16名参加

致しました。大変ご苦労さまでした。今後の予定と

して 10月 5日には、桐生第一高等学校の職業ガイダ

ンスということで大友幹事がお話をする予定となっ

ております。そしていよいよ今年度の大イベントの

一つである地区大会が行われます。10 月 13 日は桐

生グランドホテルにて指導者育成セミナーの後、RI

会長代理歓迎晩餐会が行われます。14日は桐生市市

民文化会館にて地区大会が行われますので、併せて

ご協力をよろしくお願い致します。また 10月 21 日

には新島短期大学で行われる RLI セミナーに牛膓会

長エレクト、澤田副幹事が参加予定となっておりま

すのでよろしくお願い致します。10 月 22 日の例会

では優良従業員表彰がありますので多くの皆様のご

出席をお願い致します。 

 さて、昨日は台風 17号が通過するということで、

本日の記念撮影ができるか心配しておりましたが、

おかげさまで日頃の皆様の善行が功を奏し、無事に

終了することができました。ありがとうございまし

た。また昨日は十五夜ということで、お供え物を用

意してお祝いを致しました。今年は地区大会が無事

に成功裏に終えることをお祈り致しました。改めて、

今一層のご協力をお願い致します。 

 

《報 告》 

・9/30 地区大会記念ゴルフ大会 16 名参加 

 

《予 定》 

・10/1 例会終了後、定例理事会 

・10/5 桐生第一高等学校職業ガイダンス 幹事 

・10/8 休会 

・10/13 指導者育成セミナー、 

     RI 会長代理歓迎晩餐会(桐生グランドホテル) 

・10/14 地区大会(桐生市市民文化会館) 

牛膓  章君 43 回 
養田  隆君 37 回 
塚越 紀隆君 34 回 
坂入  勝君 32 回 
平野 善一君 30 回 
柳  明彦君 27 回 
下田 正宏君 26 回 
吉野雅比古君 24 回 
高橋  昇君 17 回 
小倉 康宏君 
高橋 弘史君 12 回 
 

吉野雅比古君 57 歳 
坂入  勝君 53 歳 
立澤 俊明君 47 歳 
石島 久司君 47 歳 
朝倉剛太郎君 42 歳 
 

ようこそビジター 



 
・10/15 10/14 地区大会に振替休会 

・10/21 RLI セミナー(牛膓会長 E、澤田副幹事) 

・10/22 優良従業員表彰 

 

幹事報告 

・米山記念奨学会より「2011 年度事業報告書」「2011 年

度決算報告書」「豆辞典」が届いております。豆辞典

は本日配布のロータリーの友に挟んであります。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・次週 8 日(月)は、祝日の為休会となります。13 日(土)

地区指導者育成セミナー、RI 会長代理歓迎晩餐会。

14 日(日)地区大会です。15 日(月)は、地区大会の振

替で休会となります。事務局もお休みになりますの  

 で緊急の場合は、幹事までご連絡お願い致します。

次回桐生倶楽部での例会は、22 日(月)優良従業員

表彰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。 

・本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので、

関係理事役員の方々は、ご出席お願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 24 年 10 月 1 日) 

総員 67 名：出席 49 名 

平成 24 年 9 月 10 日例会修正出席率：88.33％ 

 

ニコニコボックス 

群馬第 2 分区Ａガバナー補佐森下正教君…地区大会

記念ゴルフ大会無事終了しました。残すは、地区大会

夢計画です／疋田博之君、松島宏明君…森下ガバナ

ー補佐をお迎えして／疋田博之君…9 月は、ガバナー

公式訪問の為当クラブ例会を全部欠席してしまい申し

訳ありませんでした／疋田博之君…久しぶりの乾杯の

発声をさせて頂きます／疋田博之君…8/27 家族合同

納涼会でビンゴが当りました／牛膓章君、養田隆君、塚

越紀隆君、堀明君、高橋昇君、吉野雅比古君、坂入勝

君、柳明彦君、下田正宏君、高橋弘史君、…結婚祝／

吉野雅比古君、坂入勝君、朝倉剛太郎君…誕生祝／

塚越平人君…出席 100％／塚越平人君、疋田博之君、

竹内康雄君、塚越紀隆君、村田勝俊君、澤田匡宏君、

竹内靖博君、月門快憲君、水越稔幸君、蛭間茂君…写

真を戴きました。 

 

職業奉仕委員会 

10 月 22 日(月)例会は、優良従業員表彰です。今回の

例会では、卓話を行わず会員の皆様からご推薦頂きま

した社員の方々をお一人ずつご紹介を頂き、その後、

ご本人から仕事に対する抱負等をインタビュー形式で

実施したいと考えています。ご協力をお願い致します。 

 

ロータリー財団委員会 

疋田 博之会員  ＄1,250 

 

米山奨学委員会 

疋田 博之会員  5 千円 

地区大会記念ゴルフ大会結果 

団体戦 参加 37RC 中 上位 3 名のスコアによる

採点の結果 8位となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 

地区大会について 

〇舘地区大会実行委員長 

 いよいよ地区大会当日まで 2 週間となりました。各委

員会、各担当よりご説明いたしますので、皆様のご協力

を宜しくお願い致します。 

〇総務 

 前日当日と個人別行動表のスケジュールに沿って各

委員会責任者の指示に従い、行動して下さい。 

〇登録 

 当日は受付業務を担当いたします。総務委員会の報

告では、ほぼ予定通りの登録をいただいているとのこと

ですが、スムーズに受付ができるよう、ご協力を宜しくお

願いいたします。 

〇接待 

 13 日は 9 時シルクホール集合。その後グランドホテル

と分かれて、シルクホールお茶席等準備。 

〇式典 

 13 日は 9 時より会場準備ならびにリハーサルをシルク

ホールで行う予定です。 

〇会場 

 13日には会場準備と看板はすべて配置する予定です。

会場内、駐車場の段取り、ロビーに売店を 5 店できます

ので、その配置をいたします。また当日の駐車場担当

は主に会場周り、正面、二層式駐車場への誘導となりま

す。 

〇親睦懇親委員会 

〇セミナー・晩餐会担当 

 13日のRI会長代理歓迎晩餐会を担当します。地区大

会のリハーサルでお忙しいところですが、11 時から晩餐

会が終わるまでお手伝い頂ければと思います。 

〇昼食・懇親会担当 

 14 日の昼食、および懇親会を担当いたします。当日

は 900 名以上の登録を頂いております。昼食会場だけ

で 7 会場を抑えておりますが、担当者は各会場滞りなく

対応して頂ければと思います。 

〇大会誌記録誌委員会 

 記録誌としては、8 時の集合写真遅れないように宜しく  

お願いいたします。 

〇医療委員会 

 当日は万全を期し対応いたします。 

 

【次回例会予告】 

♦ 10 月 29 日(月) 疋田ガバナー公式訪問 

      点鐘：午後 6 時 30 分 

      場所：美喜仁 


