
 

 

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２８３６回例会 
(１０月２２日(月)第３例会) 

１１月５日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ表彰 疋田博之君 

５.  疋田ガバナー挨拶 

６.  出席 100％表彰 

 ７． 会長の時間 

 ８． 幹事報告 

 ９． 委員会報告 

１０． 優良従業員表彰 

１１． 点 鐘 

 

〈前橋西ＲＣ〉 清水 正已 君 ・ 山本 典輝 君 

 

マルチプル・ポール・ハリス表彰  

 

   

    疋田 博之 君 

 

 

疋田ガバナー挨拶 

先日、地区大会が無事終わ

りました。9 月下旬のゴルフ

大会とこの度の地区大会と

毎日夜遅くまで本当にお疲

れさまでした。おかげさまで

大成功に終えることができま

した。ありがとうございました。本日、桑原 RI 会長代理か

らもお手紙を頂き、皆様によろしくお伝えくださいとのこ

とでした。また、当クラブからのガバナー輩出ならびに地

区大会のホストクラブは20年に一度くらいの割合で回っ

てくると思いますが、以前、当クラブの前原勝樹君がガ

バナーになられた時が日本人初代の RI 会長でした。今

回 3 人目の日本人 RI 会長の時に、私がガバナーになる

という縁もあります。まだまだ先が長いですが、これから

もどうぞ宜しくお願いいたします。 

               表彰 

               会員増強優秀クラブ賞 

                            (純増) 

                 第３位 

出席 100％表彰 

 

 

 

会長の時間 

10 月 28 日 RC 野球大会が行われます。選手の方は怪

我に気をつけて、優勝めざして頑張っていただければと

思います。10 月 29 日は疋田ガバナー公式訪問となりま

す。最後に地区大会に際しては、皆様のご協力ありがと

うございました。みんなで力を合わせて頑張ったという気

持ちでいっぱいです。ご家族の皆様にもよろしくお伝え

頂ければと思います。 

 

《報 告》 

・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 

・10/9 地区大会役員会 

・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) 

・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、澤田副幹事参加) 

 

《予 定》 

・10/28 野球群馬大会決勝トーナメント 

・10/29 疋田ガバナー公式訪問(18：30 点鐘 美喜仁)

堀  明君 14 回 
森 末廣君 3 回 
 

ようこそビジター 



 
幹事報告 

・桑原茂ＲＩ会長代理より、地区大会のお礼状が届いて

おります。 

・米山奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま」が届いております。 

・すばらしい歌津をつくる協議会より「一燈」が届いてお

ります。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いておりま

す。 

・桐生市国際交流協会より「ニュースレター」が届いてお

ります。 

・疋田ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より、8/5 開催の女性フォーラムＤ

ＶＤと来年6月の国際大会(リスボン)のツアーパンフレ

ットが届いております。 

・ファッションタウン桐生推進協議会より「第 17 回桐生フ

ァッションウィーク」開催のご案内が届いております。 

・桐生赤城ＲＣより地区大会記念ゴルフコンペのご報告

が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城、足利の各 RC

より週報到着。 

・地区大会の会場で、ペットボトルキャップを回収してお

りましたが、集まりましたキャップを 11/15 桐生第一高

校ＩＡＣに持って行くことになりました。もしキャップが

ありましたら 11/14 までに持ってきて下さい。 

・例会終了後、出口で地区大会当日に配布致しました

資料を置いておきますので、お持ち下さい。 

・次週例会は、疋田ガバナー公式訪問で、夜間例会に

変更となります。本町４丁目美喜仁にて１８時３０分点

鐘となりますので、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 10 月 22 日) 

総員 67 名：出席 45 名 

平成 24 年 9 月 24 日例会修正出席率：85.00％ 

平成 24 年１０月 １日例会修正出席率：90.00％ 

 

ニコニコボックス 

前橋西ＲＣ清水正已君、山本典輝君…地区大会のご成

功をお祝いして／舘盛治君…地区大会無事に終わりま

した。皆様ありがとうございます。感謝感謝です／山口

正夫君…地区大会の成功を祝して／水越稔幸君…ＲＩ

会長代理歓迎晩餐会では、山﨑会員奥様の真由美様

に大変お世話になりました／木村滋洸君…9/30 地区

大会ゴルフコンペで 200 位頂きました／大友一之君…

優良従業員表彰を受けられた皆様おめでとうございま

す／須永博之君…優良従業員表彰を行わせて頂きま

す／塚越紀隆君、山口正夫君、森末廣君、吉野雅比古

君、坂入勝君、澤田匡宏君、木村洋一君、山上達也君、

蛭間茂君…当社社員を表彰して頂きました／森末廣君

…無事息子の結婚式が終了しました。晴れて須永会員

と親戚になりました。今後ともよろしくお願い致します／

須永博之君…森会員のご長男と私の姉の長女の結婚

が行われ森会員の素晴らしい両家代表スピーチを聞か

せて頂きました／森末廣君…出席 100％／川村隆君、

木村滋洸君、山上達也君、立澤俊明君…写真を戴きま

した。 

優良従業員表彰式 

司 会 職業奉仕副委員長 前原 勝 

1.開会のことば       職業奉仕委員長 須永博之 

 ロータリー会員は、職業における高い倫理基準を守り、

専門知識や技能を社会の問題やニーズに役立てる事

で、職業奉仕することを求められています。その為には、

会員の事業所で働いて頂いている社員・スタッフの皆様

方の協力なくしてこの目的を達成することは出来ません。

そこで我々ロータリー会員と職業を通して社会に奉仕す

るといった思いを共に実践し、事業に貢献して頂いてい

る方々を今回、推薦して頂き表彰させて頂くことにしまし

た。表彰されます 10 名の方々に心からお祝いを申し上

げます。これを契機に、今後ともそれぞれの事業所のリ

ーダーとしてご活躍されることを願っております。 

2.挨 拶    会      長 北川 洋 

3.受賞者紹介及び表彰状・記念品授与 

 

 

 

 

 

 

 

〇桐生建設株式会社 世取山 彰 様 

 このような賞を頂き光栄に思っております。今後ともこ   

 れを励みに頑張っていきたいと思います。 

〇株式会社トヨダプロダクツ 篠原 智弘 様 

 本日はどうもありがとうございます。これからも会社の中  

 を明るく盛り上げていきたいと思います。 

〇丸幸株式会社 長谷川 祐二 様 

 本日は表彰していただき誠にありがとうございました。  

 また明日から会社の為、社会の為に一生懸命頑張っ  

 ていきたいと思います。 

〇有限会社山上会計事務所 西脇 小百合 様 

 毎日楽しく仕事をさせて頂いている社長に感謝してお  

 ります。ありがとうございました。 

〇株式会社桐生タイムス社 中澤 時雄 様 

 普段は取材する側ですので、不慣れで緊張しておりま  

 すが、これからも社長の為、北川会長の為に頑張りま   

 す。 

〇桐生瓦斯株式会社 岡田 誠 様 

 これからもお客さまに安心してガスを使って頂けるよう  

 頑張っていきたいと思います。 

〇株式会社蛭間木工所 岡野 新一郎 様 

 本日は誠にありがとうございます。四つのテストにある  

 ｢みんなの為になるかどうか｣を教訓に皆様のご指導ご  

 鞭撻を頂きながら頑張って行きたいと思います。 

〇株式会社アスパックス 飯塚 芳康 様 

 17 年間やってきたことを後輩たちに伝えていければと  

 思います。本日はありがとうございました。 

〇株式会社森エンジニアリング 山洞 博之 様 

 この度は誠にありがとうございました。このプレッシャー  

 を大事に会社の為に頑張っていきたいと思います。 

〇株式会社美喜仁 小此木 住夫 様 

 弊社社長のモットーである｢すべてはお客様の笑顔の  

 ために｣に近づけるよう努力邁進していく所存です。今  

 後とも皆様のご指導ご鞭撻を宜しくお願い致します。 

4.閉会のことば    職業奉仕委員 蛭間 茂 
 


