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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 
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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。 
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国際ロータリー第 2840 地区  

疋田博之ガバナー公式訪問 
 

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. ガバナー講話 

 国際ロータリー第 2840 地区 

 ガバナー 疋田 博之 君 

８. 点 鐘 

９. 懇談会 

 

〈国際ロータリー第 2840 地区ガバナー〉 疋田 博之 君 〈 〃 群馬第 2 分区Ａガバナー補佐〉 森下 正教 君 

〈       〃      地 区 幹 事〉 松島 宏明 君 

  

会長の時間 

先日、吉野一郎パストガバナーがご逝去されました。心

からお悔やみ申し上げます。皆様におかれましては、く

れぐれも健康にご留意され、明るく楽しく元気よく頑張っ

て頂ければと思います。 

また本日は、疋田ガバナーより講話をいただきます。今

後のロータリー活動の指針となるお話をいただきますの

で宜しくお願いいたします。さらに今後の予定として、11

月 5 日の例会では定款細則の件がございますので、ご

出席の程宜しくお願いいたします。 

《予 定》 

・11/4 ＲＬＩセミナー(牛膓会長Ｅ・澤田副幹事出席) 

     クラシックカーフェスティバル in 桐生 

・11/5 定例理事会 

 

幹事報告 

・吉野一郎会員のお通夜、告別式のお手伝い出来る方

は、よろしくお願い致します。 

・11/4 クラシックカーフェスティバル in 桐生にお手伝い

の方は、会場の群大集合でお願い致します。 

 

委員会報告 
ニコニコボックス 

国際ロータリー第 2840 地区ガバナー疋田博之君／群

馬第 2 分区Ａガバナー補佐森下正教君／地区幹事松

島宏明君 

 

ガバナー講話 

 

 

               国際ロータリー 

               第 2840 地区 

               ガバナー 疋田 博之 君 

 
3 年余り前何人かの人からガバナーの話があり、自分な

りに不適任と考えお断りしましたが、巡り合わせで、桐生

ＲＣからということで、最後の奉公と考え受けることになり

ました。 

 ガバナーノミニー、エレクトとして準備期間 2 年、いろ

いろな研修会などへの参加、最終的には昨年 9 月の 2

日間、11 月の 1 日、全国のガバナーエレクト 34 人がい

ろいろなスタイルで研修、今年の 1 月のサンディエゴの

ようこそビジター 



 
国際協議会では、世界中 532 地区のガバナーエレクト

が集まり 1 週間ホテルに缶詰状態で研修を受けました。

その国際協議会で、日本人として3人目となる田中作次

ＲＩ会長が誕生し、テーマとして「奉仕を通じて平和を」を

掲げられました。その意義については、ロータリーの友

などに書かれていますので省略しますが、ほんの些細

な事でも相手に喜ばれる、そして平和を感じる。その積

み重ねが世界の平和にも結びつくということ、そんな中

で、田中作次会長は、物事をするのに「仕方ない」とあき

らめることなく、何事も「自分しだい」という考えで頑張っ

てこられていると話されていました。田中作次会長の思

い入れの一つに「ポリオ撲滅」があります。当 2840 地区

では、何とか残り 1％を 0 にすべく、2,000 円の寄付をお

願いしました。また、会員増強に強い危機感を持たれて

います。ロータリーの奉仕活動をするのにどうしても必要

ということになります。もう一つ、我々年度やっておかな

ければならない事は、ロータリー財団の改革、寄附する

という一方通行から、双方向性、即ち寄附した 1/2 が 3

年後に奉仕活動することで戻ってくるということ、詳細は、

複雑ですが是非各クラブ協力が必要となります。 

 話は、戻りますが7月1日からガバナーになり、公式訪

問、地区大会と無事に終了することができ有難うござい

ました。公式訪問は、7 月 11 日という早い時期にスター

トし、10 月 29 日の桐生ＲＣで全 47 クラブを訪問すること

が出来ました。副幹事の皆様には常に同行していただ

き大いに助かりました。また、地区大会に向けてキャラ

バン隊、全クラブを回っていただいたり、舘大会実行委

員長さん始め、多くの委員の方には、大変お世話になり、

大会直前には、夜遅くまで準備に追われ大変でしたが

本当にご苦労様でした。地区大会では、桐生ＲＣの大

勢の方の参加、ご家族の参加など、そして桐生 5ＲＣの

皆様にも改めて感謝申し上げます。 

最後に自分なりのテーマ「次代を担うこども達に向けて」

とさせていただきました。世界中の特に発展途上国のこ

ども達は、栄養失調、感染症などで幼い命が失われて

いる状況、そして、国内をみると、いじめなどの問題で中

高校生の自殺、乳幼児をみると親からの虐待などでの

死亡など、悲惨な状態、社会環境を変えていくことは大

変ですが、出来る所から手助けしていければと考えてい

ます。 

 東日本大震災、福島原発などまだまだ大変な状況で

すが、残り８ヵ月余り、ロータリアン 1 人１人身の回りで出

来ることからやっていければと思っていますのでよろしく

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

  

吉野一郎様のご逝去を 

           悼む  
 

   2012 年 10 月 27 日永眠 

       (享年 90 歳 7 ヶ月) 

 

 

1953 年 3 月創立会員 

1972-73 年度 桐生ロータリークラブ 会長 

1989 年度国際ロータリー第 256 地区ガバナー就任 

                     以後地区役員を歴任 

2001 年 ロータリー財団功労賞  

2003 年 国際ロータリー会長表彰 

       （在籍 50 年チャーターメンバー表彰） 

 
弔辞                

本日、故吉野一郎パストガバナーのご霊前に弔辞を

捧げ、哀悼の誠を表します。吉野パストガバナーと

の永久の別れは、誠に残念でなりません。ご遺族の

ご心中を推察し心からお悔やみ申し上げます。さて、

吉野パストガバナーは、一九五三年三月二七日に日

本で第九七番目、群馬県では最初のＲ．Ｉ加盟承認

を受けた当桐生ロータリークラブのチャーターメン

バーであります。 

そして昭和三〇年から三二年にかけて幹事を、その

後昭和四七年～四八年度は、会長の大役を立派に

   

 

 

 

 

 

 

 

 

遂行されました。その後平成元年～二年の間第二五

六地区のガバナーをなされ、地区のロータリー会員

に対して丁寧に又優しくご指導していただきました。

そして、本年度は、地区役員として、ガバナー諮問

委員をなされ、又、当クラブでは、新世代奉仕委員

をなされ、日頃より、当クラブ会員の相談に気軽に

しかも分かりやすく説明をしていただいておりまし

た。我々にとって良き指導者であり理解者でもあり

ました。本年度は、当ロータリークラブが創立六〇

周年を迎える年となり、記念の席には、ぜひご出席

いただき、お元気な姿で色々とお教えいただければ

と思っておりましたが、これが実現かなわず非常に

残念でなりません。 
これからは、我々ロータリー会員は、吉野パストガ

バナー大先輩のお教えを守って、頑張ってゆきます。 
どうか見守って下さい。お願い致します。 

又、長男の雅比古社長が吉野パストガバナーのご遺

志を継がれ立派に桐生建設株式会社を継承なさって

おり、又、当ロータリークラブの会員として大活躍

しております。ご安心下さい。吉野パストガバナー

どうぞ安らかにお眠りください。在天の光となって

ご遺族の前途のために永久のご加護を賜らんことを

念じ、桐生ロータリークラブを代表してお別れのこ

とばと致します。 
どうぞ吉野一郎パストガバナー安らかにお眠りくだ

さい。さようなら。 
     平成二四年十月三一日 会長 北川 洋 

【次回例会予告】 

 ♦ 11 月 12 日(月) 休 会  

   11 月 14 日（水）  

      桐生５ＲＣ合同夜間例会に振替  

      点鐘：午後６時３０分 

      場所：桐生プリオパレス 


