
 

 

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２８３８回例会 
(１１月５日(月)第１例会) 

１１月１９日号 

第 2838 回・第 2839 回合同掲載 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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． ロータリー情報アワー 

７． 結婚・誕生祝 

８． 乾 杯 

 ９． 桐生ＲＣ細則改正決議 

   議題「新世代奉仕委員会及び理事を追加する件」  

１０． 会長の時間 

１１. 幹事報告 

１２． 委員会報告 

１３． 卓 話 「ロータリー雑感」 

   佐藤 富三 君 

１４． 点 鐘 

 

ロータリー情報アワー ﾛｰﾀﾘｰ情報委員 養田隆君 

11 月は、ﾛｰﾀﾘｰ財団月間ですので、ロータリー財団に

ついて話したいと思います。 

ロータリー財団とは、まずロータリー財団の使命は、ロー

タリアンが、人々の健康状態を改善し、教育への支援を

高め、貧困を救済する事を通じてロータリアンは、人々

の生活向上に貢献する力を得る事が出来るとあります。 

財団への寄付についてですが、クラブ会員は、４つの基

金への寄付を通じてロータリー財団を財政的に支援す

る事が出来ます。 

・年次プログラム基金(毎年会員 100 ドルを)  

・恒久基金 

・使途指定寄付(ポリオプラス基金など) 

・その他(冠名奨学金)とある訳ですが 

恒久基金について、話したいと思います。 

恒久基金とは、(英語では、パーマネントファンド)その名

の通り恒久的にロータリー財団の活動を支え、長期的な

安定性をもたらす事を目的として 1982 年に設立されま

した。年次基金が、寄付額と投資収益の両方が使用さ

れるのに対し恒久基金は、元金(寄付額)は使用せず、

投資収益の一部が財団活動に使用されます。 

恒久基金への寄付者は、「シェア」、「国際財団活動資

金」「ロータリー平和センター」「重点分野」のいずれかを

選んで寄付する事が出来ます。シェアを選択した場合

は、使用可能な投資収益の半分が地区財団活動資金

(ＤＤＦ)として地区に還元されます。それ以外は、指定し

た使途にだけ使われます。又、寄付者は恒久基金に 2

万 5000 ドル以上を寄付する事で「冠名基金」を設立す

ることができます。(例えばＲＩ会長の田中作次氏の「田

中作次、京子ロータリー平和フェローシップ基金」等で

あります。)恒久基金は、永続するため、後世にわたり末

永く支援する事ができます。 

また、ロータリー財団が 2011 年に創立 100 周年を迎え

ることを踏まえ、管理委員会は財団が奉仕の第二世紀

に移行するための計画(未来の夢計画)を立てています。

未来夢計画の目的について 

・財団の使命に沿ってﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと運営を簡素化すること。 

・世界的目標と地元の目標の両方を果たすためのﾌﾟﾛｸﾞ  

ﾗﾑを提供すること 

・意思決定をさらに地区に移行することによって、地区レ

ベルとクラブレベルで、ロータリー財団が自分達のもの

であるという自覚を高めること。ロータリー財団に対する

理解を深め「ロータリーの公共イメージ」を高めることで

あります。又、財団管理委員会は、寄付の使途につい

て地区に発言権を与え、地区が最大限プログラムに参

加出来るように資金の配分に関するシェア・システムを

開発しております。このシェア・システムは 2013 年 7 月 1

日より実施する予定であり、このシステムを通じて 

1）ロータリアンは、世界中のロータリアンとその資産をシ

ェア(共有)する。 

2）財団管理委員会は、意思決定の権限の一部を地区

にシェア(分与)する。 

財団を通じて地区の年次プログラム基金(100 ドルの寄

付)の寄付、及び恒久基金寄付シェアの収益は、ＤＤＦ

(地区財団活動資金)とＷＦ(国際財団活動資金)の 2 つ

の活動資金に分けられ、50％がＤＤＦに、50％がＷＦに

分けられるわけであり、地区は希望する補助金とプログ

ラムに地区財団活動資金を使用する。 



 
結婚祝  

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

 

桐生ＲＣ細則改正決議 

 議題「新世代奉仕委員会及び理事を追加する件」 

 改正１ 新世代奉仕委員会を常任委員会として追加 

 改正 2 会員から選挙で選任される理事を 4 名から 1  

     名増加の 5 名に、理事定数を 11 名とすること 

本例会出席会員の 2/3 以上が賛成挙手を認めましたの

で、細則の改正は可決されました。 

改正された細則は、平成 25 年 7 月 1 日牛膓章会長年

度より施行されます。ご協力ありがとうございました。 

 

会長の時間 

桐生ＲＣ細則第 1 条第 1節により、役員を選挙する

会合１ヶ月前の例会に於いて、次々年度会長、次年

度副会長、幹事、会計及び 5名の理事の指名を行う

ことになっております。これより指名委員会により

指名された会員の発表を行います。 

尚、選挙を行う年次総会は、12 月第 2 例会の 10 日

となります。 

2014-2015 年度 会 長 坪井 良廣君 

2013-2014 年度 副会長 山口 正夫君 

  〃     幹 事 澤田 匡宏君 

  〃     会 計 園田  誠君 

  〃     理 事 大友 一之君 

  〃         川島 康雄君 

  〃         木村 洋一君 

  〃         水越 稔幸君 

  〃         桑原 志郎君 

・今日は第２８３８回例会です。あと二つ足すとこの地区 

 が第２８４０地区ですので同じ２８４０回の例会になりま   

 す。それを記念して何かできればと考えております。 

・１０月２２日の優良従業員表彰では職業奉仕委員会の  

 皆さんが新しい試みとして卓話の代わりに従業員の方  

 にお話しいただく形式をとりましたが、大変好評でよか 

 ったと思います 

 ・現在の世の中は見通しも悪く難しい状況です。従業 

 員を大切にしていただき、我々ロータリアンとしても職 

 業奉仕にまい進したいと思っております。仕事あって 

 のロータリーと思っております。よろしくお願いいたしま 

 す。 

《報 告》 

・10/28 野球群馬大会決勝トーナメント 雨で中止 

・10/29 疋田ガバナー公式訪問 (美喜仁) 

・10/30 吉野一郎会員通夜 

・10/31 吉野一郎会員告別式 

・11/4ＲＬＩ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  

《予 定》 

・11/11(日)ロータリー財団セミナー 

       (伊勢崎ﾌﾟﾘｵﾊﾟﾚｽにて 牛膓Ｅ出席) 

・11/12(月) 11/14(水)桐生５ＲＣ合同夜間例会に 

        振替の為 休会 

・11/14(水)桐生５ＲＣ合同チャリティーゴルフコンペ    

       (赤城ＣＣ7 名参加) 

       桐生５ＲＣ合同夜間例会 

       (桐生プリオパレス 32 名参加) 

・11/15(木) ＩＡＣ表敬訪問 

       (会長・幹事・新世代奉仕委員長) 

幹事報告 

・藤岡ＲＣより「少年少女合唱団群馬県フェスティバ  

 ル」のご案内が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより 

 週報到着。 

・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、ご出席よろしくお願い 

 致します。 

・次週 12 日(月)例会は、14 日(水)桐生 5ＲＣ合同夜間 

 例会・疋田ｶﾞﾊﾞﾅｰ歓迎会に振替の為休会となりま 

 す。 14 日(水)桐生５ＲＣ合同夜間例会・疋田ｶﾞﾊﾞﾅ   

 ｰ歓迎会は午後6時30分点鐘、桐生プリオパレスに 

 て開催されますので参加の方は、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 11 月 5 日) 

総員 66 名：出席 41 名 

平成 24 年 10 月 15 日例会修正出席率：88.33％ 

平成 24 年 10 月 22 日例会修正出席率：88.13％ 

 

ニコニコボックス 

吉野一郎君(雅比古君)…59 年 7 ヵ月に及ぶﾛｰﾀﾘｰ人

生でした。皆さん長い間誠にありがとうございました／佐

藤富三君…卓話を致しますので／塚越紀隆君…乾杯

をさせて頂きます／前原勝良君…第 7 回クラシックカー

フェスティバルin桐生にて桐生ロータリークラブ会員・桐

生ローターアクトクラブの皆様のお手伝い、またご協賛

により盛大に無事終了する事が出来ました。心から感謝

御礼申し上げます／川村隆君…1986 年 6 月 15 日桐生

市立西幼稚園 100 周年事業への吉野一郎会員の多大

な御貢献を深く感謝すると共に御冥福をお祈り申し上

げます／塚越平人君、北川洋君、山口正夫君、前原勝

良君、川村隆君、園田誠君、桑原志郎君、平野善一君

…結婚祝／舘盛治君、日野昇君、前原勝君、高橋昇君、

澤田匡宏君、山上達也君、立澤俊明君…誕生祝／北

川洋君、塚越紀隆君、森末廣君、吉野雅比古君、前原

勝良君、坂入勝君、澤田匡宏君、山上達也君、立澤俊

明君…写真を戴きました。 

塚越 平人君 63 回 
前原 勝良君 45 回 
竹内 靖博君 42 回 
山口 正夫君 38 回 
北川  洋君 37 回 
川村  隆君 36 回 
園田  誠君 32 回 
桑原 志郎君 31 回 
 

小島 弘一君 76 歳 
日野  昇君 75 歳 
舘  盛治君 72 歳 
本田雄一郎君 59 歳 
高橋  昇君 59 歳 
前原  勝君 55 歳 
澤田 匡宏君 55 歳 
山上 達也君 48 歳 
吉尾 憲明君 45 歳 
 



 
ロータリー財団委員会 

疋田 博之会員  ＄625 

 

米山奨学委員会 

前原 勝良会員  10,000 円 

 

ゴルフコンペのご案内 

12 月 8 日(土)桐生カントリークラブにて 

過日行われました地区大会記念ゴルフコンペ大会に於

いてホストクラブとして世話役に徹して下さいました桐生

赤城ＲＣの皆様と合同懇親ゴルフコンペを開催致します

ので、多くの方々の参加をお願い致します。尚、桐生Ｒ

Ｃコンペも兼ねますので、よろしくお願い致します。 

 

クラシックカーフェスティバル in桐生 

11 月 4 日(日)群馬大学工学部にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
卓 話 

 

 
 

 

 

 

 

 

〇吉野一郎会員のこと 

 ・チャーターメンバーとしては最若年だった。 

 ・幹事(2 回連続)、会長(72-73 年)、 

  ガバナー(89-90 年) 

 ・桐生ＲＣの顔であり、柱であり、シンボルであった。 

 ・知識人的経営者、むしろ暗黙知的な穏やかな人 

 ・花柳界の中軸に育ち乍らそれとは無縁、それを反面  

  教師として育つ。大変真面目で知的な人。惜しい人 

  だった。 

 慎んでご冥福をお祈りしたいと思います 

〇肩の凝らない気楽な話 

 －ＲＣ歴 40 年余の者として、資料に載ってない話も 

1.クラブの先輩から聞いた創立当初の逸話 

①大沢菊太郎初代会長の横顔 

 庄屋の嫡子、日銀-満銀の副総裁-織物組合長-桐生  

 市長 

 

②会員集めの苦労と品定めの秘話 

会員集め、品定めの基準(品性、品行、紳士であること) 

大沢菊太郎初代会長が桐生の事情に通じてないことも

あり、先輩とともに基準に合う２０名のチャーターメンバ

ー集めに大変苦労 

 

2.私の入会当時の雰囲気 

①桐生の名士がずらりに辟易 

 当時、まだチャーターメンバーが 20 人中 6 人在籍 

 平野、飯塚、川村、前原、松島、吉野の各氏 

②業界の大物先輩もずらり(会員の 1/3 は繊維) 

3.メイキャップの思い出 

①私の初めてのメイキャップは、クラブの先輩と九州の  

  宮崎市 

  隣の席は、宮崎銀行の頭取、話の糸口として大沢菊 

  太郎  

  初代会長の日銀等の経歴を話したところ、頭取の先 

  輩ということがわかり話に花が咲いた。 

②各地、メイキャップ遍歴の逸話と各クラブのカラー 

  京都への出張を利用し、京都の大体のクラブで 

  メイキャップ 

  卓話で貴重なお話を伺うこともできた 

③桐生ＲＣの良さと素晴らしさ 

 

〇我がＲＣ人生で得られた貴重な教訓(有形無形) 

  色々な人とお会いし貴重な経験、体験をさせてもら  

  った。 

  仲間と出掛けた神田の有名な蕎麦屋、浅草雷門近く 

  の余りの値段の高さに驚いた寿司屋の思い出 

 
ﾛｰﾀﾘｰ･リーダー･ｼｯﾌﾟ研究会（RLI）研修 PartⅡ 

11 月 4 日(日)新島学園短

期大学にて RLI 研修２回目

が開催されました。牛膓会

長エレクトと澤田副幹事が

参加しておりますが、今回

牛膓会長エレクトが 47RC

を代表として終了証を授与

されました。 

 

ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金管

理ｾﾐﾅｰ 

11 月 11 日(日)伊勢崎

プリオパレスにてﾛｰﾀﾘ

ｰ財団補助金管理ｾﾐﾅ

ｰが開催されました。牛

膓会長エレクトが参加

致しました。

【次回例会予告】 

♦ 11 月 26 日(月)  

   卓 話：スペシャルオリンピックス日本 

        群馬設立準備委員会 

         事務局長 河島 洋一 様 

   食 事：喜美久 

「ロータリー雑感」 

 

   佐藤 富三 君 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.点 鐘              桐生南ＲＣ会長 加藤洋 

2.ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

3.桐生 5ＲＣ会長・幹事・地区役員・委員紹介 

【桐生 5RC 会長・幹事】 

  桐   生 RC 会長 北川  洋 幹事 大友一之 

  桐 生 西RC 会長 東郷庸史 幹事 坪井良行 

  桐生中央 RC 会長 周藤  寛 幹事 黒澤  彰 

  桐生赤城 RC 会長 今泉浩一 幹事 市川孝江 

  桐 生 南RC 会長 加藤  洋 幹事 石関  厚 

【地区役員・委員】 

  ガバナー           疋田博之（桐生 RC） 

  第 2 分区 Aガバナー補佐 森下正教（桐生中央 RC） 

  地区幹事           松島宏明（桐生 RC） 

  新地区補助金委員委員長下井田秀一（桐生西 RC） 

   ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会委員長  薊  勝(桐生南 RC) 

  ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員    家住慧路（桐生西 RC） 

  職業研修ﾁｰﾑ委員     山﨑一順（桐生 RC） 

  奨学金・学友・ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員 

                   竹内靖博（桐生 RC） 

  青少年交換委員      尾花靖雄（桐生赤城 RC） 

  地区副幹事  坪井良廣・川村隆・野間義弘・前原  

           勝・森末廣（桐生 RC）・樋口一枝（桐 

           生中央 RC）・渡辺幸男（桐生赤城 

           RC）・鈴木章弘（桐生南 RC） 

4.物故会員の方へ黙祷（平成 23 年 10 月 31 日以降） 

 五十嵐啓友様（桐 生 RC）平成 24 年 1 月 15 日ご逝去 

 片貝 良一様（桐生西 RC）平成 24 年 9 月 3 日ご逝去 

 吉野 一郎様（桐 生 RC）平成 24 年 10 月 27 日ご逝去 

5.会長報告       桐生南ＲＣ会長 加藤 洋 

6.幹事報告         桐生南ＲＣ幹事 石関 厚 

7.点 鐘      桐生南ＲＣ会長 加藤洋 

桐生 5ＲＣ合同疋田ガバナー歓迎会 

1.開 会 

2.歓迎の挨拶    桐生南ＲＣ会長     加藤 洋 

3.ガバナー挨拶  ＲＩ2840 地区ガバナー 疋田博之 

4.ガバナー補佐挨拶 第2 分区Ａｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐森下正教 

5.乾 杯       桐生ＲＣ会長       北川 洋 

 

 

 

 

 

 

6.合同ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝﾍﾟ   成績発表並びに表彰式 

 桐生赤城カントリー倶楽部にて 

 

 

 

 

 

 

7.諸事お知らせ  桐生南ＲＣ ＳＡＡ    鈴木章弘 

8.〆の挨拶     桐生西ＲＣ 会長    東郷庸史 

9.手に手つないで 

10.閉 会 

 

 

ゴルフ個人表彰者 

３位 川島康雄君 

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。 

 

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 

２０１２年 

第２８３９回例会 
(１１月１４日(水)－例会変更－) 

2012－2013 年度桐生５ＲＣ合同夜間例会 
日時：平成２４年１１月１４日(水)  点鐘：午後６時３０分  場所：桐生プリオパレス 


