
 

 

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２８４２回例会 
(１２月３日(月)第１例会) 

１２月１０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． 委嘱状の伝達    

   米山記念奨学生選考委員  

７.  結婚・誕生祝 

 ８． 乾 杯 

 ９． 会長の時間 

１０． 幹事報告 

１１． 委員会報告 

１２． 卓 話 

    「桐生 RC 創立 60 周年記念式典について」 

                 幹事 大友 一之 君 

１３． 点 鐘 

委嘱状の伝達 

               米山記念奨学生選考委員 

                     疋田 博之 君 

                     松島 宏明 君 

 

 

RLI 終了証書伝達 

 

  牛膓章会長エレクト 

  澤田匡宏副幹事 

   

 

 

結婚祝  

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

会長の時間 

寒さも一段と厳しくなりましたので、健康について

「冬の脱水」のお話しをさせていただきます。熱中

症等で夏の脱水はよく聞きますが、冬にもあります。

冬の脱水になると、風邪などの感染症にかかり易い、

心筋梗塞になり易くなるそうです。初期症状として

は、手足がカサカサする、口の中がネバネバする、

身体がダルくなる、身体がフラつく、等の症状が現

れるようです。主な対策としては、水分や野菜を多

くに取ることが重要だそうです。皆様も健康には十

分にお気を付け下さい。 

 

《報 告》 

・11/29 家族会役員会 織姫にて 

     群馬大学工学部外国人留学生との懇談会 

     (会長・幹事・坂入国際奉仕委員長・ 

               柳米山奨学生ｶｳﾝｾﾗｰ 参加) 

・12/2 RLI セミナー(牛膓会長Ｅ・澤田副幹事 出席） 

 

《予 定》 

・12/8  桐生赤城 RC・桐生 RC との懇親ゴルフコンペ 

      桐生 CC にて  

      桐生 RC13 名・桐生赤城 RC16 名参加 

       

      地区ローターアクトパーティー 

      ブリックブロックにて 

       (会長・幹事・吉田新世代奉仕委員長・            

         松島地区幹事・坪井地区副幹事 参加) 

 

森 喜美男君 54 回 
山﨑 一順君 34 回 
大友 一之君 27 回 
木村 滋洸君 25 回 
飯塚 壮一君 17 回 

塚越 平人君 91 歳 
須永 博之君 55 歳 
大友 一之君 55 歳 
 



 
幹事報告 

・桐生南、桐生赤城ＲＣより週報到着。 

・次週 10 日(月)例会は、年次総会となりますので皆様ご

出席よろしくお願い致します。 

・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 12 月 3 日) 

総員 66 名：出席 48 名 

平成 24 年 11 月 19 日例会修正出席率：90.00％ 

 

ニコニコボックス 

北川洋君…第 20 回サッカーフェスタ in キリュウが無事

12 月 2 日(日)終了致しました／岡部信一郎君…西宮大

祭無事終了できました。ありがとうございました／大友一

之君…桐生 RC 創立 60 周年記念事業の卓話をさせて

頂きます／山﨑一順君、大友一之君、飯塚荘一君…結

婚祝／塚越平人君、須永博之君、大友一之君…誕生

祝／村田勝俊君…出席 100％／村田勝俊君、飯塚荘

一君…写真を戴きました。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桐生ロータリークラブ 

創立 60 周年記念事業計画の概要 

 

1. 事 業 計 画 概 要 

記念事業は次の三つを実施します。 

① 記念式典・祝賀会の開催 

   開催日時 平成 25 年 3 月 9 日(土曜日)      

   式典開始   午後 3 時 30 分～ 

               (1 時間 30 分を予定) 

   祝賀会開会 午後 5 時 30 分～ 

            会 場  桐生プリオパレス 

② 記念誌の発行(過去 10 年の記録の編纂) 

③ 記念行事(寄付等)の開催 

 

 

 

 

 

2. 実行委員会の組織 

記念事業を実施するために、50 年記念事業に習い、

実行委員会（金子篤郎実行委員長、佐々木裕・牛膓章

副実行委員長、会長、副会長、幹事の 6 名）を組織して

準備し、記念事業の成功を目指します。 

 

2-1. 招待登録担当職務概要 

招待登録担当は、ご招待者等の決定を 12 月中に完 

了していただき、年明け早々に招待状を発送しま 

す。 

 

2-2. 式典担当・祝賀会担当の職務概要 

式典担当は記念式典の、祝賀会担当は祝賀会の次 

第等を決定いただきます。招待者の決定により会場 

となるプリオパレスとの打ち合わせをします。 

 

2-3. 記念誌発行部会の職務概要 

記念誌発行部会は、印刷業者の選定、記念誌のデ 

ザイン・内容の検討をしていだき、それに基づき過 

去の記録の調査・確認、入会者・退会者記録確認、 

寄稿者への原稿依頼を行い当年度内での発行を目 

指します。 

 

2-4. 記念行事部会の職務概要 

周年行事として植樹、モニュメントの作成、団体等へ 

の寄付を過去にも実施していますが、60 周年にお 

いて行うこれらの事業を決定いただきます。 

 

それぞれの事業は一度に行われず、北川年度後半

において順次実施されていきます。各部会の担当者だ

けでなく委員の皆さん全体で決定して事業を実施して

いただければ幸いです。会員全員で力を合わせて 60

周年記念事業を成功させましょう。 

 

【次回例会予告】 

♦ 12 月 17 日(月) 家族合同忘年クリスマス会 

  場所：桐生商工会議所  点鐘：午後 6 時 30 分 

♦ 12 月 24 日(月)休会 

♦ 12 月 31 日(月)休会 

♦ 1 月 7 日(月)新年初例会 

  場所：桐生倶楽部     点鐘：12 時 

       

「桐生 RC 創立６０周年 

      記念式典について」 

     幹事 大友 一之 君 

桐生 RC 創立 60 周年 

           記念事業 

実行委員長 金子 篤郎 君 

群馬大学工学部外国人留学生との懇談会 
平成 24 年 11 月 29 日(木) 

桐生キャンパスにて 

会長・幹事・坂入国際奉仕委員長 
柳米山奨学生カウンセラーが出席致しました。 


