
 

 

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２８２４回例会 
(７月２日(月)第１例会) 

７月９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． 新旧会長・幹事バッチの交換 

７． 感謝状ならびに記念品・バッチの贈呈 

８． 役員就任式 

９.  委嘱状の伝達 〈第２８４０地区〉 

地区ガバナー諮問委員会 委員 吉野 一郎 君 

職業研修チーム委員会 委員  山﨑 一順 君 

奨学金・学友ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員会 委員 

竹内 靖博 君 

１０．結婚・誕生祝 

１１．乾 杯 

１２．会長の時間 

１３．幹事報告 

１４．委員会報告 

１５．卓 話 「新年度を迎えて」 

会  長 北川   洋 君 

副会長 坪井 良廣 君 

幹  事 大友 一之 君 

 

１６．点 鐘

 

〈地 区 幹 事 〉松島 宏明 君 

〈桐生南 RC 会長〉加藤   洋 君 

〈桐生南 RC 幹事〉石関  厚 君 

〈桐生西 RC 会長〉東郷 庸史 君 

〈桐生西 RC 幹事〉坪井 良行 君 

 

〈桐生中央 RC 会長〉周藤  寛 君 

〈桐生中央 RC 幹事〉黒澤  彰 君 

〈桐生赤城 RC 会長〉今泉 浩一 君 

〈桐生赤城 RC 幹事〉市川 孝江 君 

〈米山奨学生〉  アリプ,ロサリナ・イルマ さん 

 

来訪者の皆様 
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ようこそビジター 

新旧会長・幹事ﾊﾞｯﾁの交換 

感謝状ならびに記念品・バッチの贈呈 



 
結婚・誕生祝 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 

 ｱﾘﾌﾟ,ﾛｻﾘﾅ･ｲﾙﾏさんへ 

奨学金授与 

 

 

会長の時間 

本日は、各 RC 会長幹事の皆様にお越し頂き、誠にあり

がとうございます。 

今後一年間、「明るく・楽しく・元気よく」をモットーに頑張

って参ります。余談ですが、今流行りの AKB48 にちなん

で「明るくの A」、「楽しくの T」、「元気よくの G」と私自身

68 歳になりましたので、ATG68 として頑張ります。 

また来年 3 月には当クラブ 60 周年を迎え、記念事業委

員長を金子篤郎君にお願いすることになりました。今後

は 10/13、10/14 の地区大会、60 周年記念事業と 2 つ

の大きな行事を控えておりますので、会員皆様のご理

解とご協力を宜しくお願いいたします。 

 

《報 告》 

・6/24 RLI セミナー(会長・幹事) 

     RAC足尾植樹(新世代奉仕委員久保田君参加) 

・6/26 桐生 RAC 最終例会、懇親会 

・6/29 第１回定例理事会 

 

《予 定》 

・7/3 桐生赤城ＲＣ表敬訪問 

・7/4 桐生南ＲＣ表敬訪問 

・7/5 桐生中央ＲＣ表敬訪問、 

親睦活動 S.A.A 家庭集会 

・7/6 桐生西ＲＣ表敬訪問 

・7/7 IAC 合同会議 

・7/8 会員増強セミナー 

 

幹事報告 

・国際ロータリーよりロータリーレートのご案内です。 

 7 月は、１＄＝８０円です。 

・安藤直前ガバナー事務所より事務所閉鎖のお知らせ

が届いております。 

・安中ＲＣより事務所移転のお知らせが届いております。 

・疋田ガバナー事務所より 8/5(日)前橋テルサにて開催

されます女性フォーラムのご案内が届いております。

ロータリークラブの公共イメージを高めるとともに、会

員増強(男女共に)を諮ることを目的とした重要な内容

を含めたもので、入場者は、先着 500 名となります。

パンフレットを各テーブルにお配りしてありますので、 

希望者の方は、事務局までお申込下さい。 

・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。 

・桐生南・桐生西・桐生中央・桐生赤城の各ＲＣより週報

到着。 

・今年度上半期の会費納入のお願いですが、７月より会

計が変更となりましたので、口座名も変更となる為手

続きの関係上、本日皆様にＦＡＸでお知らせさせてい

ただきます。お振込の際は、口座番号は、変わらず

口座名が変更となっておりますので、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７月 2 日) 

総員 67 名：出席 44 名 

平成 24 年 6 月 11 日例会修正出席率：92.06％ 

平成 24 年 6 月 18 日例会修正出席率：86.44％ 

 

ニコニコボックス 

桐生南 RC 様・桐生西 RC 様・桐生中央 RC 様・桐生赤

城 RC 様…ニコニコ箱にご献金いただきました／地区幹

事松島宏明君…いよいよ疋田ガバナー年度スタート致

します。宜しくお願い致します／岸田信克君…同年生

の北川丸の無事な船出を祝して／前原勝君…北川会

長・大友幹事の就任をお祝して／藤井征夫君…北川年

度の盛会を祈って／北川洋君…会長就任、会長エレク

ト・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長退任／牛膓章君…会長エレクト・ｸﾗ

ﾌﾞ奉仕委員長就任／坪井良廣君…副会長就任／須永

博之君…職業奉仕委員長就任、歴史編纂・情報処理

委員長退任／月門快憲君…社会奉仕委員長就任、ニ

コニコ箱委員長退任／坂入勝君…国際奉仕委員長就

任、新世代奉仕委員長退任／養田隆君…直前会長就

任、会長退任／村田勝俊君…直前幹事就任、幹事退

任／大友一之君…幹事就任、副幹事退任／園田誠君

…会計就任、社会奉仕委員長退任／澤田匡宏君…副

幹事就任、プログラム委員長退任／桑原志郎君…

S.A.A 就任、副 S.A.A 退任／吉尾憲明君…副 S.A.A 就

任／後藤圭一君…副 S.A.A 就任／岸田信克君…出席

委員長就任、雑誌委員長退任／木村洋一君…プログ

ラム委員長就任、クラブ会報・広報委員長退任／立澤

俊明君…親睦活動委員長就任／吉野雅比古君…ニコ

ニコ箱委員長就任、米山奨学委員長退任／山﨑一順

君…ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長就任／岡部信一郎君…雑誌委

員長就任／山田実君…クラブ会報・広報委員長就任／

竹内靖博君…歴史編纂・情報処理委員長就任、職業

奉仕委員長退任／吉田栄佐君…新世代奉仕委員長就

任、Ｓ．Ａ．Ａ退任／久保田寿栄君…ﾛｰﾀﾘｰ財団委員

長就任、副Ｓ．Ａ．Ａ退任／柳明彦君 …米山奨学委員

長就任、国際奉仕委員長退任／舘盛治君…地区大会

実行委員長就任、退任／本田雄一郎君…理事退任／

塚越紀隆君…直前会長退任／松島宏明君…会計退任

／山上達也君…出席委員長退任／竹内康雄君…職業

分類・会員選考委員長退任／久保田寿栄君…誕生

祝。 

佐々木 裕君 72 歳 
水越 稔幸君 61 歳 
森  末廣君 54 歳 
木村 洋一君 48 歳 
久保田寿栄君 48 歳 



 
卓 話 

 

 

 

 

 

この度、2012-2013 年度の会長に就任させていただき、

当クラブの歴史と伝統を受け継ぎ、これを次代へつなぐ

責任の大きさを感じると同時に、第 2840 地区疋田ガバ

ナーの輩出、2013 年 3 月 9 日に創立満 60 周年を迎え

るという節目の重要な年度であると認識しております。そ

して、ロータリー財団を中心に奉仕活動プログラムが大

きく変わり始める年でもあります。 

そのため、ガバナー事務所への支援協力と自クラブの

事業の、いわば二本立てのクラブ運営となるため、会員

の皆様には負担のかかる年度になるかと思いますが、

ご理解をいただき、一層のご協力を心よりお願い申し上

げます。年度の始まりにあたり、計画と目標を述べさせ

ていただきます。 

Ⅰ ＲＩ年次テーマに基づく目標 

本年度のＲＩ会長は埼玉県八潮ロータリークラブ出身の

田中作次氏です。田中ＲＩ会長の就任は、日本人として

30 年ぶり 3 人目となります。 

そして、田中ＲＩ会長の今年度の年次テーマは「奉仕を

通じて平和を(Peace Through Service)」です。 

田中ＲＩ会長は「平和をどのように定義するにせよ、平和

がロータリーにとって究極の、そして実現可能な目標で

あることをご理解ください。平和は、協定や、政府や、大

胆な闘争だけで達成するものではなく、日常の簡単な

方法の積み重ねによって成し遂げるものであります」と

語り、そして「「平和」が何を意味しているかは、人によっ

て違います。どの定義が正しいとか、間違っているとかと

いうことではなく、自分にとって平和が意味すること、そ

れがまさに平和なのです。どのような意味でこの言葉を

使うにしても、ロータリーでそれを実現することができま

す」とし、これは私たちロータリアンの、自ら生活する地

域における、日々の奉仕活動が平和につながることを

表しているものと思います。 

先に述べたとおり行事の多い年度ではありますが、なん

らか平和活動事業を実施したいと考えております。 

(文中引用の全文はロータリーの友 3 月号会長講演記

事に掲載があります) 

Ⅱ 地区重点目標の達成 

疋田博之ガバナーは、前原勝樹パストガバナー、吉野

一郎パストガバナー以来当クラブから3人目のガバナー

(桐生地区では桐生西ＲＣの矢野亨パストガバナーに次

いで 4 人目)です。 

ガバナーは、「クラブの活性化」「東日本大震災への継

続的支援」「ロータリー財団と奉仕プログラムの変革」を

中心に、ＲＩ年次テーマを達成するために、地区の重点

目標として以下七項目を上げています。 

1. 各クラブを活性化して、会員増強を実現させよう。 

2. 東日本大震災、福島原発事故に対しての奉仕活動

をできることからしていこう。 

3. ロータリー財団「未来の夢計画」を理解し、新制度に

積極的に参加しよう。 

4. 戦略計画を理解し、五大奉仕にまい進しよう。 

5. 日本独自の米山記念奨学会を会員それぞれが理解

し、協力しましょう。 

6. ポリオ撲滅に向けてしっかりやりましょう。 

7. 魅力ある楽しいクラブ活動を考えよう。 

 また、数値目標は次のとおりです。 

① 会員増強目標 純増 1 名 

② ロータリー財団への寄付目標一人 100 ドル以上 

③ 米山記念奨学会への寄付目標一人 16,000 円以上 

当クラブとして、自クラブ輩出のガバナーであればこそ、

各委員会や会員のご理解と協力をいただきながら一層

の支援と協力に努め、これらの目標の達成を目指した

いと考えます。 

Ⅲ ロータリー財団「未来の夢計画」と新たな委員会の

設置 

次年度からロータリー財団の仕組みが大きく変わりま

す。 

これまではクラブのロータリー財団委員会の主たる仕事

は「寄付を集める」ことでしたが、次年度以降はロータリ

ー財団の補助金(新地区補助金)を自クラブの奉仕プロ

ジェクトにいかに活用するか、という「寄付を使う」仕事が

加わってきます。つまり、自分たちが寄付したロータリー

財団資金を自分たちの意思に基づく奉仕プロジェクトに

活用し、そのプロジェクトを更に進展させるためにまた財

団資金を集めるという形になり、従来に比較してロータリ

ー財団が身近になったと言えます。これによりクラブをよ

り活性化させようということで「未来の夢計画」と名付けら

れました。 

そして、この補助金を活用する目的となる奉仕プロジェ

クトを決定するのは当クラブの四大奉仕委員会(クラブ

奉仕は除かれます)です。そのため各奉仕委員会とロー

タリー財団委員会は密接な関係を持たなければなりま

せん。 

なぜ今から次年度の話をするのかと言いますと、「未来

の夢計画」の補助金支給は次年度から始まりますが、そ

の支給を受けるためには当年度において計画を立案

し、地区へ提出して承認を得なければならないからで

す。その計画立案のための継続的な組織作りが今年度

内に求められています。 

幸い前年度の養田年度において、四大奉仕委員会の

意思を共有するために「奉仕プロジェクト連絡会」が発

足しており、この連絡会を「未来の夢計画」のプロジェク

トを検討する委員会として発展させようと考えています。 

また、ロータリークラブの一般的な委員長任期は 1 年で

すが、ロータリー財団委員長と四大奉仕委員長につい

ては、新地区補助金の計画～実行～補助金支給の流

れに沿ったものになるように検討していきます。 

Ⅳ 地区大会と 60 周年記念事業 

今年度、当クラブにおける大きな行事として「地区大会」

と「創立 60 周年記念事業」があります。 

「地区大会」については、養田年度において実行委員

会が発足しており、すでに準備も進行しております。当

年度においても、実行委員会の意向に従い地区大会を

成功させるため、全会員のご協力をお願いするものであ

「新年度を迎えて」 

2012-2013 年度 

会長 北川 洋 君 

(Ａ.Ｔ.Ｇ68 会長) 



 
ります。 

また、「創立 60 周年記念事業」については、「記念式

典」「クラブの歴史」「記念奉仕事業(寄付行為を含みま

す)」の三つを柱に実施したいと考えます。そのため、地

区大会の準備の障害とならない範囲において「60 周年

記念事業委員会」を組織し、これも全会員のご協力をい

ただき、ガバナー年度にふさわしい記念事業にしたいと

考えています。 

 以上、最初に述べましたとおり、全会員が力を合わせ

て考え、行動することが求められる年度になると思いま

す。その中でもロータリークラブの親睦の心を抱き、私

のモットーでもあります「明るく、楽しく、元気のいい」一

年にしていきたいと考えておりますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 

 

 

 

 

2012 年-2013 年の副会長のご指名を受けました坪井良

廣です。どうぞ宜しくお願いいたします。 

先ほどは、北川会長の素晴らしい所信表明をお聞きい

たしまして、心強い次第であります。 

今年度は、第 2840 地区疋田ガバナーの年、2013 年

3 月に桐生ロータリー創立満 60 周年を迎えるというとん

でもない年であります。その上、地区副幹事と言う役も

仰せつかりまして、どうせ忙しいのなら、「まとめてやっち

ゃおう」などと最近居直っております。 

 また、副会長は「何かの時」の会長代行だそうですが、

先日、スカイツリーで 奥様とお話したところ「うちの主人

は、すごい働き者で、風邪など引いたことが無いぐらい

健康。とても感謝している」とのすばらしいお言葉をお聞

きし安心しました。 

 そこで、私の出番は、今日の卓話と 会長への皆勤賞

の伝達、ポールハリス賞の伝達の 3 回と決めております。 

仕事に健康にご留意いただき、私の代行する出番が無

いことを強くお願いいたします。 

 最後に、北川会長を一生懸命補佐して行くことを表明

いたしまして、副会長らしい短めのご挨拶といたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

2012-13 年度、幹事となりました大友です。 

 ロータリー新年度の始まりを船の出航に例えますが、

そんな例え話で新年度を迎えてのご挨拶をさせていた

だきます。 

本日は会員６７名を乗せた豪華客船「北川丸」は１年間

の長いクルーズに出航いたしました。 

 船で言えば、会長は船長としてクラブの運営全体を指

揮し、幹事は航海士として運営の舵取りをするのが役目

だと思っています。そして、この船に乗り込んでいただ

いた会員の皆さんは航海の無事を支えてくださるクルー

であります。 

 この一年間には、開催されます地区大会や６０周年記

念事業といった大きな事業、納涼会・クリスマス会といっ

た恒例の事業があります。これらを一つひとつの港だと

思いますと、成功させつつ一年をぐるりとまわって最終

例会という母港に無事に戻ってくるためには、クルーで

ある皆さんのご協力がぜひとも必要です。 

 また、会員の皆さんはクルーであると同時に北川丸の

ゲストでもあります。そして、会員の奥様方が集う家族会

やインターアクト、ローターアクトもこの船に乗っておりま

す。会長方針にありますとおり「あかるく、楽しく、元気よ

く」この航海を楽しみ、親睦を深めていただけるよう、で

きる限りの舵取りをしていこうと思っております。 

ロータリークラブの新年度のスタートは毎年が処女航海

ですが、北川丸をタイタニックにして、沈没させてしまう

わけにはまいりません。航海士である幹事の私はコンパ

スも航海図の見方もよくわからないままここに立っており

ますが、どうぞ一年間の皆さんのご支援ご協力をいただ

きたく心よりお願いいたします。 

 そして、事務局の西塚さんには、この船のコンシェル

ジェ役としていろいろとお手数をお掛けすることになる

かと思いますが、どうぞ一年間よろしくお願いします。 

第 2840 地区ＲＬＩセミナー修了 

3/17、5/27、6/24 の３日間、各日６時間の日程で、2840

地区主催の RLI セミナー(ロータリーリーダー研究会)が

開催され、当クラブでは松島宏明会員と大友一之会員

が全コースを修了し、写真のような修了証(各回ごと)とバ

ッチを受けました。疋田年度も開催されますので、クラブ

から２名の参加を予定しています。 

 

 

 

 

 

地区大会のパンフレットが完成しました 
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2012-2013 年度 

幹事 大友 一之 君 

【次回例会予告】 

♦７月 16 日(月) 休 会 

♦７月 23 日(月)  

国際奉仕委員長 坂入  勝君 

新世代奉仕委員長 吉田栄佐 君 

会員増強委員長 藤江  篤君  

♦食事  利 休  

「新年度を迎えて」 

2012-2013 年度 

副会長 坪井 良廣 君 


