
 

 

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２８２６回例会 
(７月２３日(月)第３例会) 

７月３０日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 2011-2012 年度 収支決算報告  松島 宏明君 

５． 2011-2012 年度 会計監査報告  矢野   昭君 

６． 前年度会長挨拶  養田  隆君 

７． 会長の時間 

 ８．幹事報告 

 ９．委員会報告 

１０．卓 話 「新年度を迎えて」 

      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 

１１．点 鐘

 

 

 

 

 

 

                  

                  前年度会長挨拶 

                   2011-2012 年度 

                   収支決算終了 

 

会長の時間 

先週、先々週とキャラバン隊の皆様方本当にご苦労様で

す。すでに道半ばまできたと伺っておりますが、訪問活動

に昼の貴重な時間帯を費やしていただきお礼を申し上げ

ます。 

 今週は２７日にロンドンオリンピックが開会します、関係

の方はぜひ応援していただければと思います。 

仕事の関係で気づいたことですが、今年は炎症性と感染

性の眼の病気がふえております。２１日の土曜日には６例

の手術をこなしました。これは暑い、寒いといった気温の

変化や高気圧、低気圧といった気圧の変化が影響してい

ると思います。人間の体は水分が９０％を占めており環境

の変化に左右されるからです。また遅くまで飲みすぎ、食

べすぎといったことも影響があると思います。これからまだ

まだ夏が続きます。くれぐれも体には気をつけていただき

たいと思います。 

 

《報 告》 

・7/10 桐生 5RC 会長幹事会(桐生ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)  

       桐生 RAC 初例会・懇親会(桐生倶楽部･どん) 

・7/16 休会(海の日) 

《予 定》 

・7/26 家族会総会(ﾄﾗｯﾄﾘｱ･ﾊﾞﾙﾎﾞﾝ) 

・7/28 IAC 年次大会(桐生市市民文化会館) 

・7/29 社会奉仕セミナー(ニューサンピア高崎) 

 

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。 

 ８月は、１＄＝８０円です。 

・米山奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま」が届いております。 

・疋田ガバナー事務所より「ポリオプラスキャンペーン」 

 のご案内が届いております。 

・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。 

・桐生商工会議所より、会頭、副会頭の就任と退任の 

 ご挨拶が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより週報 

 到着。 

・２６日(木)家族会総会がﾊﾞﾙﾎﾞﾝにて開催されますが、駐

車場が少ない為、会員の皆様は、ガスプラザ駐車場を

ご利用下さい。 

 

 

 

 

 

会計 松島 宏明 君 監査 矢野 昭 君 



 
委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 24 年７月 23 日) 

総員 67 名：出席 45 名 

平成 24 年 7 月 2 日例会修正出席率：88.70％ 

 

ニコニコボックス 

北川洋君…山田実会員に車の件でお世話になりました

／舘盛治君…暑い中キャラバンご苦労様です。10 月 14

日まで頑張りましょう／吉田栄佐君、藤江篤君、坂入勝君

…卓話をさせていただきます／川島康雄君…会員増強

委員長退任／水越稔幸君…親睦活動委員長退任／森

末廣君、桑原志郎君、柳明彦君…坂入会員“飛天”開店

おめでとうございます／森末廣君、水越稔幸君…誕生祝

／水越稔幸君…出席１００％／矢野昭君、北川洋君、山

﨑一順君、疋田博之君、舘盛治君、牛膓章君、養田隆君、

塚越紀隆君、山口正夫君、吉田栄佐君、佐々木裕君、坪

井良廣君、川島康雄君、前原勝君、岸田信克君、松島宏

明君、森末廣君、吉野雅比古君、藤江篤君、坂入勝君、

川村隆君、村田勝俊君、澤田匡宏君、竹内靖博君、桑原

志郎君、柳明彦君、月門快憲君、水越稔幸君、久保田寿

栄君、吉尾憲明君、飯塚荘一君、後藤圭一君…写真を

戴きました。 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

今年度国際奉仕委員長を仰せつかりました坂入でござい

ます。副委員長に川島康雄会員、前原正一会員、本田

雄一郎会員というメンバーで今年１年活動させていただき

ます。 

奉仕の第４部門である国際奉仕は読書や通信を通じて、

さらには国連 UNHCR 協会などの協力を通じて他の国の

人々と文化、慣習、功績、願い、問題に対する認識を培う

ことによって国際理解、親善、平和を推進するために、会

員が行う活動からなるものです。 

ポリオ・プラスへの貢献、交換留学生支援など様々な活

動があります。 

ロータリーの世界中の会員は様々な政治的見解を持つ

個人であるため、国際ロータリーは政治的主題に関して

いかなる行動、あるいは意見の表明も行いません。いか

なる国、地域においてもロータリーの健全な発展の為に

は、言論の自由と結社の自由が不可欠です。 

桐生ロータリークラブ国際奉仕委員会としても群大留学

生との交流会、米山奨学生に対するサポート、難民の現

状をより多くの方々に理解を深めていただく事を目的の１

つに国連 UNHCR 協会に対する支援事業を積極的に行

っていく所存であります。 

田中 R I 会長の今年度の年次テーマ 

「奉仕を通じて平和を（Peace Through Service）」のごとく 

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１人１人の日々の奉仕活動が平和へつな

がる道となることだと思います。 

今年度北川会長の計画及び目標の一つに「戦略計画を

理解し５大奉仕に邁進しよう」とあります。その主旨を良く

理解し実践していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

新世代奉仕委員会の今年度の目標は、未来を担う世代

である。桐生第一高校インターアクトクラブと桐生ローター

アクトクラブ(会員 18～30 歳)へのよりいっそうの活動支援

を行う。桐生第一高校インターアクトクラブは、体制も変わ

り今年度が飛躍の年になるよう支援を行いたい。また桐生

ローターアクトクラブにおいては、近年かなりの増強を成

し遂げているが、今年度もさらなる飛躍が成し遂げられる

よう支援を行いたい。予定としては、善行青少年表彰の実

施、ローターアクトクラブ、インターアクトクラブへの活動支

援、インターアクトクラブ顧問教師合同会議及び年次大

会への参加、ローターアクトクラブ、インターアクトクラブと

の交流会の開催、ローターアクトクラブ会員増強、海外研

修の参加支援等です。 

① 新世代とは？ 

 各ロータリアンの責務は、年齢 30 歳までの若い人すべ

てを含む新世代の多様なニーズを認識しつつ、よりよき未

来を確実なものとするために新世代の生活力を高めるこ

とによって、新世代に将来への準備をさせることです。す

べてのクラブと地域は、新世代の基本的ニーズ支援する

プロジェクトに着手するよう奨励されています。基本的ニ

ーズとは、健康、人間の価値、教育、自己開発でありま

す。 

② 青少年プログラム 

 新世代のためのＲＩ常設プログラムには、インターアクト、

ローターアクト、ロータリー青少年指導者養成プログラム、

ロータリー青少年交換があります。年齢 30 歳までの多数

の青少年が、将来リーダーとなるために必要なスキルを身

につけようと、ロータリーのプログラムに参加しています。 

※ライラ（ＲＹＬＡ；ロータリー青少年指導者養成プログラム） 

 ロータリー青少年指導者養成プログラム（ＲＹＬＡ）は、ロ

ータリーが実施する若者たちのための研修プログラムで 

「新年度を迎えて」 

 

2012-2013 年度 

新世代奉仕委員長 

     吉田 栄佐 君 

「新年度を迎えて」 

2012-2013 年度 

国際奉仕委員長 

   坂入 勝 君 



 
 

 

す。 ＲＹＬＡの対象となるのは年齢 12～30 歳の青少年

ですが、多くのクラブや地区では、12～18 歳、19～30

歳など、年齢層を絞って実施しています。 ＲＹＬＡは、リ

ーダーシップ、良き市民、人間としての成長を強調して

います。 

③ インターアクト 

 インターアクトは、1 2 歳から 1 8 歳までの青少年のた

めの国際ロータリーの奉仕クラブです。インターアクト・ク

ラブは、支援や指導を与えるロータリー・クラブが提唱し

て結成されますが、運営面でも経済的にも自立していま

す。 クラブ会員の構成はさまざまです。男子のみ、女

子のみのクラブもあれば、男女混合からなるクラブもあり、

その規模も大小さまざまです。会員基盤は１つの学校の

学生から集められる場合もあれば、同じ地域社会内の２

つ以上の学校から成る場合もあります。 

 毎年、インターアクト・クラブは少なくとも２つの社会奉

仕プロジェクトを行い、そのうち１つは国際理解と親善を

推進するものとされています。プロジェクトを通じて、イン

ターアクター（インターアクト・クラブの会員）は地元社会

や海外のクラブと友情のネットワークを築きます。奉仕活

動は、インターアクターの活動の真髄です。ロータリー

奉仕の中で最も顕著かつ急速に発展しているプログラ

ムの１つであり、１２０余りの国や地域に１４，０００以上の

クラブを擁するインターアクトは、世界的な現象となりま

した。現在３２０，０００人以上の若者がインターアクトとか

かわりを持っています。 

④ ローターアクト 

 ローターアクトは、1 8歳から30歳までの青年男女のた

めの、ロータリーが提唱する奉仕クラブです。ローターア

クト・クラブは通常、地域社会または大学を基盤としてお

り、地元のロータリー・クラブが提唱しています。ロータ

ーアクト・クラブは、提唱ロータリークラブの真の「奉仕の

パートナー」であり、ロータリー家族の重要な一員です。 

 ロータリーの奉仕の中で最も顕著かつ急速に発展して

いるプログラムの１つとして、１６０余りの国や地域にある

９，０００以上のローターアクト・クラブを擁するローター 

アクト・プログラムは、世界的な現象となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013 年度会員増強委員長になりました藤江篤で

す。よろしくお願い致します。今年度は、疋田博之会員

が地区ガバナーに就任され、会長には北川洋会員が

就任されました。私にとってお二人は、当クラブ入会時

の推薦者であります。 

現在の社会的状況は政治的にも経済的にも不安定で、

世界規模で気候不順もあり、日本でも地震や大洪水が

起こっています。 

 

 

ロータリークラブの会員数は日本中で減少傾向にありま 

すが、群馬県(第 2840 地区)は、2011-2012 年度に純増

10 名で全国的にも少ない増員を記録しています。当桐

生ＲＣは前任者の川島康雄会員の努力により純増３名

で、2840 地区でも 3 位の増員数でした。現６７名は、前

橋ＲＣ110 名、伊勢崎ＲＣ74 名に次ぎ、前橋東・高崎北

と並び 3 位の会員数であります。伝統ある当クラブの会

員増強は、まず会員数の増加と会員一人一人の質の向

上によりクラブとして強くなれると考えます。会員の数的

増強は人口の固定化、減少化と高齢化と桐生地区では

非常に容易ではありません。私自身普段の仕事の上で、

医師会・歯科医師会・薬剤師会の知人を中心としますと、

多くの人が既に他のＲＣやＬＣに入会されているか、そ

のＯＢであるようです。又、月曜日の昼間の１２時に桐生

倶楽部の会場に出席するのは難しい職業であるようで

す。若い医師や他業種の方を捜してみたいと思います。

私は、ＲＣに入会させて頂き、大変感謝しております。日

頃同業者の方との交際はありますが、ＲＣの良さは多く

の他業種の方、しかも各業種のリーダーの方々と交際

することができたことです。自分自身のスキルの向上に

も役立っていると思っております。当クラブがより増強す

る為のもう一つのファクターは、質の向上であると考えて

おります。ＲＣの精神を理解し実践でき、将来当クラブの

リーダーとなる人材に一人でも多く入会して頂くことが重

要であり、お互いに切磋琢磨して一人一人が向上する

ことがクラブ全体の増強となると信じております。私も今

年度、一人でも多く会員を増やせるよう努力したいと思

っております。全会員の皆様も職場や周囲の方で会員

として適任な方がいらっしゃいましたら御紹介して頂き

たいと思いますので、宜しくお願い致します。 

会員増強委員会の委員全体で入会していただけるよう

説明し、納得して頂いた上で入会して頂けるよう努力し

ていきたいと思っております。会員の増強は単年度の仕

事だけでなく継続が重要であり、私も川島康雄会員から

の申し送りを受けております。年度いっぱい説得に努力

し場合によっては、次期委員長に引継ぎし入会を促し

て頂きたいと思っております。最後に再度、皆様からの

ご紹介を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新年度を迎えて」 

2012-2013 年度 

 会員増強委員長 

      藤江 篤 君 

【次回例会予告】 

 

 ♦ 8 月 6 日(月) 卓話 

「新会員卓話」 

      下田 正宏 君 

          飯塚 荘一 君  

 

 ♦ 食事   たつ吉 



 

 

家族会総会 
平成 24 年 7 月 26 日(木) 

ﾄﾗｯﾄﾘｱ・ﾊﾞﾙﾎﾞﾝにて 

養田和子前会長挨拶 北川珠代新会長挨拶 

前年度会長幹事花束贈呈 

地区大会への家族会協力も舘地区大会実行委員長と 
         家族会担当山﨑一順君よりお願致しました。 


