
 

 

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２８２５回例会 
(７月９日(月)第２例会) 

７月２３日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． ロータリー情報アワー 

５． 出席１００％表彰 

６． 会長の時間 

７． 幹事報告 

８．委員会報告 

９．卓 話 「新年度を迎えて」 

      クラブ奉仕委員長  牛膓   章 君 

      職業奉仕委員長  須永 博之 君 

      社会奉仕委員長  月門 快憲 君 

１０．点 鐘

 

ロータリー情報アワー 

  ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 山﨑 一順 君 

5 月 8 日にバンコクの国際大会でポリオ撲滅における２つ

の大きな達成事項が発表された。 

一つは、ポリオ撲滅に向けたロータリー２億ドル募金チャ

レンジの目標額の達成です。この募金キャンペーンは、

ビル・ゲイツ財団から提供された 3 億 5 千 5 百万ドルの補

助金に応えるため 2008 年 6 月より開始され(松倉、牛久

保、福田、安藤ガバナー)5 月 4 日現在で 2 億 1570 万ド

ルを世界中のロータリアンが拠出致しました。それに加え

ビル・ゲイツ財団より 5000 万ドルの追加提供がありまし

た。 

もう一つの達成は、去る２月ポリオ常在国リストからインド

が除外されたことです。残る常在国(ナイジェリア･アフガ

ニスタン･パキスタン)における感染数の増加と中国、コン

ゴ、タジキスタンにおける再流入がおこり撲滅に向けこれ

まで以上の力強い後押しが必要とされており今後さらに１

０億ドルが必要ではないかとも言われております。 

最後に、こんなことが書いてありましたのでご紹介します。

「ロータリーが残す遺産として、ポリオが撲滅されれば、治

療やリハビリに必要な費用の負担もなくなり、世界は財政

的にも人道的にも多大な恩恵を受けることになります。」

皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

疋田ガバナー新年度への挨拶 

先日全国のガバナー会とロータリー 

財団セミナーに出席いたしました。 

そしていよいよ今週水曜日から公式 

訪問をさせていただきます。会員の 

皆様には一年間お世話になりますが 

どうぞ宜しくお願いいたします。

 

出席 100％表彰 

 

 

 

 

会長の時間 

先週 4RC を表敬訪問いたしました。その際、舘実行委員

長より地区大会への出席のお願いもなされました。今後

はキャラバン隊として全会員で行いますが、その際は宜し

くお願いいたします。 

また土曜日は七夕でございました。願い事が叶うと言われ

ておりますが、今年一年無事に会員の皆様が、「明るく・

楽しく・元気よく」活動されることをお祈りするとともに、会

長、幹事、副会長共々、休みなく務まるようお願いもいた

しました。皆様のご支援ご協力を宜しくお願いいたしま

す。 

《報 告》 

・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     

《予 定》 

・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 

・7/16 休会(海の日) 

金子 篤郎君 23回 
山﨑 一順君 20回 
本田雄一郎君  8 回 
水越 稔幸君  7 回 



 
幹事報告 

・桐生南、桐生西、桐生赤城、足利の各ＲＣより週報到 

 着。 

・次週 16 日(月)は、祝日の為休会です。次回例会は、

23 日(月)です。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 9 日) 

総員 67 名：出席 43 名 

 

ニコニコボックス 

疋田博之君…いよいよガバナー年度になりました。よろ

しくお願い致します／前原勝君…本町１・２丁目と天満

宮地区が本日付で国の重要伝統的建造物群保存地区

として、文化庁より正式に官報告示されました／藤江篤

君…白内障にて両眼オペしました。今日眼帯がとれ眩

しいのですがすっきりしました／牛膓章君、須永博之君、

月門快憲君…卓話をさせていただきます／疋田博之君

…ロータリー情報委員長退任／山口正夫君…職業分

類・会員選考委員長就任、ロータリー財団委員長退任

／藤江篤君…会員増強委員長就任／前原勝良君…副

会長退任／佐々木裕君、木村洋一君…誕生祝／金子

篤郎君、山﨑一順君…出席１００％。 

 

会員増強委員会 

7 月 8 日（日）桐生商工会議所にて国際ロータリー第

2840 地区 地区会員増強セミナーがあり北川会長と参

加して参りました。安藤年度では、第 2840 地区会員数

が 2011 年 7 月 1 日から 2012 年 6 月末日で 10 名増え

ています。当クラブでも 2011-2012 年度では、純増 3 名

で第 2840 地区の中で第 3 位です。 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

今年度クラブ奉仕委員会委員長の牛膓章で御座いま

す。委員会構成は直近の幹事経験者の野間義弘、本

田雄一郎、村田勝俊の各君の計 4 名です。一年間宜し

くお願いいたします。 

さて、クラブ奉仕はロータリーの根幹であり、ロータリー

はクラブ奉仕から始まると言われておりクラブが潤沢に

機能するために必要な全ての活動が含まれております。

その効果が効率よく行われる為に傘下に３グループ１０

の小委員会を設けております 

ａグループ 出席、プログラム、親睦活動、ニコニコ箱の      

  各委員会         担当 野間 義弘君 

ｂグループ 職業分類・会員選考 会員増強 ロータリ 

  ー情報の各委員会 担当 本田雄一郎君 

ｃグループ 雑誌 クラブ会報・広報 歴史編纂・情報処

   理の各委員会    担当 村田 勝俊君  

の３人の幹事経験者に担当して頂きまして、各委員会

の連絡、連携役に務め親睦を深め各奉仕活動の目的

に適った例会の為に総括的な活動をして行きますので

会員皆様のご指導ご協力をお願い致します。 

 さて今年度は当クラブより疋田博之ガバナーを輩出し、

ホストクラブとして地区大会を 10月 14日に開催し、翌年

の 3 月にはクラブ創立 60 周年を迎える、この２つの大き

な事業を成功裡に終わらせるために各実行委員会の各

委員会は、相互の連携、協力が必須でありその礎となる

のが親睦であると考えその環境造りに全力をあげたい。 

 次に今年度ロータリー財団が大きく変わります、この件

については久保田財団委員長から後日詳しく説明があ

ると思いますが「未来の夢計画」として 2012～2013 年度

が計画年度、2013～2014が実施年度、となり各クラブが

奉仕プロジェクトを計画、立案し地区に補助金申請をし

て受理されると翌年度に入金があり（通常８月ごろ）計画

を実施する事になります。 

よって北川年度で計画し私の年度で実施することになり

ますのでこの件も全会員のご理解ご協力をお願いいた

します。 

最後に浅学非才のわたくしですが、会長見習いとして

一年間頑張りますので皆様方の暖かいご指導ご協力を

宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

８年前に入会してから奉仕関係の委員会は、新世代、

社会奉仕に続いて、今年は職業奉仕委員長を仰せつ

かりました。伝統の桐生ＲＣ職業奉仕委員長は、私には

大変荷が重過ぎると思いますので、会員の皆様には宜

しくご指導、ご協力の程お願い申し上げます。 

委員会は、副委員長に前原勝会員、委員に小島弘一

会員、藤井征夫会員、蛭間茂会員という経験と知性に

富んだ方々ですので、安心して委員会活動が出来ると

安堵しております。 

さて、ロータリーに於ける社会奉仕活動は、1992 年の

「社会奉仕に関する声明」では、社会奉仕により地域に

住む人々の生活の質を高め、公共のために奉仕するこ

とは、各ロータリアンとロータリークラブにとって献身に値

することであり、社会的責務でもあるとしていました。東

日本大震災で見られるとおり、全国のＲＣやロータリアン

が、金銭的な支援にとどまらず、様々なボランティア活

動をすることで社会奉仕を実践しています。 

そして、「職業奉仕」の視点から東日本大震災への活動

を見ますと、全国の事例を挙げるまでも無く、桐生ＲＣに

も素晴らしい事例があります。坪井さん、月門さんが所

属する桐生仏教会が、「東日本大震災犠牲者法要」の

ため南三陸等へ入り個人宅を含め慰霊活動を行ってい

ます。また、木村さんの経営する赤城観光と旅行会社 

「新年度を迎えて」 

2012-2013 年度 

会長エレクト 

   牛膓 章 君 

「新年度を迎えて」 

 

2012-2013 年度 

職業奉仕委員長 

     須永 博之 君 



 
 

が、桐生市社会福祉協議会と協力し合いボランティアを

募り、採算を度外視して、既に９０回以上も泥かき活動

を行っています。これこそ、まさに職業奉仕そのもので

はないでしょうか。まだまだ、たくさんの活動を会員の皆

様方も実践されておられると思います。 

さて、職業奉仕に話を戻しましょう。ロータリークラブの

最も基本的な奉仕の考え方である「職業奉仕」は、ロー

タリアン一人ひとりが職業に携わる中で、自ら職業を通

し奉仕することであると言われます。自分たちの職業を

通じて社会の発展に貢献するという考え方は，ロータリ

ー誕生以来、数々の企業においての成功の秘訣と言わ

れています。 

また、この事は、近年企業において求められるＣＳＲ（企

業の社会的責任）や社会貢献活動の考え方と通じるも

のがあると思います。 

この大不況の今こそ、桐生ＲＣにおける「職業奉仕」の

意義を会員の皆様と一緒に考えたいと思います。その

為には、会員の皆様が職業を通じて、どのように社会に

貢献しようとしているのかを知らずして桐生ロータリーの

職業奉仕は語れないと思いますので、会員相互に知る

機会を増やすべきであると思います。アンケートなどを

行い、その機会を作りたいと考えていますのでご協力の

程をお願いいたします。 

活動状況および予定 

1. 毎月第一例会において「4 つのテスト」の唱和を行

います。 

2. 職業奉仕について理解を深める機会を作ります。 

3. 会員が行っている職業奉仕についてのアンケート

調査を実施します。 

いろいろ生意気な事を諸先輩に申し上げましたが、ロー

タリーの友情を持ってご理解頂きたいと願っております。

併せて、本年の当委員会の活動へのご協力をお願い

申し上げ卓話とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

本年度社会奉仕委員長を仰せつかりました月門快憲で

す。 

副委員長は堀明さん、委員は矢野昭さん、平野善一さ

んの少数精鋭で構成されています。 

堀さんとは前年度ニコニコ箱委員会の正副委員長でし

たので相性はばっちりです。 

さて、社会奉仕委員長を受けましたが、社会奉仕がどの

ようなものであるのかよく分からないので一年をかけて勉

強したいと思います。引継ぎの活動としては「桐生市社

会を明るくする運動」への参加、「桐生市みどりと花の

会」への協力、「桐生市ゴミ減量化推進協議会」への協

力、ＮＰＯ・ボランティア団体との協力、関連委員会への

協力となっていますがそれらについてもこれからどのよう 

 

に関わるのかこれからの課題だと思います。今までの社

会奉仕委員会の一番の事業としては渡良瀬川の清掃

のようです。汗を流し清掃活動は素晴らしいと思います

ので、今年も実施したいと思います。現在検討中ですが

今年度は桐生川の清掃もいいのではないかと考えてい

ます。その際にはメンバー皆さんの御協力をお願い致し

ます。これから一年間よろしくお願いいたします。 

 

 

 

国際ロータリー第 2840 地区 

2012-2013 年度 

     インターアクト・顧問教師・ロータリアン 

合同会議 

 

2012 年７月７日（土） 

桐生商工会議所 にて 

 

     今回は、桐生南ロータリークラブが 

     ホストクラブとなり開催されました。 

     桐生第一高等学校 IAC 顧問教師 

     3 名とインターアクト２名と大友幹事、 

     吉田新世代奉仕委員長が出席しま 

     した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新年度を迎えて」 

2012-2013 年度 

 社会奉仕委員長 

      月門 快憲 君 



 
 

地区大会キャラバン報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2840 地区各 RC の皆様ご協力ありがとうござい

ます。10 月 14 日(日)国際ロータリー第 2840 地区

地区大会には、多数のご参加ご協力お願い致しま

す。 
 
 
 
 
 
 
  

訪問予定日 クラブ名 訪問者 

7 月 3 日（火） 桐生赤城 舘君 

7 月 4 日（水） 桐生南 舘君 

7 月 5 日（木） 桐生中央 舘君 

7 月 6 日（金） 桐生赤城 舘君 

7 月 9 日（月） 高崎 本田君・野間君 

前橋 舘君・川村君 7 月 10 日（火） 

   館林西 竹内（康）君・村田君 

前橋中央 柳君・山上君 

みなかみ 村田君 

7 月 11 日（水） 

館林 金子君・佐々木君 

渋川 舘君・山田君 7 月 12 日（木） 

高崎東 大友君・飯塚君 

7 月 13 日（金） 前橋西 舘君・竹内（靖）君 

高崎南 牛膓君・川村君 7 月 17 日（火） 

沼田 舘君・山口君 

前橋南 岸田君・須永君 

伊勢崎 川村君 

富岡 牛膓君・澤田君 

7 月 18 日（水） 

高崎北 舘君・吉尾君 

碓氷安中 堀君・後藤君 

群馬境 養田君・山田君 

富岡中央 森君・月門君 

前橋東 柳君 

7 月 19 日（木） 

藤岡 川島君・朝倉君 

7 月 20 日（金） 藤岡南 桑原君 

7 月 23 日（月） 伊勢崎東 水越君 

伊勢崎南 塚越（紀）君・木村（洋）君 7 月 24 日（火） 

太田南 須永君 

草津 柳君 7 月 26 日（木） 

太田 川島君・澤田君 

館林 牛膓君・岸田君 7 月 27 日（金） 
高崎ｼﾝﾌｫﾆｰ 竹内（靖）君・岡部君 

7 月 30 日（月） 前橋北 本田君・水越君 

太田西 森君・澤田君 

新田 立澤君 

8 月 1 日（水） 

  

大泉 桑原君 
伊勢崎中央 吉田君・久保田君 8 月 2 日（木） 

沼田中央 山﨑（一）君・高橋（弘）君 

8 月 3 日（金） 太田中央 吉野（雅）君・下田君 

安中 村田君・高橋（弘）君 
渋川みどり 園田君・久保田君 

藤岡北 木村（洋）君 
高崎ｾﾝﾄﾗﾙ 牛膓君・川島君 

中之条 坂入君・桑原君 

8 月 7 日（火） 

富岡かぶら 塚越（紀）君・蛭間君 

8 月 9 日（木） 館林ﾐﾚﾆｱﾑ 養田君・吉田君 

水上 RC の皆様と村田君 

【次回例会予告】 

♦７月 30 日(月)  

新入会員卓話  後藤 圭一 君 

       高橋 弘史 君  

♦食事  一茶庵  

桐生南 RC にて舘地区大会実行委員長ご挨拶 


