
 

 

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。 

２０１３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２８５５回例会 
(４月１日(月)第１例会) 

４月１５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.  米山奨学生カウンセラー委嘱状 授与 

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 

      「RI の戦略計画の 5 つの中核となる 

                   価値観」について 

            パストガバナー 曽我 隆一 君 

１３． 点 鐘 

 

〈卓話者〉パストガバナー 曽我 隆一 君 

 

米山奨学生 

カウンセラー委嘱状 

        授与 

        柳 明彦 君 

 

結婚祝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝  

 

 

 

 

 

会長の時間 

4 月 6 日に足利ロータリークラブの創立 60 周年、13 日

には富岡ロータリークラブの創立 50 周年、14 日には高

崎北ロータリークラブの創立 45 周年記念式典がそれぞ

れ行われます。8 日には当クラブの観桜会を予定してお

りますので、大勢のご参加をよろしくお願いいたします。 

さて、本日は 4 月 1 日です。そこで皆さんのご家庭にも

風習があると思いますが、私の家では毎月 1 日に健康

で元気に過ごせるよう、お稲荷様、神棚、仏壇にお祈り

します。お祈りした後は、非常に清々しい気持ちになり、

とても良い習慣であると思っております。おかげさまで

日々何事もなく過ごせることに感謝しております。 

 

《報 告》 

・3/30 新会員セミナー 蛭間茂君参加 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 

・4/6 足利ＲＣ創立 60 周年記念式典 会長・幹事出席 

・4/8 観桜会 点鐘：18：30 

    場所：桐生市市民文化会館 2Ｆ織姫 

・4/13 富岡ＲＣ創立 50 周年記念式典 

      坪井副会長・幹事 出席 

     米山奨学生・ｶｳﾝｾﾗｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

      ｶｳﾝｾﾗｰ柳君 出席 

・4/14 高崎北ＲＣ創立 45 周年記念式典 

      会長・幹事 出席 

 

ようこそビジター 

堀   明君 61 歳 
木村 滋洸君 56 歳 
飯塚 荘一君 47 歳 
 

矢野  昭君 52 回 
竹内 康雄君 52 回 
金子 篤郎君 47 回 
佐々木 裕君 47 回 
赤松  隆君 46 回 
川島 康雄君 42 回 
水越 稔幸君 36 回 
須永 博之君 32 回 
野間 義弘君 23 回 
石島 久司君 16 回 



 
幹事報告 

・桐生西、桐生中央の各 RC より週報到着。 

・次週 8 日(月)は、観桜会です。桐生市市民文化会館

2FORIHIME にて、18 時 30 分点鐘となりますのでお

間違えのないようお気をつけ下さい。 

・本日例会終了後、定例理事会がありますので理事役

員の皆様はご出席よろしくお願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 25 年 4 月 1 日) 

総員 63 名：出席 41 名 

平成 25 年 3 月 18 日例会修正出席率：80.00％ 

 

ニコニコボックス曽我隆一パストガバナー…卓話

お礼分／疋田博之君、牛膓章君、養田隆君、前原勝君、

森末廣君、吉野雅比古 君…曽我パストガバナーをお

迎えして／川村隆君…曽我パストガバナーありがとうご

ざいます／澤田匡宏君･･･本日、大友幹事の代理を務

めさせて頂きます。御協力お願い致します／柳明彦

君･･･引き続き米山記念奨学生カウンセラーをさせて頂

きます／矢野昭君、竹内康雄君、佐々木裕君、水越稔

幸君、須永博之君、野間義弘君･･･結婚祝／飯塚荘一

君…誕生祝／飯塚荘一君･･･出席 100％。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

（前橋ロータリークラブ） 

生年月日  1942 年 8 月 13 日 

学歴  1965 年 慶應義塾大学商学部 卒業  

職業  曽我製粉株式会社 代表取締役社長 

ロータリー歴  

１９７７年３月１日    前橋ロータリークラブ入会  

１９８８年－１９８９年  前橋ロータリークラブ幹事  

２００１年－２００２年 前橋ロータリークラブ会長  

１９９１年－１９９２年 地区インターアクト委員会委員長  

１９９７年－１９９８年 地区クラブ奉仕委員会委員長     

    兼 会員増強委員長 

             ・ＧＳＥチームリーダー(7610 地区 

   への派遣) 

２００３年－２００４年 地区社会奉仕委員会委員長 

１９９３年－１９９４年 地区副幹事 

２００５年－２００６年 地区ガバナー 

２０１１年－２０１２年 震災対策特別委員会委員長 

２０１２年－２０１３年 地区研修リーダー 

２０１０年－２０１３年 ＡＲＣ(第１ゾーン) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員満足度アンケートは、会員の、クラブの活動・運営

に対する満足度を知るためのものです。クラブ運営改善

の基礎資料となりますので、会員の皆様全員に記入を

お願いしています。無記名ですので、率直なご意見を

お聞かせください。 

1. あなたは、桐生ロータリークラブに受け入れられてい  

  る（歓迎されている）と感じますか。  

２．あなたは、桐生ロータリークラブの組織としての現状 

  をどう思いますか。                              

３. 桐生ロータリークラブが、RI や地区の提唱する、下 

  記の活動に参加している度合いについてどう思いま 

  すか。 

  新会員勧誘／会員のためのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝと教育／  

  地域への奉仕プロジェクト／国際的奉仕プロジェクト      

  クラブの広報活動／募金活動／ロータリー財団活動     

  米山奨学活動／地区主催の会合・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ／他ク    

  ラブとの交流・親睦活動   

４．桐生ロータリークラブの活動に対するあなた自身の 

  参加状況を記してください。 

  例会／委員会活動／会員増強／会員のためのｵﾘｴ  

  ﾝﾃｰｼｮﾝと教育／地域への奉仕プロジェクト／国際 

  的奉仕プロジェクト／クラブの広報活動／募金活動              

  ロータリー財団活動／米山奨学活動／親睦活動            

５．あなたは、クラブの活動およびプロジェクトへの参 

   加に対し満足していますか。                        

６．下記の会員活動に関する費用をどう思いますか。                   

  クラブ会費／夜間例会・情報集会等の臨時の会費  

  奉仕プロジェクトへの寄付／ロータリー財団への寄 

  付／米山奨学会への寄付／義援金・募金等／親 

  睦活動／その他（具体的に） 

７．あなたは、毎週の例会を楽しまれていますか。 

８．桐生ロータリークラブの会合をより良いものにする 

   ためのアイデアをお聞かせください。                         

９. あなたの配偶者／パートナー／家族は、あなたがロ 

  ータリーに参加していることに関してどのように思っ 

  ていますか。           

10. 桐生ロータリークラブの運営全般に関するご意見・ 

   ご希望をお聞かせ下さい。 

○最後に、あなたのロータリー歴を教えてください。  

              

「RI の戦略計画の 5 つの 

中核となる価値観」について   

 

     パストガバナー 

       曽我 隆一 君 

【次回例会予告】 

4 月 22 日(月) 

♦ 卓 話  公益社団法人桐生青年会議所 

        理事長 坂本 長規 様 

♦ 食 事  五 大 


