
 

 

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２８６２回例会 
(６月３日(月)第１例会) 

６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.  ロータリー情報アワー 

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 

      「台湾研修報告」 

         桐生第一高等学校インターアクトクラブ 

              田部井こずえ様 

              大島  綾佳 様 

１３． 点 鐘 

 

〈桐生第一高等学校ＩＡＣ〉 顧問 金子 美千花 先生 ・ 田部井 こずえ 様 ・ 大島 綾佳 様 

 

ロータリー情報アワー 
           ロータリー情報委員 養田 隆 君 

今年最後のロータリー情報アワーの時間でありますが、

早いもので今年度もあと 1 ヶ月足らずでおわろうとしてい

ます。そして、今年は、2840 地区のトップ疋田ガバナー

を輩出するという桐生ＲＣにとっても大変意義深い年で

した。又、群馬で最初にロータリークラブ創立 60 周年を

迎えました。このような年度は、今後おそらく経験する事

はないと思われます。それだけに各会員がそれぞれの

立場でロータリー活動をささえ、そして会員全員が一致

団結し、協力があればこそガバナー年度、そして 60 周

年の素晴らしい結果に繋がったと思います。 

 さて、今月はロータリー親睦活動月間です。日本のロ

ータリーでは『親睦』と言いますとゴルフ、旅行、クリスマ

ス会、クラブの同好会での活動を意味する事が多い様

ですが、親睦の目的は、仲間同士の連帯感を図るもの

と言う意味では、勿論これらは親睦であります。しかし、6

月は親睦の前に『ロータリー』がつく『ロータリー親睦活

動月間』です。国際ロータリーには、ＲＩ理事によって承

認されたロータリー親睦活動グループがあります。ＲＩが

言う所の『親睦活動グループ』とは共通の趣味、関心事

の持つロータリー会員(共通)家族、ローターアクターが

クラブを超え、地区を超えて、世界中から集まり、活動を

共にする事で知識を深め、友情を深めていこうと言う集

まりであります。そして、この親睦活動グループは現在６

４グループ程あります。 

 

・世界グルメ親睦グループ 

 (楽しい食事を通じて親睦を深める) 

・世界の素晴らしい料理を作ったり味わったりする 

 グループ 

・世界の良いワインを堪能するグループ 

・新しいレシピを創作し、それをメンバーで交換する 

 グループ 

・コンピューター親睦活動グループ 等々 

その中で日本で生まれた唯一のロータリー親睦活動グ

ループに囲碁同好会があります、日本に 120 人、韓国

に 100 人、台湾に 40 人の会員がいるそうです。今年の

国際囲碁大会は、韓国の大邱市で 4 月 12.13 日に開催

されました。この日は折り悪く、北朝鮮のミサイル発射予

想と重なり、台湾は不参加となり、日本からは 17 名が参

加致しました。決勝トーナメント戦8人に日本チームでた

だ 1 人勝ち上がった塚本利光六段(東京京浜ＲＣ)が上

位クラスで優勝し、日本チームが前回の神戸大会に続

きまして大会連覇を達成しました。このように 64 グルー

プが活動しているのがロータリー親睦活動グループで

あり、地区を超えて親睦の輪を広げています。 

 さて、親睦と言うのはいうまでもなく、それはロータリー

の発展史が示すように初めに親睦があり、これから職業

奉仕が生まれ、社会奉仕に展開して、そこから国際奉

仕が育ったと言うように、親睦活動が出発点になってい

ます。この委員会は、任務の性質上、積極的に活動が

要求される訳です。会員相互の親睦を図るための仕事

ようこそビジター 



 
は、勿論でありますが会員間のみならず、ビジター、他

のクラブ及び会員家族との親睦を図ることも親睦活動委

員会の大切な役目であります。さて、次年度の牛膓会

長の方針の中に親睦を基軸とした行事及び活動とうた

っております。ぜひ例会以外の親睦活動として趣味の

集まり旅行、スポーツ、グルメ等特別の企画も楽しみに

しております。最後に親睦活動委員会の年間の動向が

その年度の活気の有無に繋がると申し上げても決して

過言はないと考えます。次年度、森親睦活動委員長に

は、大いに期待しておりますので、宜しくお願い申し上

げます。 

 

結婚祝 

 

 

誕生祝  

 

 

 

 

 

会長の時間 

60 周年記念事業として桐生倶楽部大広間にある絵の

お色直しをいたしました。額とアクリル板を直しました。

アクリル板は、矢野商店様よりお安く提供していただき

ました。誠にありがとうございました。また昨日は早朝より、

体育協会の会長として武道振興会の競技大会へ出席

して参りましたが、子供から大人まで武道七団体が一堂

に会し、盛大に開催されました。武道を通じて、改めて

「心技体礼」の大切さを感じた次第です。会員の皆様も

是非、スポーツにも専念していただき心身ともに体を鍛

えて頂ければと思います。 

 

《報 告》 

・5/27 次年度家庭集会  

・5/29 桐生 5ＲＣ会長幹事会引継会 

・6/2  ゴルフコンペ 城山ＣＣ 懇親会 トラヤ 

 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 

・6/6 次年度家庭集会  

 

幹事報告 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・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 6 月 3 日) 

総員 63 名：出席 44 名 

平成 25 年 5 月 20 日例会修正出席率：93.33％ 

ニコニコボックス 

大友一之君…桐生第一高校ＩＡＣ田部井さん、大島さん

台湾研修お疲れ様でした。今日は、報告よろしくお願い

します。金子先生引率ご苦労様です／藤江篤君…台

湾研修報告ありがとうございました／朝倉剛太郎君…桐

生ＲＣゴルフコンペ優勝させて頂きました。ありがとうござ

いました／山崎達也君･･･お久しぶりです／坪井良廣

君、前原勝君、山崎達也君、森末廣君、増山大祐君･･･

結婚祝／矢野昭君、山崎達也君、川村隆君、柳明彦君

…誕生祝／竹内康雄君、牛膓章君、坪井良廣君、前原

勝君、川村隆君、森末廣君、坂入勝君、山上達也君、

久保田寿栄君、増山大祐君･･･写真戴きました。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

台湾に到着し感じたこと 

・日本より暖かく蒸し暑い。 

・バイクが多い。 

・トイレで使用した紙を流さないことに驚いた。 

・日本と違い屋台が毎日出ていて、キラキラしているが 

 匂いを強く感じた。 

・食べ物は日本より薄味で甘いものが多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

台湾の高校生と出会って 

・みんな積極的だと感じた。 

・同じグループになった高校生はみんな可愛くて優しく 

 て安心できた。 

・日本人に好意的だと感じた。 

・みんな仲が良く元気で接しやすかった。 

研修終了後に感じたこと 

・国際交流では言葉も大切だが、まずは相手に伝えよう 

 とする気持ちが大切だと感じた。 

・言葉が通じなくても気持ちは伝わるのだと感じた。 

・短い３日間で十分な国際交流ができた。 

・国が違っても深いつながりがあるのだと感じた。 

・文化の違いがあっても台湾の人たちは日本人と好み 

 や感覚、私達が身近で使っているものが似ていると感 

 じた。 

「台湾研修報告」    

桐生第一高等学校ＩＡＣ 

     田部井こずえ様 

     大島  綾佳様 
矢野  昭君 82 歳 
川村  隆君 63 歳 
山崎 達也君 57 歳 
柳  明彦君 55 歳 
下田 正宏君 54 歳 
小倉 康宏君 49 歳 

日野  昇君 47 回   本田雄一郎君 28 回 
松島 宏明君 26 回   朝倉剛太郎君 16 回 

【次回例会予告】 

6 月 17 日(月) 最終例会 

    点鐘：午後 6 時 30 分 場所：ジパング 

    ♦ 卓 話  「一年を振り返って」 

             会長 北川 洋君 

             幹事 大友一之君 

 


