
 

 

R.I会長 ロンＤ.バートン 

国際ロータリー第2840地区 2013-2014年度 国際ロータリーのテーマ 

Engage Rotary, Change Live 

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。 
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１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 出席１００％表彰 

５． 会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

８． 優良従業員表彰  職業奉仕委員会担当 

９． 点 鐘

 

〈米山奨学生〉郭 品 君 

 

 

出席１００％表彰 

 

 

            

                 

                米山奨学生 

                  郭 品 君へ 

             奨学金授与 

 

 

会長の時間 

皆さん今日は、この会場での例会は 3 週間ぶりです、や

はり桐生倶楽部での例会は良いなーと感じています。さ

てこの間に台風 26 号により大きな災害が日本列島に起

きてしまいました。特に伊豆大島では土石流により多く

の人々が亡くなり今でも行方不明の方々がまだ沢山居

られます、一日も早く見つかる事を願うと共に亡くなられ

た方々に対して心よりご冥福をお祈り申し上げます。そ

して懸命に救出活動を行っている自衛隊、消防、警察

の皆さんに心より感謝すると共に敬意を表したいと思い

ます。 

尚本日の例会にて桐生ロータリークラブ細則第 3 条第 1

節により次次年度会長及び次年度の理事、役員の発表

させて戴きますので 12月2日の年次総会の際に行われ

ます選挙の時には宜しくお願いいたします。 

 

 

2015～2016 年度   会  長   堀   明君 

2014～2015 年度   副会長   前原 勝君 

    〃            幹  事  須永博之君 

    〃            会  計  園田  誠君 

    〃            理  事  川村  隆君 

    〃            理  事  松島宏明君 

    〃            理  事  村田勝俊君 

    〃            理  事  澤田匡宏君 

    〃            理  事  月門快憲君 

次に以前報告致しましたが次年度桐生ＲＣはガバナー

補佐を輩出する事になりパスト会長全員の総意で「竹内

靖博君」を地区に推薦しておりましたが正式に依頼状が

届きましたので報告させて戴きます、後ほど竹内ガバナ

ー補佐予定者よりご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

《報 告》 

・10/10 Ｒ財団未来の夢計画実施検討委員会 

・10/13 野球群馬大会 産業人スポーツセンター 

      当クラブ準優勝 

・10/17 桐生５ＲＣ合同本田ガバナー歓迎会 

       点鐘 6：30 桐生プリオパレスにて 

・10/21 10/17 本田ガバナー歓迎会振替の為、休会 

・10/26 地区指導者育成セミナー  

     前橋商工会議所会館にて 

       会長・幹事・疋田ＰＧ・松島地区幹事 出席       

     ＲＩ会長代理歓迎晩餐会  

     前橋商工会議所会館にて 

       会長・幹事・疋田ＰＧ・松島地区幹事 出席 

・10/27 地区大会 ベイシア文化ホールにて 

      

  

堀  明君 15 回 
森 末廣君 4 回 
 

ようこそビジター 



 
《予 定》 

・例会終了後、Ｒ財団未来の夢計画実施検討委員会 

・10/30 桐生５ＲＣ会長幹事会 桐生グランドホテルにて 

・11/3 クラシックカーフェスティバルお手伝い 

・11/3～4 ライラ研修会 館林にて  

      ＲＡＣ3 名、郭君、桑原新世代奉仕委員長、 

                   柳米山カウンセラー参加 

・11/7 桐生第一高校インターアクトクラブ表敬訪問 

            会長・幹事・桑原新世代奉仕委員長 

 ・11/10 ＲＬＩパートⅡ 前橋問屋センターにて 

               坪井会長Ｅ出席 

 

 

                 2014-2015 年度 

                  ガバナー補佐 

                     竹内 靖博 君 

 

 

 

幹事報告 

・ガバナー事務所より第 26 回茶の湯研修会のご案内が

届いております。 

・疋田直前ガバナー事務所より 2012‐2013 年度会計報

告書が届いております。 

・米山奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま」が届いております。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いておりま

す。 

・桐生市国際交流協会より「ニュースレター」が届いてお

ります。 

・ファッションタウン桐生推進協議会より「第 18 回桐生フ

ァッションウィーク」開催のご案内が届いております。 

・沼田ＲＣより「社会奉仕委員会報告書」が届いておりま

す。 

・藤岡ＲＣより「第 14 回少年少女合唱団群馬県フェステ

ィバル」のご案内が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各 RC より週

報到着。 

・次週１１月４日(月)は、文化の日振替休日で休会となり

ます。次回例会は、１１月１１日(月)となりますので、お

間違えのないようお気をつけください。 

・例会終了後、未来の夢計画実施検討委員会を開催致

しますので、関係委員の方は、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 10 月 28 日) 

総員 62 名：出席 36 名 

平成 25 年 9 月 30 日例会修正出席率：82.45％ 

平成 25 年 10 月 7 日例会修正出席率：83.63％ 

 

ニコニコボックス 

牛膓章君…昨日の地区大会に参加くださいました会員

の皆様にご苦労様でした／疋田博之君…昨日の地区

大会ではいろいろありがとうございました／塚越紀隆君

…当社社員の川口さんが表彰されますので／本田雄

一郎君…当社須田邦男が表彰されました。ありがとうご

ざいました／坂入勝君…当社の小野が本日は優良従

業員表彰ありがとうございました／澤田匡宏君…弊社社

員金井友宏が優良従業員表彰を受けます。ありがとうご

ざいました／水越稔幸君…当社のエースが優良従業員

表彰を受けますので／朝倉剛太郎君…せっかく弊社大

塚を表彰して頂いたのに欠席となり申し訳ありません／

金子篤郎君…美喜仁小野和子さんの表彰を祝って／

須永博之君…㈱水越田村文枝様優良従業員表彰おめ

でとうございます／山﨑一順君…昨日川島康雄会員に

女房が大変お世話になりました／朝倉剛太郎君…しゅ

んすけ君を救う会に多くのご協力ありがとうございました。

10/22 無事渡米することが出来ました／堀明君…出席

100％／北川洋君、山﨑一順君、疋田博之君、牛膓章

君、塚越紀隆君、吉田栄佐君、坪井良廣君、堀明君、

岸田信克君、野間義弘君、吉野雅比古君、坂入勝君、

大友一之君、竹内靖博君、柳明彦君、水越稔幸君、朝

倉剛太郎君、高橋弘史君…写真戴きました。 

 

米山奨学委員会 

藤井 征夫会員 3 万円 

 

優良従業員表彰 
       司会  職業奉仕副委員長  本田雄一郎 

１．開会の言葉       職業奉仕委員  山﨑 一順 

2．挨 拶            会  長 牛膓   章 

3．受賞者紹介及び表彰状・記念品授与 

           職業奉仕副委員長 本田雄一郎 

4．閉会のことば      職業奉仕委員長 川島 康雄 
                                     (敬称略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表彰状と記念品をお渡しして、皆様にインタビューという

ことで、自己紹介、会社紹介、現在の仕事内容、会社が

行っている社会貢献活動、受賞の感想と今後の抱負等

をお話していただきました。 

 

被表彰者名 事業所名 
勤続 

年数 
推薦者 

大塚 博美 朝倉染布株式会社 33 朝倉剛太郎 

川口 泰美 桐生瓦斯株式会社 22 塚越 紀隆 

須田 邦男 株式会社ホンダ 22 本田雄一郎 

金井 友宏 丸幸株式会社 19 澤田 匡宏 

田村 文枝 株式会社水越 16 水越 稔幸 

小野 和子 株式会社美喜仁 7 坂入  勝 



 
 

 

 

 

2013-2014 年度 

地区大会 

10 月 27 日(日) 

ベイシア文化ホールにて 
 

今回の地区大会の記念事業として『私のロータリーモー

メント(ロータリーに打ち込むきっかけとなる何かをロータ

リーでみつけた体験)』を文集にまとめられました。 

クラブ表彰では、ＲＩ会長賞『桐生第一高等学校インタ

ーアクトクラブ』と『桐生ローターアクトクラブ』を受賞しま

した。 

前日の 26 日(土)には、前橋商工会議所にて地区指導

者育成セミナーとＲＩ会長代理歓迎晩餐会が開催され、

会長と幹事が出席致しました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーモーメント 
 

 

 

『南三陸町“福幸会館”建設プロジェクト』 

                         村田 勝俊君 

2012 年 3 月 25 日、宮城県南三陸町歌津に仮設集会

所・吉野沢福幸会館がオープンし、落成式には桐生地

区の 8 名のロータリアン、協力をいただいた現地登米市

の佐沼ロータリークラブ、自治会や関係機関など 30 名

を超える参加者が出席し、完成を祝いました。（写真） 

吉野沢福幸会館は保健師による健康相談やボランティ

アグループによるウクレレ教室、パソコン教室など様々

な活動に利用されおり、仮設住宅に暮らすお年寄りの

集う場、自治会活動、学童保育など復興に役立つ施設

として期待されています。 

当クラブでは会員とローターアクトによる歌津中学校で

の炊き出しボランティアをはじめとして、塚越会長年度

の 2011 年 6 月、ボランティア派遣のためにと桐生市ボラ

ンティア協議会に寄付をしています。同協議会は炊き出

しや泥かきに震災直後から毎週のように南三陸町へ出

向いていたところ、「すばらしい歌津をつくる協議会」か

ら仮設集会所の要望を受け、当クラブへの要請となった

ものです。歌津とのつながりを感じながら、2011年 9 月、

養田隆会長のもと、本プロジェクトが動き始めました。 

まず当クラブを含む桐生地区の5 クラブでの寄付が決ま

り、続いてロータリー東日本震災復興基金の補助金が

決定し、実現の道が開かれました。５クラブ一丸となって

の協力体制に感激し、東日本震災復興基金日本委員

会の意思決定の速さに感動しました。多くの方々の協

力を得るたびにロータリアンであってよかったと思ったも

のです。 

北川会長年度の 2013 年 3 月、60 周年記念行事の一つ

として歌津の小中学校に寄付を行いました。その 3 か月

後の 6 月には大友直前幹事や桐生地区のメンバーとと

もに歌津・吉野沢福幸会館を訪問し、佐沼ロータリーク

ラブの例会にもメークアップに伺ってきました。今後もこ

うしたご縁を大切にしていきたいと願っています。 

 

             

             

 

           桐生地区のロータリアン                   

             と佐沼ロータリーの 

                    皆さん  

            吉野沢福幸会館前にて 

                     撮影 

 

 

 

ＲＩ会長賞(ローターアクトクラブ) 

桐生ローターアクトクラブ 

ＲＩ会長賞(インターアクトクラブ) 

桐生第一高等学校 



 
 

 

 

 

 

 

 

『普通の旅では、得られない旅』 

                         

 

                   坪井 良廣君 

 

私は、地区へ、８回出向いたしました。その中、ローター

アクト委員長、新世代奉仕委員長を経験させていただき、

そこで、平成13年と14年とローターアクトベトナム研修、

サイパン研修、平成17年インターアクト台湾研修と「普

通の旅では、得られない旅」を経験することができました。

３回の海外研修の中でも、特に印象に残っているのは、

台湾インターアクト研修で、台北県清傳高級商業職業

学校〈台湾三重中央ロータリークラブ〉とのホームステイ

を取り入れた相互訪問交流でした。海外旅行経験が多

い学生でも、同世代の学生がいる家にホームステイしま

すと、その家族と色々な話をする中で得るものは大きい

と思います。国際交流事業を積極的に進め、若い人に

異文化に対する受容性や包容力を養う事は大切です。

今では、海外旅行はいつでも行ける時代ですが、年令

と共に感性は変わって来ます。研修最終日夜、第3940

地区台北県第5分区総合例会国際ロータリー100周年

特別例会〈５つのロータリークラブが参加〉に招待されま

した。ガバナー夫妻、ホストファミリーも参加で300人の

大宴会です。２時間で覚えた、日本と台湾の生徒による

即席の指人形劇。台湾からは、民族踊り、日本側からも、

尾瀬の歌、だんべえ踊り等披露致しました。踊りが始ま

るとホストファミリー達が舞台の前に座り込み生徒達を応

援していました。終了後、珍寶ホテルの出口では、ホス

トファミリーとのお別れに涙を流す生徒達の姿が見られ

ました。宿泊先のホテルでも、夜遅くまで、ホストファミリ

ーが訪ねていた様です。次の朝６時に、沢山の見送りを

いただき帰路につきました。今回の研修は、大変に中

味の濃い、いや濃すぎる研修でした。今回参加されたイ

ンターアクトの生徒さんには、感性の多感な時期で無け

れば判らない素晴らしいふれあいがあったと思います。

今回の研修で「子供が変わる」と強く感じました。新世代

の可能性をはぐくみ、世界と交流を深める、このロータリ

ーの活動を続けていきたいとしみじみ思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライラ研修 

11 月 3 日(土)、4 日(日) 

 
国際ロータリー第 2840 地区第 13 回(通算 33 回)ＲＹＬＡ

研修会が館林にて開催されました。桐生ＲＡＣ３名と米

山奨学生の郭君、桑原新世代奉仕委員長、柳米山カウ

ンセラーが参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第８回クラシックカーフェスティバル in 桐生 

11 月 3 日(日) 

群馬大学理工学部キャンパス 
 

今回もクラシックカーフェスティバルで、パンフレット売り

のお手伝いを行いました。桐生ローターアクトクラブの

皆様にもお絵かきコーナーのお手伝いをしていただき

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次回例会予告】 

 11 月 18 日(月)  

  ♦ 卓 話  桐生市長 亀山 豊文様 

  ♦ 食 事  ｽﾃｰｷ＆海鮮 一            


