
 

 

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。 

２０１３年 

会長 牛膓 章 幹事 澤田 匡宏 
  クラブ会報・広報委員会     高橋 弘史・吉田 栄佐・石島 久司・桑原 志郎 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２８６５回例会 
(７月１日(月)第１例会) 

７月８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． 新旧会長・幹事バッチの交換 

７． 感謝状ならびに記念品・バッチの贈呈 

８． 役員就任式 

９.  委嘱状の伝達 〈第２８４０地区〉 

ガバナー諮問委員会・ガバナー指名委員会 

意義ある業績賞選考委員会・地区戦略計画委員 

会 各委員              疋田 博之 君 

地区幹事・地区研修委員会委員 松島 宏明 君 

地区財務委員            山上 達也 君 

職業研修チーム委員会 委員  山﨑 一順 君 

奨学金・学友・ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員会委員 

                     川村   隆 君 

青少年交換委員会委員      堀    明 君 

米山記念奨学委員会委員     大友 一之 君 

１０. 新会員入会式 

   有限会社 新井工業 代表取締役 新井 智二 君 

   （1）推薦の言葉     牛膓 章 君 

   （2）バッチの贈呈 

   （3）歓迎の言葉 

   （4）新会員挨拶 

 

１１．結婚・誕生祝 

１２．乾 杯 

１３．会長の時間 

１４．幹事報告 

１５．委員会報告 

１６．卓 話 「新年度を迎えて」 

会  長 牛膓  章 君 

副会長 山口 正夫 君 

幹  事 澤田 匡宏 君 

 

１７．点 鐘

 

（群馬第２分区Ａガバナー補佐）星野榮助君 

〈桐生南 RC 会長〉上野 文雄 君 

〈桐生南 RC 幹事〉松枝  幹 君 

〈桐生西 RC 会長〉阿左美 博 君 

〈桐生西 RC 幹事〉髙森  勉 君 

〈桐生中央 RC 会長〉遠藤二三男 君 

〈桐生中央 RC 幹事〉阿倍 浩二 君 

〈桐生赤城 RC 会長〉飯山  繁 君 

〈桐生赤城 RC 幹事〉石川 守人 君 

〈米山奨学生〉  郭 品 君 

 

星野ガバナー補佐・桐生５RC 会長幹事の皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

  新旧会長・幹事感謝状並びに 

                 記念品・バッチの交換 

 

 

 

 

 

 

 

ようこそビジター 



 
役員就任式           委嘱状の伝達 

 

 

 

 

 

新会員入会式 

 

                 有限会社 新井工業 

                 代表取締役 

                 

                 新井 智二 君 

 

生年月日：昭和 34 年 3 月 21 日 

趣味・特技：ゴルフ 

 

結婚・誕生祝 

 

 

 

 

  

会長の時間 

本日は富士山が世界文化遺産に登録されて初めての

山開きの日です、その記念すべき日に２０１３－２０１４年

度の第 2865 回の初例会となりました、大変区切りの良

い日のスタートだと思います。 

 本日は、ガバナー補佐、桐生の四ロータリークラブの

会長、幹事の皆さんが表敬訪問して頂き又米山奨学生

並びに本日入会していただきました新しい仲間が同席

する中賑やかに且つ厳かに緊張感の有る初例会が出

来ます事を大変嬉しく思い、厚く感謝申し上げます。そ

して昨年度ご苦労されました北川会長さん並びに大友

幹事さん大変お疲れ様でした今年度も豊かな経験を生

かして、色々ご助言、ご指導お願い申し上げます。 

そして今年度私をサポートして下さいます各委員長さん

を始め理事役員の皆さんにその任をお願いしましたとこ

ろ快諾して下さいました事に対して厚く御礼申し上げま

す。私なりに一年間頑張りますので宜しくお願いいたし

ます。 

 さて昨年度は地区大会の主催や、クラブ創立 60 周年

と大きな事業が重なり全会員疾風の如く一年間を駆け

抜けた年でした。 

 そこで今年度は基本に戻り「親睦を基軸として自クラ

ブの充実」を計りたいと思います、昨年度北川会長は

「明るく、楽しく、元気良く」がテーマでしたが今年度は

「温故知新」の精神で「歴史を学び、今を考え、未来に

希望を」をテーマに桐生ＲＣのあるべき将来像を模索し

て行きたいと思います。少し硬いテーマですが私自身

が軟らかいので此の位が適しているのかなと思います。

一年間肩肘を張らない楽しい例会を目指して頑張りま

すので宜しくご協力お願い申し上げます 

《報 告》 

・6/18 桐生ＲＣ創立 60 周年記念誌校正会議 

      記念誌編纂発行部会 

・6/23 桐生ＲＡＣ 足尾植樹 

・6/23～6/26 国際大会(ポルトガル・リスボン) 

       疋田ガバナー参加 

・6/25 次年度桐生 5ＲＣ会長幹事会 

     桐生ＲＡＣ最終例会、懇親会 

     大友幹事・牛膓会長エレクト・澤田副幹事・ 

     桑原次年度新世代奉仕委員長 

・例会前 第 1 回定例理事会 

 

《予 定》 

・7/1 親睦活動委員会 家庭集会 19 時～美喜仁 

・7/6 ＩＡＣ合同会議 

     桑原新世代奉仕委員長、ＩＡＣ顧問２名 

     ＩＡＣ２名 高崎商科大学にて 

 

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。 

 7 月は、１＄＝９９円です。 

・疋田直前ガバナー事務所より事務所閉鎖のお知らせ

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。 

・桐生南・桐生西・桐生中央・桐生赤城の各ＲＣより週報

到着。 

・今年度上半期の会費納入のお願いですが、例会前に

開催致しました第1回理事会にて承認されましたので、

本日ご案内をＦＡＸさせて頂きますので、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 7 月 1 日) 

総員 62 名：出席 49 名 

平成 25 年 6 月 10 日例会修正出席率：84.75％ 

平成 25 年 6 月 17 日例会修正出席率：84.75％ 

 

ニコニコボックス 

桐生南 RC 様・桐生西 RC 様・桐生中央 RC 様・桐生赤

城 RC 様…ニコニコ箱にご献金いただきました／牛膓章

君、澤田匡宏君…星野ガバナー補佐及び桐生４ＲＣ会

長・幹事をお迎えして／牛膓章君、澤田匡宏君、本田

雄一郎君、柳明彦君、山上達也君、水越稔幸君…新井

智二君の入会を祝して／前原勝良君…牛膓会長就任

おめでとうございます。緊張する例会期待しています／

牛膓章君…会長就任、会長ｴﾚｸﾄ・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長退

任／坪井良廣君…会長ｴﾚｸﾄ・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長就任、

副会長退任／山口正夫君…副会長就任、職業分類会

員選考委員長退任／木村洋一…社会奉仕委員長就任、

プログラム委員長退任／水越稔幸君…国際奉仕委員

水越 稔幸君 62 歳 
森  末廣君 55 歳 
木村 洋一君 49 歳 
久保田寿栄君 49 歳 



 
長就任／北川洋君…直前会長就任、会長退任／大友

一之君…直前幹事就任、幹事退任／澤田匡宏君…幹

事就任、副幹事退任／園田誠君…会計就任、会計退

任／須永博之君…副幹事就任、職業奉仕委員長退任

／川村隆君…Ｓ．Ａ．Ａ就任／月門快憲君…副Ｓ．Ａ．

Ａ就任、社会奉仕委員長退任／飯塚荘一君…副Ｓ．Ａ．

Ａ就任／柳明彦君…プログラム委員長就任、米山奨学

委員長退任／森末廣君…親睦活動委員長就任／後藤

圭一君…ニコニコ箱委員長就任、副Ｓ．Ａ．Ａ退任／岡

部信一郎君…会員増強委員長就任、雑誌委員長退任

／舘盛治君…職業分類会員選考委員長、長期計画委

員長就任／塚越紀隆君…ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長就任／野

間義弘君…雑誌委員長就任／高橋弘史君…ｸﾗﾌﾞ会

報・広報委員長就任／岸田信克君…歴史編纂・情報処

理委員長就任、出席委員長退任／桑原志郎君…新世

代奉仕委員長就任、Ｓ．Ａ．Ａ退任／久保田寿栄君…ﾛ

ｰﾀﾘｰ財団委員長就任、ﾛｰﾀﾘｰ財団退任／坂入勝君…

米山奨学委員長就任、国際奉仕委員長退任／村田勝

俊君…理事退任／養田隆君…直前会長退任／吉野雅

比古君…ニコニコ箱委員長退任／吉田栄佐君…新世

代奉仕委員長退任／山﨑一順君…ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長

退任／竹内靖博君…歴史編纂・情報処理委員長退任

／森末廣君、木村洋一君、水越稔幸君、久保田寿栄

君･･･誕生祝。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

この度、輝かしい歴史と伝統の有る桐生ロータリークラ

ブの2013-2014年度の会長に就任させて戴き大変名誉

な事で有ると思う反面その責任の重大さに身の引き締

まる思いでございます。全会員のご協力を戴きながら一

年間頑張りますので宜しくお願い申し上げます。 

Ⅰ 本年度ＲＩ会長のロンＤ.バートン氏(アメリカ オクラ

ホマ州)の年次テーマは、「ロータリーを実践し、みんな

に豊かな人生を」（ＥＮＧＡＧＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＨＡＮＧＥ 

ＬＩＶＥＳ）です。氏は、今のロータリーは昔と違い多様性

に富んだ奉仕活動が行われているが土台は全く変わる

事無く、奉仕、親睦、高潔性、リーダーシップ、多様性の

中核的価値観は同じで有り我々はその価値観に従って

生き、地域社会にこれらの価値観を広めようと努力して

おり又ロータリアンであると云う事は地域社会の問題を

自分自身の責任として受け止め、それに基いて行動し

イニシアチブを発揮してロータリーを真に実践する事に

より、自分が素晴らしい影響をもたらす事を認識できれ

ば人生を豊かにしようというインスピレーション、やる気、

パワーが沸き自分の人生が一番豊かになる、と実践の

必要性を述べております。 

Ⅱ 地区ガバナーの本田博己氏（前橋ロータリークラ

ブ）は地区のスローガンを「希望を語ろう！」とし年次テ

ーマと一本化してのメッセージが“ロータリーに積極的

に参加し、自分の生き方を変えれば、自分の中に「希

望」を発見する事が出来、その「希望」をクラブの仲間と

分かち合い行動を起こせば、皆の人生をより良いものに

変えてゆく可能性、すなわち「希望」を確信するでしょう

“と述べております。このメッセージは地区分割が行わ

れた 2000 年から会員減少が続きこの現象はロータリー

の「危機」の表れとし、その本質はロータリーの「魅力の

低下」「クラブの活力低下」であると考えられる。そこで今

年度は「魅力と、活力の」再生のため現状に安住する事

無く自クラブの将来像を会員同士で語らい考え実行し、

魅力ある活力のあるクラブを目指せばそこに「希望は生

まれる」と述べられています。そしてロータリーは社会に

貢献しているという自覚と誇りを持つべきであり危機を募

るのではなく「希望」を語ろうと提唱しております。 

Ⅲ 2013-2014 年度地区目標 

１）クラブを元気にしよう 

２）会員全員がリーダーシップを発揮できるような環境を

整えよう 

３）地域社会に対する発信力を高めよう 

４）中核となる価値観を共有し、奉仕を実践しよう 

５）ＩＭを開催し、私たちの課題と「希望」を確認しよう 

６）子供の未来を育もう 

７）ロータリー財団の「未来の夢計画」に積極的に参加し

よう 

８）米山記念奨学会への認識を高めよう 

９）地区大会にクラブ全員で参加しよう 

数値目標 

１）会員増強          地区会員数 2,000 名以上 

２）ロータリー財団への寄付目標      １人 150 ドル 

３）米山奨学会への寄付目標     １人 16,000 円以上 

以上 桐生ロータリークラブも各目標を達成すべく全会

員で努力していきたいと思います。 

昨年度は疋田ガバナー輩出クラブとしての地区大会及

び関連事業の開催、又3月のクラブ創立60周年記念事

業とクラブ史に残る大きな事業が重なり、多くの時間をロ

ータリーに費やした一年となりましたが、全会員が共通

の目的を共有し一丸となって汗を流した結果全ての事

業が成功裡に無事終了することが出来ました、大変お

疲れ様で御座いました。今年度はその疲れを癒しなが

らも更なる輝かしい 65 周年、70 周年向けての大切な礎

となる年度であり、その為に今何をすべきかを皆で考え

即実行出来る様組織の再構築を考えたいと思います。 

まず世界的にも 2840 地区も自クラブも共通の問題が会

員の減少であります、ＲＩは現在の 120 万人を 130 万人

に地区は 1900 人台を 2000 人台に増やす事を重点目

標にしています。当クラブも何としても６５人以上を目標

にして、全会員が会員増強委員会所属であると認識し

てその為の活動をお願いいたします。又、県内最初に

設立され歴史が有るも斬新で活力有るクラブを目指す

為に今年度常設委員会の他にパスト会長、次年度会長、

次年度幹事、年齢、入会歴、等各層から選出したメンバ

ーから構成する「長期計画特別委員会」を新たに設置し

広角的に情報を収集し問題点を炙り出しこの委員会担

当の例会を開催し、採用しなければならない事、不必要

な事を全会員の認識の下で解決し時代に即した行動力

のあるクラブを目指したいと思います。 

「新年度を迎えて」   

 

会長 牛膓 章 君 

 



 
今年度はロータリー財団の「未来の夢計画」の実施初年

度となります、昨年度計画、立案して地区に補助金申請

した結果それに近い地区補助金が認められました、こ

れにより有形文化財に登録されています桐生倶楽部会

館の修繕が行われる事になりますがその条件の中にロ

ータリー会員も共にその事業に（汗を流して）協力する

事となっておりますので皆で楽しい汗を流したいと思い

ます。そして今年度も次年度の奉仕プロジェクトを検討

する為ロータリー財団委員会並に四大奉仕委員会が横

断的に協力し合って計画、立案、して地区に補助金申

請をお願いいたします。 

次に当クラブでは今まで四大奉仕委員会でしたが今年

度より「新世代奉仕委員会」を加えて五大奉仕委員会と

なります。これによりローターアクト、インターアクト、ＲＹ

ＬＡ等を支援したり 30 歳までの若者たちを対象とした奉

仕プロジェクトを立案、実施する事によりこの奉仕部門

に貢献出来、地域の若者たちのロータリーへの関心を

高め、ロータリーに係わってもらう事により、若者たちの

関心を引く奉仕活動が企画できる事になります。 

結果その若者たちの活動により地域にロータリーを知ら

しめることが出来、将来ロータリー会員となってクラブの

活力の担い手となる可能性があり大変重要な委員会で

すので宜しくお願いいたします。 

最後に今年度は、「温故知新」の精神で 60 年前にクラ

ブ創立に係わったチャーターメンバーの「熱き思い」を

知り今を考え将来魅力有る希望に満ちたクラブ創りのた

め の 原 動 力 と し 、 そ の 活 動 を 通 し て 「 My Rotary 

Moment」(私のロータリー感動体験) に数多く出会える

事を願って積極的に行動して行きたいと思います。 

事業計画及び目標 

１）会員の退会防止並びに会員増強 

２）親睦を基軸とした行事及活動 

３）長期計画特別委員会（特別委員会）を設置し桐生Ｒ 

Ｃの在るべき将来像を模索。 

４）「未来の夢計画」の実行年度に当り計画に基づいた

実施と次年度の為の計画立案。 

５）今年度より 4 大奉仕から新たに「新世代奉仕委員会」

を含め 5 大奉仕委員会とし、その活動の充実を計る。 

６）桐生ＲＣの歴史を学びロータリーの基本ルールを再

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

本年度、牛膓会長のもとに副会長を仰せつかりました山

口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。先程

会長からロータリーへの熱き想いを語っていただきまし

た。また今回が初例会ということで高らかに点鐘を鳴らし

ていただきましたが、来年の最終例会も改めて良い一

年だったとことで快く点鐘を鳴らせるよう、この一年間、

各委員長さんはじめ会員の皆様のご協力をいただきな

がら、しっかりフォローができればと思っております。 

 
 

 

 

 

 

今年度、幹事を仰せつかりました、澤田でございます。

牛膓会長の方針の下、牛膓会長を補佐し、1 年間努力

致しますので、皆様のご協力を切にお願いいたします。 

 さて、皆さまもご承知の通り、牛膓会長はＲＣ歴も永く、

また、ＲＣの勉強もしっかりとされております。幹事就任

の依頼を受けて以降、3 回のＲＬＩ研修や伊香保でのＰＥ

ＴＳ、更には、桐生 5ＲＣ会長幹事会におきまして、牛膓

会長は他のクラブの会長以上のＲＣ知識を持ち、常に

会議をリードされ、他クラブの方からも一目置かれる存

在であります。私も、この 1 年余りの間、随分と牛膓会長

と打ち合わせを行いましたが、ＲＣの知識不足を度々指

摘されて参りました。新年度を迎え、幹事として、牛膓会

長には到底及びませんが、ＲＣの勉強を積極的にする 1

年とし、牛膓会長に少しでも追いつけるよう努力したいと

思います。また、クラブ運営におきましては、牛膓会長

の「温故知新」の精神で、桐生ロータリークラブの良い

伝統はしっかりと堅持し、新しい時代に対応すべき事柄

は、長期計画委員会でとことん議論し、会員の皆さまに

お量りし、変えていくものは変えていく、と言う還暦をす

ぎた、61 年目の会長にふさわしいクラブ運営の手足とな

って努力いたします。そして、もうひとつの大きな方針で

あります「楽しくなければＲＣではない」と言う、会員相互

の親睦につきましても、検討中の行事もありますので、

牛膓会長をしっかりと補佐し、会員の皆さまが積極的に

参加したいと思われるような親睦行事を企画実行したい

と思います。森親睦活動委員長様には、大変お世話に

なりますが、よろしくお願い致します。一方で、前任の大

友幹事が、正に銘幹事でありましたので、大友前幹事

には、遠く及びませんが、大友前幹事には、色々と相談

すると思いますので、ご指導をよろしくお願い致します。 

また、西塚さんなしでは、大変なことになってしまいます。

西塚さんの全面的なご協力も重ねてお願い致します。 

自称、身体の弱い幹事で、不慣れなこともたくさんござ

いますが、健康には十分留意し、一生懸命勤めますの

で、会員皆さまのご指導、ご協力をよろしくお願い致しま

す。  

     

 

 

 

 

【次回例会予告】 

7 月 15 日(月) 休 会 

7 月 22 日(月)  

♦ 卓 話  国際奉仕委員長  水越 稔幸 君 

        新世代奉仕委員長 桑原 志郎 君 

        会員増強委員長 岡部 信一郎 君 

 

♦ 食 事  くり亭 

「新年度を迎えて」   

 

   副会長  

   山口 正夫 君 

「新年度を迎えて」    

 

幹事 澤田 匡宏 君 

 


