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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２８６６回例会 
(７月８日(月)第２例会) 

７月２２日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 社団法人 桐生倶楽部 理事長 御礼挨拶 

５.  ロータリー情報アワー 

６．  出席１００％表彰 

７．  会長の時間 

８．  幹事報告 

 ９． 委員会報告 

１０． 卓 話 「新年度を迎えて」 

           クラブ奉仕委員長 坪井 良廣 君 

           職業奉仕委員長  川島 康雄 君 

         (職業奉仕副委員長 本田雄一郎 君) 

            社会奉仕委員長 木村 洋一 君 

１１． 点 鐘

 

〈一般社団法人 桐生倶楽部 理事長〉 阿部 高久 様 (桐生ＲＣ50 代会長) 

 

桐生ＲＣ創立 60 周年記念事業 

               御礼挨拶 

一般社団法人 桐生倶楽部  

         理事長 阿部 高久 様 
桐生ＲＣ創立 60 周年記念事業として 

桐生倶楽部２階広間にあります日本画 

大額の修復が完成致しました。また、 

これから作業を行います窓枠の修繕にもＲ財団の新地

区補助金等でのご協力頂きまして、ありがとうございまし

た。厚く御礼申し上げます。 

 

ロータリー情報アワー 

ロータリー情報委員長 塚越 紀隆 君 

この情報委員会は、直近３代の会長経験者によって構

成されています。前会長の北川会員、その前の養田会

員そして塚越がそれぞれ３年間委員を努め、私が３年

目になります。会員候補者にロータリークラブについて、

その特典・責任について知らせ、会員（特に新入会員）

にそれらをよく理解してもらう他、ロータリーの歴史、綱

領、活動状況を知らせたり、ロータリーの方向について

資料提供を任務としております。隔月の第一例会に於

いて、この情報アワーにより情報の提供を行います。 

次・次年度（坪井年度の次）の会長を決めていかねばな

りません。スケジュールとすると、会長指名委員会（元会

長・幹事経験者全員がメンバー）が９月中に開かれます。

それまでに、直近３代の会長・幹事６名が推薦委員会を

作り、オブザーバーとして現会長・幹事に同席して頂き、

この中で会長候補者を選定し、内諾を得て９月の指名

委員会に推薦するという事になります。 

 

出席１００％ 

 

 

 

 

  

会長の時間 

先週の初例会ではガバナー補佐をはじめ桐生の４ロー

タリークラブの会長幹事さんが表敬訪問していただき賑

やかな例会となりました、関係する各委員会のお陰で無

事終了する事が出来ました。厚く御礼申し上げます。そ

して答礼の意味で先週の火曜日から金曜日まで澤田幹

事と４ロータリークラブを表敬訪問して参りました。そこで

感じた事は、それぞれクラブの会員数が違いますので

例会場の雰囲気は多少違いますが、例会方式は同じで

した。４クラブとも１２時３０分に点鐘となり例会行事が始

まりロータリーソング斉唱、会長報告、幹事報告、の後

食事をしながら同時に委員会報告聴きその後クラブフォ

ーラム（当クラブの卓話）が始まり１時３０分点鐘となるＡ

方式です。我が桐生ＲＣはＢ方式を採用していますが、

帰りがけにこのＡ．Ｂ方式の意味は単にＡ．Ｂ．ＣのＡ．Ｂ

ですか？と話が他クラブの若い幹事さんからでましたの

ようこそビジター 

金子 篤郎君 24 回 
山﨑 一順君 21 回 
本田 雄一郎君 9 回 
水越 稔幸君 8 回 



 
で、私が大昔先輩から聞いたところ、例会行事の後（Ａ

ＦＴＥＲ）、に食事をするからＡで、例会行事の前に（ＢＥ

ＦＯＲＥ）に食事をするからＢ方式と云う、と自信なく説明

をしました。「真実かどうか」本日お見えのパスト会長の

阿部さんに聞いてみようと思います。ただ各クラブとも式

場での例会のため例会道具一式、ソング、食事、ＢＧＭ

等全て式場側で用意するためＳＡＡさんは当クラブとは

比較にならない程恵まれていると思います、反面我がク

ラブのＳＡＡさんのご苦労に心より敬意を表し感謝した

いと思います。 

《報 告》 

・7/1 親睦活動委員会 家庭集会 

・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 

《予 定》 

・7/8 長期計画委員会 家庭集会 

・7/9 桐生ＲＡＣ初例会・懇親会 

・7/11 家族会総会 小川亭 

・7/15 祝日(海の日)の為、休会 

・7/22 例会終了後、クラブ協議会 

 

幹事報告 

・すばらしい歌津をつくる協議会より「一燈」が届いてお

ります。 

・桐生市社会福祉協議会より「福祉ぐんま」が届いており

ます。 

・桐生南、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・次週１５日(月)は、祝日の為休会です。次回例会は、２

２日(月)です。例会終了後、クラブ協議会もありますの

で、お間違えのないようお気を付けください。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 25 年 7 月 8 日) 

総員 62 名：出席 40 名 

 

ニコニコボックス 

前原勝君･･･新井智二君の入会を祝して／山田実君…

出席委員長就任、クラブ会報・広報委員長退任／金子

篤郎君、山﨑一順君、本田雄一郎君、水越稔幸君…出

席１００％。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

   

  本年度クラブ奉仕委員会の構成メンバーは、委員に本

田雄一郎君、村田勝俊君、大友一之君、いずれも幹事

経験者であり、相当のベテランですので大変心強く安

心しております。 

  「クラブ奉仕委員会」の役割・任務ですが、当委員会の

傘下になる A グループ(出席、プログラム、親睦活動、ニ

コニコ箱)B グループ(職業分類・会員選考、会員増強、

ロータリー情報)C グループ(雑誌、クラブ会報・広報、

歴史編纂・情報処理)の各委員会の相互の調整を図り

ながら、委員会が力を合わせて活動し、会長が言われ

る「皆で楽しい汗を流すことの充実」するよう指導すると

いう事であります。元より、大変資質の高い経営者でも

ある委員長さんですので、全く心配はしておりません。

奉仕委員長は、会長エレクトが兼務という事が決まって

おります。したがってクラブの事、各委員会活動の内容、

長期計画等について 1 年間しっかり勉強させていただ

きます。又、東日本大震災以後、価値観や心の持ち方

が大きく変わりました。被災地を見る時には同情ではな

く、自分のこととして又、桐生で地震が起きたらどうしよう

と言う反面教師として、ボランティア、奉仕をどの様にし

たらよいのかも考えたいと思います。これから、牛膓会

長を助け、本年度の方針に沿うように当委員会の役割

を十分理解して活動したいと考えますのでご協力宜しく

お願いします。   

  次に、参考ですが去年は、地区副幹事として、疋田ガバ

ナー公式訪問の同行で、高崎セントラル、大泉、館林、

群馬境、藤岡南、藤岡北、藤岡、伊勢崎東、館林東、沼

田、館林東、高崎、前橋東、高崎南、高崎シンフォニー、

碓氷安中と 16RC を訪問いたしました。訪問では、大変

いろいろ学ぶ事ができました。「以下列挙してみます」 

・ガバナーとの懇談会では、委員長が全員会長経験者

で今年 4 回目の会長「群馬境」。要覧 会員名簿と 2 冊

例会関係では、食事前からお酒飲める。 席は、くじ引

き ABC の札。 第１例会では、点鐘後握手。 月に 1

回夜間例会、納涼会はゆかた例会。梅茶・昆布茶・お

茶パック ポットにはお湯で選べる。 食事は、粗食の日

あり、「月に 1 回登利平弁当」。 集合写真撮らない。 

四つのテストの歌。 自クラブの歌がある等です。拡大

関係では、拡大はグループに分けて競争で募集。 新

会員オリエンテーションは、ご婦人も一緒。 新入会員

を増やす為に例会招待状。 ロータリー情報 3 年委員

会（新入会員の勉強会担当）。 事前に例会出席予定

表を書かせる（食事と設営に利用、欠席者には fax 送

る）等でした。ニコニコ、米山関係では、米山も、ニコボッ

クスと同じように読み上げる。 ニコニコ評価は、超特大 

大きい いただいて又は、沢山沢山 沢山 沢山いただ

きました。数で金額表すなどでした。事業関係では、障

害施設「天啓園」継続支援。 フィリッピンへ水浄化器28

台「35 台目標」寄付。 館林女子高マンドリンクラブ補助。 

明和ボーイスカウト補助。 日本 777 番目のオリエンテ

ーリングコースのポスト継続修理「RC 名前入り」。ウオー

クラリー主催 400 人から 500 人景品は、農協のメロン、ジ

ャガイモなど沢山。 震災に館林うどん炊きだし。 図書

館にロータリー文庫「読み聞かせ大型絵本を買う」。 沼

田ロータリーの医師は、インドにポリオを打ちに行った。 

河津桜を利根川沿いに植える。 伊勢崎図書館にロー

タリー文庫。 タイのスリヨンクラブ「日本語で例会する日

本語を話せるタイ人のクラブ、」リサイクル自転車 水浄

化 図書支援。 韓国慶州のナザレ園「日本人妻の老

人施設」を支援、「高崎南、慶州 RC とマッチング」。 国

「新年度を迎えて」   

クラブ奉仕委員長 

   坪井 良廣 君 

 



 
内高校大学学生支援 月 2 万 震災避難者も。 施設

の子供のミニサッカー大会10年目1回目に地区補助金

で優勝旗作る。 BBQ 大会を親の無い子供の施設。 

防犯パトロール。 合唱コンクール主催などです。 

以上報告を兼ねて、卓話をさせていただきました。本年

度どうぞ、宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度当委員会は、矢野君、山﨑君、本田君と私の 4

人でスクラムを組んで活動をしていきたい。最近ロータリ

ークラブの存在価値がどんどん薄れてきているように感

じています。私の感じは、ともかく牛膓会長の思いを出

来るだけ反映出来るようメンバーの協力を得て１年間頑

張っていきたいと思います。活動は、例年通りでありま

すが１年後委員会メンバーお互い年齢差があっても家

族で楽しく食事に行ける様そんな付き合いが出来るよう

な委員会活動をして行きたいと思っています。私自身ど

のくらい活動できるかわかりませんが、矢野君、山﨑君、

本田君を頼りに１年間頑張りたいと思います。皆様どう

ぞよろしくお願い致します。 

            役にたたない委員長川島康雄より。 

 

 

 
 

 

 

 

  当委員会担当行事を行う上で、新たな団体との連携

を模索し、事業創出のひらめきを生む雰囲気づくりに貢

献できれば、と考えています。例年5月の清掃奉仕作業

には多くの会員に参加いただいております。本年度は

前任の委員長と話し合わせていただきまして、本町１・２

丁目での実施を考えております。周知のように、清掃奉

仕予定エリアは、国の重要建造物群保存地域に指定さ

れ、価値の高い、桐生市の“歴史的遺産”です。この地

域での清掃奉仕を通して、関わりのある市民団体や行

政との新たなつきあいが始まればいいな、と考えていま

す。 実行した奉仕活動を情報発信し、報道機関に活

字にしてもらう、音や映像にしてもらう。当日参加できな

かった会員への伝達にもなります。ロータリーの存在と

活動を周知することになります。マスコミ展開が、ビジネ

スマッチングのような副産物を生むきっかけになれば幸

いです。現実の問題を強調すると、桐生市において奉

仕作業に従事する団体個人はさまざまですが、一様に

高齢化が進んでいます。後継の役員選出に難渋したり、

運営資金が不足し、活動規模が縮小する…。新規会員

を勧誘するためのＰＲポイントとなる活動実績が薄まるこ

とは、存続と繁栄にプラスには働かないでしょう。 

 「長期計画」について当委員会ができることもこの点に

関わってきます。例会で時間を、体験を共有するという

のは、発想を生む機会でもあるのだと認識し、しっかり

事業を行ってまいります。計画策定は、選出の委員会メ

ンバーが考え出すのみでなく、クラブ全体で、社会が欲

している、求めているものに気づき、発想し、具体化して

いく。それぞれの年代なりのアイデアをクロスオーバーさ

せ、新たな何かを生む環境は活気があって楽しそうで

す。公共での奉仕作業に臨み、ロータリーの理念そして

今年度の会長方針等に一層理解を深める所存です。 

 

 

家族会総会 
７月１１日(木) 

小川亭にて 

 

     

 

花束の贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

     前年度北川会長       前年度大友幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次回例会予告】 

7 月 29 日(月)  

♦ 卓 話  増山 大祐 君 

        新井 智二 君 

♦ 食 事  鳥 亀 

「新年度を迎えて」    

 

職業奉仕委員長 川島 康雄 君 

     副委員長 本田 雄一郎 君 

「新年度を迎えて」    

社会奉仕委員長 

    木村 洋一 君 

 



 

 

 

国際ロータリー第 2840 地区 

2013-2014 年度 

インターアクト・顧問教師・ロータリアン合同会議 

７月６日(土)高崎商科大学にて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生第一高等学校インターアクトクラブ活動報告 

 

 

 

 

 

 

 
          

        クラブ活動(入浴剤作成中)      知的障害者交流会参加     桐生ＲＡＣとの足尾植樹 

                             (社会総合福祉センターにて) 

 

 ローターアクトクラブ活動報告 


