
 

 

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２８７０回例会 
(８月１９日(月)第２例会) 
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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． 卓 話 「ガバナー補佐講話」 

           群馬第２分区 A ガバナー補佐 

     星野 榮助 君 

９． 点 鐘

 

〈群馬第２分区 A ガバナー補佐〉 星野 榮助 君 (桐生赤城 RC) 

 

出席１００％ 

 

 

 

会長の時間 

暑く長いお盆休みが終わりまして、久しぶりの例会で御

座います。お元気そうな皆さんのお顔を拝見しまして大

変嬉しく思います。本日は先程ご紹介しました星野ガバ

ナー補佐をお迎えして講和並びに協議会を行う予定で

す。ガバナー補佐の任務は大変多くその中の一つにガ

バナーが公式訪問のするクラブとの事前準備、協議会

に出席してその結果をガバナーに報告する等々の任務

が有ります、是非９月２日の本田博己ガバナー公式訪

問に向け、当日が充実した意義ある公式訪問になりま

す様ご助言、ご指導を戴ければと思います。又当日は

関係する会員、理事役員委員長さんは義務出席ですの

で宜しくお願いいたします。次回の例会は納涼会となり

ます、細かな打ち合わせが必要となると思いますので関

連委員会の皆さん準備を宜しくお願い致します。 

《報 告》 

・8/ 5 第２回定例理事会 

・8/ 8 管理運営セミナー   幹事、事務局 出席 

・8/12 休 会 

・8/19 ガバナー補佐訪問 

《予 定》 

・8/19 長期計画委員会 家庭集会 

・8/21 桐生５ＲＣ会長幹事会(会長・幹事・ｺﾞﾙﾌ部長) 

疋田ガバナー事務所 

事務局員退職挨拶 
 

    太縄 直子 さん 

 

 

本日はお忙しい中、このような場を設けて頂きまして有

難うございます。8月30日をもちまして、2年の任期満了

の為、退職することとなりました。その間、皆様には本当

にお世話になり、多くのことを学ぶ機会を頂き心から感

謝申し上げます。思い起こせば、２年前は、ロータリーに

関しての知識が全く無い状態でこの職務に就かせて頂

きましたので、皆様には大変ご迷惑をおかけ致しました。

目が回りそうなほど忙しい時期も何度かございましたが、

その度に桐生ロータリークラブの皆様に助けて頂きまし

た。私は、来月から実家で勤める事になり、慣れない環

境に正直不安もありますが、皆様に教わった事を忘れ

ずに頑張っていこうと思います。今後とも公私共にお世

話になる事もあるかと思いますが、引き続きよろしくお願

い致します。最後に、疋田ガバナーをはじめ、松島地区

幹事、山上会計長、地区副幹事の皆様、そして桐生ロ

ータリークラブの皆様大変お世話になりました。ありがと

うございました。 

幹事報告 

・米山記念奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま」が届いてます。 

・すばらしい歌津をつくる協議会より「一燈」が届いてま

す。 

・桐生市教育委員会より「第 9 回桐生市マーチングフェ

スティバル」の開催案内が届いております。 

ようこそビジター 

塚越 平人君 51 回 
前原  勝君 19 回 
塚越 紀隆君 18 回 
吉野雅比古君 13 回 
園田  誠君 2 回 



 
・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２６日(月)は、家族合同納涼会です。美喜仁ジパ

ングにて、１８時３０分点鐘となります。お間違えのな

いようお気をつけ下さい。 

・９月２日(月)本田ガバナー訪問日です。全会員の出席

をお願い申上げます。 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 25 年 8 月 19 日) 

総員 61 名：出席 39 名 

平成 25 年 7 月 29 日例会修正出席率：92.85％ 

ニコニコボックス 

群馬第２分区 A ガバナー補佐星野榮助君･･･本日はよ

ろしくお願いします／牛膓章君、疋田博之君、澤田匡

宏君、金子篤郎君、桑原志郎君、山上達也君…星野ガ

バナー補佐をお迎えして／吉野雅比古君…星野ガバ

ナー補佐をお迎えして、過日は色々お世話になり有難

うございました／前原勝君…祇園祭では、本町の皆様

に大変お世話になりました／疋田博之君…ガバナー事

務局今月で閉鎖します。長い間有難うございました／疋

田博之君…ガバナー事務局、太縄さん長い間有難うご

ざいました／平野善一君…誕生祝／塚越紀隆君、前原

勝君、吉野雅比古君、園田誠君…出席 100％／疋田博

之君…写真を戴きました。 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

   本年度第２分区Ａガバナー補佐を仰せつかりました星

野榮助です。本田年度何度か訪問させていただきます

のでよろしくおねがい致します。今年度のガバナー訪問

はこちらの伝統ある桐生ＲＣに敬意を表して、まず県内

１番目として９月２日に訪問し、桐生地区では１０月１７

日の桐生中央ＲＣで最後となります。今の予定ではその

日の夕方にガバナー歓迎会を開催する予定ですので

よろしくお願いいたします。まずは、皆様ご承知のことと

思いますが、改めましてガバナー補佐の役割を説明さ

せていただきます。  ガバナー補佐は、クラブと最も頻

繁に連絡を取り合う地区指導者で、クラブと地区の間の

パイプ役としての役割を果たします。 

  役 割 

  担当するクラブが効果的に運営されるよう支援すること

によりガバナーを補佐することです。主として下記のこと

に付きガバナーのお手伝いをします。 

  １．会員基盤の維持・拡大  

   ２．各種奉仕プロジェクトの実施  

   ３．ロータリー財団への支援とプログラム参加  

   ４．ロータリー指導者の育成 

  私がガバナー補佐として本田ガバナーのお話を聞いて

おりますと地区目標を９点ほど掲げておられますが、特

に感じられるのが地区スローガンである「希望を語ろう」

という言葉です。 

  《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」を発見するでしょう。そして、そ

の「希望」をクラブの仲間と分かち合い行動を起こせば、

みんな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。》この言葉はＲＩ会長の

ロン・バートンの今年のテーマ 

  “Ｅｎｇａｇｅ Ｒｏｔａｒｙ、Ｃｈａｎｇｅ Ｌｉｖｅｓ” 

「  ロータリーに積極的に参加しよう（関わろう）」・「自分も

含め、みんなの生活（生き方、人生）を変えよう」に相通

ずるものだと思います。この意味を考えたときに、ＲＩ会

長メッセージの中に彼が２６年前ガバナーとして国際協

議会に出席した時にポリオ撲滅の運動が始まったので

すが、その後の撲滅プログラムにより現在絶滅寸前まで

きている。車椅子や松葉杖で生活している子供や、地

面を這っている子供たちを救うことでき、ロータリーを通

じて彼らの人生を変えることが出来た感動、それにより

自分自身の生き方も影響を受けたとの事。これこそロー

タリーモメント（ロータリーに打ち込む何かをロータリーで

見つけた体験・感動体験）ではないかと思います。 

  ガバナーは会員減少が危機そのものではなくクラブ活

力の低下こそが「危機」であるといわれています。活力

の低下によりロータリーが面白くないということで退会、

あるいは入会者が少ないという減少が起きるのではない

かと考えられます。ロータリーは社会貢献しているという

自覚と誇りをもっと持ってもよいのではないでしょうか。こ

の感動体験が希望の芽であり、仲間や後輩に伝えるこ

とからはじめたら如何でしょうか。皆様方にはロータリー

に対し色々な考え方をお持ちだと思いますが、せっかく

なにかの縁でロータリアンとなりましたので、とにかく各

種プロジェクトに参加して、その中で何か得られるものが

あるのではないかと思われます。 

  私も本田ガバナーとのお付き合いはガバナー補佐に内

定してからのごく短期間ですが、ガバナーメッセージを 

  お聞きしても、ロータリーに対する真摯な姿勢が強くうか

がわれます。少しでもお手伝いが出来ればと考えており 

  ます。そのためには桐生５ＲＣ会員皆様のご協力をぜひ

よろしくお願いいたします。 

  ○数値目標   

   １．会員数２，０００名回復（３年間） 

   ２．ロータリー財団への寄付  １人 １５０ドル 

   ３．米山奨学会への寄付目標 １人 １６，０００円以上 

  ○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 

「ガバナー補佐講話」    

群馬第 2 分区 A 

  ガバナー補佐 

      星野 榮助 君 

 

【次回例会予告】 

9 月 9 日(月) 善行青少年表彰  

♦ 卓 話  群馬大学理工学研究院 

          教授 宝田 恭之 様 

♦ 食 事  きよ多 


