
 

 

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２８７４回例会 
(９月３０日(月)第３例会) 

１０月７日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 新会員入会式 

    群馬銀行 桐生支店 執行役員 支店長 

                        横山勝則君 

   (1)推薦の言葉      養田 隆 君 

   (2)バッチの贈呈 

   (3)歓迎の言葉      牛膓 章 君 

   (4)新会員挨拶 

 ５.米山功労者クラブ表彰 

      第 37 回桐生ロータリークラブ 

 ６． 会長の時間 

 ７． 幹事報告 

 ８． 委員会報告 

 ９.  卓 話 

      「長期計画について」 

               長期計画委員会 

１０． 点 鐘

 

新会員入会式 

 群馬銀行 桐生支店 

 執行役員 支店長 

       横山 勝則 君 

趣味・特技 山歩き、ゴルフ、読書 

 

                                                     

                 米山奨学生 

                  郭 品 君へ 

             奨学金授与 

 

会長の時間 

先々週が敬老の日、先週が秋分の日の祝日で例会が２

度休会となりましたがこの間にもロータリーの事業は沢

山有りました。関係する会員の皆さん大変ご苦労様でし

た。特に９月１７日に指名委員会が吉野家で開催され推

薦委員会より推薦されました堀 明君が２０１５～２０１６

年度の会長候補として指名委員会より指名されました。 

又、堀会長候補よりその年度の幹事に桑原志郎君を指

名したとの報告が有りました。これを受けて２０１４～２０１

５年度の組織作りが始まりますが、理事役員の選挙はク

ラブ細則第１条第１節により選挙すべき会合（今年度は

１２月２日の年次総会）の１ヶ月前の会合（１０月２８日の

例会）に於いて次次年度会長、副会長、幹事、会計、理 

事を会員に公表し年次総会で承認された後に坪井年 

 

度の組織作りが始まります、その委員会組織が本日長

期計画委員会担当の例会で検討されているＣＬＰに基

づいて作成される事になり新しいシステムによって新年

度に臨むと思いますと今から新鮮な気持ちになりウキウ

キしてきます。年度計画の優先目標の一つが皆様の協

力によって達成できる事に対して感謝申し上げます。 

次に大切な報告が有ります。次年度（２０１４～２０１５年

度）のガバナー補佐を桐生ＲＣより輩出する事になって

おります。このガバナー補佐の資格は会長経験者であ

る事になっておりパスト会長全員の総意で「竹内 靖博」

君を地区に推薦しました。決定した際はクラブ全会員の

ご協力をお願いいたします。 

《報 告》 

・9/9 定例理事会 

・9/14 米山奨学セミナー 会長・会長エレクト 出席 

・9/16 休会 敬老の日 

・9/17 指名委員会 

・9/19 長期計画委員会 家庭集会 

・9/22 RLI セミナー パートⅠ  

    坪井会長エレクト・須永副幹事 

・9/23 休会 秋分の日 

・9/25 群馬大学理工学研究院大学院理工学府及び 

    理工学部設置記念式典・祝賀会 会長 出席 

・9/29 地区大会記念ゴルフ大会 

    サンコー72 にて 9 名参加 

《予 定》 

・10/5 桐生 5ＲＣ合同ゴルフコンペ  

    太田双葉ＣＣ 8 名参加 



 
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。 

 １０月は、１＄＝１００円です。 

・米山奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま」が届いております。 

・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。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いておりま

す。 

・わたらせ養護園より「とんがりやね」が届いております。 

・桐生赤城ＲＣより現況報告書が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各 RC より週

報到着。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 25 年 9 月 30 日) 

総員 62 名：出席 43 名 

平成 25 年 9 月 2 日例会修正出席率：91.07％ 

 

ニコニコボックス 

牛膓章君…昨日、地区大会記念ゴルフ大会が高崎サ

ンコー72ＣＣで開催され当クラブより９名が参加し、快晴

の中、楽しい汗を流して来ました／澤田匡宏君、坂入

勝君…横山勝則君をお迎えして／山﨑一順君…娘が

山田会員に大変お世話になりました／木村滋洸君…過

日の母の通夜及び告別式に多くの会員の方々にご会

葬頂き、誠にありがとうございました／野間義弘君…過

日の父の通夜及び告別式に多くの会員の方々にご会

葬頂き誠にありがとうございました／後藤圭一君…過日

の祖母の通夜及び告別式に多くの会員の方々にご会

葬頂き誠にありがとうございました。 

 

地区大会記念ゴルフ大会 

 

9 月 29 日(日) 

サンコー７２ＣＣにて 

9 名参加致しました。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

前半の活動状況をご報告させていただきます。 

創立 60 周年を過ぎ桐生ＲＣの未来に向けて時代の変

化に対応したクラブ組織の改革や山積みする難問を先

送りすることなく本年度で解決をしたいとの牛膓会長の

熱き思いを従い活動してきたことを報告致します。 

第 1 回家庭集会を 7 月 8 日開催し、議題を提出して頂

きそれぞれの中から優先順位を付け検討していく事に

なりました。 

7 月 29 日の例会に於いて報告する機会をいただき 

(1) クラブ組織をＣＬＰに基き改革していく 

(2) 会員増強に関する諸問題  を報告いたしました。 

8 月 19 日第 2 回家庭集会を開催し、ＣＬＰに基き組織の

構成を何種類か用意していただき検討に入りました。 

並行して会員増強をするにあたり女性会員のあり方を

検討いたしましたが、女性会員問題も世の中の流れの

中で議論する問題では無く桐生ＲＣの会員に相応しい

人なら性別無く受け入れるのが当たり前であるとの結論

に達しました。 

9 月 2 日第 3 回家庭集会に於いて桐生ＲＣ委員会構成

案をしぼり込みそれについて検討して最もベターなもの

を作成しました。又、9 月 9 日の理事会に於いて組織改

革を実行するにあたり 10 月 7 日の例会を臨時総会開催

にしていただく事をお願いし決定しました。 

9 月 19 日第 4 回家庭集会を開催し委員会メンバーの他

にもクラブ会員をオブザーバーとして出席していただき

貴重なご意見を多々いただきそれも参考にして本日の

例会に於いて組織改革についての説明を坪井君に会

員増強についての説明を須永君にしていただき質疑応

答の場を持ちたいと思います。ご協力お願い致します。 

 

District Leadership Plan ：

DLP 

すべての地区で、ＤＬＰ採用

義務化。 

 

 

ＣＬＰ(クラブ・リーダーシップ･プラン)による常設委員会

構成 

新推奨ロータリークラブ細則の機能別委員会構成「４大

奉仕に基づく４つの常任委員会と 14 の小委員会→5 つ

の常設委員会へ」 

ＣＬＰ 導入の目標は、

「効果的なクラブ」の実

現です。 

クラブ・リーダーシップ･

プランは連続性、意見

の一致、および全メンバ

ーの参加に焦点を当て

ており、どんなサイズの

ロータリークラブにも役

立ちます。2840 地区の 46 ロータリー中、CLP で無いの

は、桐生・伊勢崎中央・太田南・太田西の 4RC のみであ

ります。 そこで、次年度より、地区に合わせた組織にし

たいと思います。CLP とクラブ細則は毎年見直しがあっ

てもよいということになっております。 

そこで、次年度に向けて、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 「長期計画委員会について」 

    

  長期計画委員会 

【次回例会予告】 

10 月 14 日(月) 休会 

10 月 21 日(月) 休会 

          10 月 17 日(木)  桐生 5ＲＣ合同  

          本田ガバナー歓迎会に振替 

           点鐘：午後 6 時 30 分 

           場所：桐生プリオパレス 

10 月 28 日(月) ♦ 優良従業員表彰 

           ♦ 食 事  たつ吉           


