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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。 

２０１４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２８８４回例会 
(１月６日(月)第１例会) 

１月２０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． ロータリー情報アワー 

７． 委嘱状の伝達 

８． 結婚・誕生祝 

９． 乾 杯 

１０． 会長の時間 

１１． 幹事報告 

１２． 委員会報告 

１３． 新春祝舞 

１４. 点 鐘

 

〈桐生ＲＡＣ〉創立４５周年記念事業実行委員長 須永 達也 様 
 

ロータリー情報アワー  Ｒ情報副委員長 養田隆君 

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い

致します。1 月は、ロータリー理解月間ですが、この月間

は会員にロータリーについて、知識と理解を一層深めて

もらいそれと同時にロータリアン以外の一般の市民にも

ロータリーの事を良く知ってもらう為のプログラムを実施

する月間です。このロータリー理解推進月間は 1988 年

1 月から実施されています。さて、それでは一般の人々

はロータリー活動をどれだけ理解しているのかと言いま

すと、2010 年(2～3 年前)の公共イメージ調査によります

と、ロータリアンでない人のうち平均 62％の人がロータリ

ーの名前は知っているがどのような活動をしているのか

を、ある程度知っているのは、そのうちわずか 37％に過

ぎないと言う事です。又、国際的理解となりますと、一般

の方々のロータリーへの認知度と認識度を測る為に国

際ロータリーがアメリカ・アルゼンチン・オーストラリア・ド

イツ・南アフリカ・日本の 6 カ国で各国、約 1000 人を対

象に調査を実施した結果、ロータリーという名前を聞い

た事はあるものの、その活動についてはほとんど知らな

いと言うことが現状の様です。その 6 カ国の中でロータリ

ーを認知している人の割合が最も高い国がオーストラリ

ア(95％)で最も低いのはドイツ(34％)でした。しかし、ロ

ータリーを認知しているからと言ってもロータリーの行っ

ている事を理解しているとは言えない訳であります。現

にオーストラリアではほとんどの回答者がロータリーにつ

いて聞いた事があると答える一方で、よく知っていると答

えたのはわずかに 33％でした。又、回答者の 80％が知

っていると答えた南アフリカではその活動についてよく 

知っていると答えた人はわずか 18％だそうです。このよ 

 

うな調査でもわかるように、ロータリーと言う名前を知らな

い人が多く、名前を知っている人でも、どのような組織な

のか、どのような活動をしているのかについて知ってい

る人は限られているようです。ところで、一般の方々がロ

ータリーのどのようなところから、イメージを持つようにな

るのでしょうか、まずは身近なところにロータリアンがいる

としたら、まずはそのロータリアンの人柄や日頃の行動、

職業上の行いから判断して「ロータリーはこういう人達の

集まりなんだ」とロータリー全体のイメージに結びつける

かも知れません。ですからロータリアン 1 人ひとりは、日

頃の行動や仕事の向き合い方にいつも気を配っていな

ければならないでしょう。大変偉そうに話して知った様な

事を言っておりますが、かく言う私には、とっても難しい

事で無理な事です。ましてやロータリアン以外の方に理

解してもらうなどと私的には毛頭考えておりません。さて

最後に理解推進月間と言う事で正しいロータリー用語

についてお話させて頂き終わりにします。 

○国際大会 

年に 1 回開催され世界中からロータリアンが集まる会合

です。ロータリーの中で Convention と言う英語を使うの

はこの国際大会だけです。これを日本語では国際大会

と翻訳しています。よく「世界大会」と言う人も多いです

が正式には国際大会です。 

○国際ロータリーのテーマ 

国際ロータリー会長から毎年発表されるロータリーメッセ

ージです。ＲＩ会長が決め、発表しますから「ＲＩ会長のテ

ーマ」と言われる方が多いのですが、正式には国際ロー

タリーのテーマ、又は、ＲＩテーマと言うのが正式です。 

 

ようこそビジター 



 
委嘱状の伝達 

 

 

 

 

 

結婚祝 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

明けましておめでとう御座います、会員の皆様方におか

れましては健やかな内に新年を迎えられた事とお喜び

を申し上げます。今年は午年で御座います、十二支の７

番目の干支であり十二支の折り返しの干支でもあります。

本日の例会は私の年度に於いても折り返しの後半の始

まりで御座います。昨年は皆様方のお力添えを戴きまし

て無事越年する事が出来ました、残り６ヶ月次年度の坪

井君に無事バトンを渡すべく頑張りますので引き続きご

協力をお願いいたします。後半の初例会ですので主な

行事を時系列に報告したいと思います。 

１月９日 桐生 RAC 創立４５周年記念事業として１０名の

メンバーがインドネシアのロータリークラブを訪問 

３月 １日(土)前橋中央 RC ２０周年記念式典 

３月 ８日(土)富岡中央 RC ２０周年記念式典 

３月２２日(土) IM の開催(赤城 RC 主催) ４０名登録 

４月６日～７日 観桜会を兼ねた湯煙例会（泊り）ゴルフ

部の例会も兼ねる 

４月１２日（日）前橋 RC６０周年記念式典、他に県下のク

ラブで周年行事が多く有る為出席の場合パスト会長、エ

レクト、ノミニー、等役員が手分けして参加したいと思い

ますので宜しくお願いいたします。 

５月桐生 RAC 創立４５周年記念式典を開催予定 

６月２３日最終例会 

尚 本日はお正月初例会という事で SAA さんが新春に

相応しい祝舞を企画して頂きましたので楽しい時間を

過ごして頂ければと思います。 

《報 告》 

・12/13 ゴルフ部・野球部合同納会 たつ吉 

・12/16 家族合同クリスマス会    桐生プリオパレス 

・12/20 クリスマス会募金箱浄財歳末助け合い募金へ 

・12/23(月)休会 

・12/30(月)休会 

・1/4 桐生倶楽部新年互例会（山口副会長） 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 

・1/7 桐生商工会議所新春互例会 

    ＲＡＣ初例会 桐生倶楽部 懇親会 

・1/13 休会（成人の日） 

・1/15 桐生青年会議所新年互例会 

・1/9～1/13 桐生 RAC 創立 45 周年記念事業 

        インドネシア 

 

桐生ＲＡＣ 

創立 45 周年記念事業 

実行委員長 須永達也君 
 

   インドネシア出発のご挨拶 

 

幹事報告 

・本田ガバナー、竹内ガバナーエレクトより年賀状メー  

 ルが届いております。 

・地区大会報告書が届いておりますので、ロータリーの 

 友にはさんであります。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いてます。 

・桐生市国際交流協会より「ﾆｭｰｽﾚﾀｰ」が届いてます。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより週 

 報到着。 

・本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので関 

 係理事役員の方々は、ご出席お願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 26 年 1 月 6 日) 

総員 62 名：出席 34 名 

平成 25 年 12 月 2 日例会修正出席率：82.45％ 

平成 25 年 12 月 9 日例会修正出席率：91.37％ 

 

ニコニコボックス 

牛膓章君…明けましておめでとうございます。後半も宜

しくお願い致します／澤田匡宏君…新年明けましてお

めでとうございます。残り半年よろしくお願い致します／

竹内靖博君…明けましておめでとうございます。暮れの

クリスマス会でビンゴ特賞温泉一泊ご招待券が当りまし

た。今年は運がつきそうです／北川洋君、疋田博之君、

竹内康雄君、金子篤郎君、牛膓章君、松島宏明君、藤

江篤君、須永博之君、桑原志郎君…誕生祝。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次回例会予告】 

1 月 27 日(月) 

  卓 話 ： 泉織物有限会社 泉 太郎 様 

  食 事 ： 美喜仁  

            

横山 勝則君 28 年 
 

森 喜美男君 79 歳 
竹内 康雄君 78 歳 
金子 篤郎君 76 歳 
藤井 征夫君 75 歳 
疋田 博之君 72 歳 
北川  洋君 70 歳 
牛膓  章君 65 歳  園田  誠君 59 歳 
桑原 志郎君 58 歳  松島 宏明君 57 歳 

新 春 祝 舞 

 

2013-2014 年度 
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2840 地区 
米山記念奨学生選考委員 

桐生邦楽舞踊協会 
会長 花柳 衛一様 

桐生邦楽舞踊協会 
総務 花柳 輔香女様 


