
 

 

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。 

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２８９８回例会 
(４月２１日(月)第３例会) 

４月２８日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

  「人がキラキラするワーク・ライフ・バランスのすすめ」 

       (有)COCO-LO 社長 雅樂川 陽子 様 

９. 点 鐘

 

 

 

〈卓話者〉 (有)COCO-LO 社長 雅樂川 陽子 様 ・ 総務 鹿木 和代 様 

 

出席 100％表彰 

 

 

 

 

会長の時間 

先月、本田ガバナーの提唱する IM が久し振りに第二分

区 A で開催されました。久しぶりの開催の為経験ないメ

ンバーは戸惑ったと思います。今回は第２分区 A の桐

生の５RCのみでの開催で各クラブより選出された5人の

メンバーが 10～15 分クラブ自慢の発表を行いその後懇

親会となり内容もかなり簡略されていました。桐生 RC が

最後にホストクラブとして IM を開催したのが 1995 年 9

月１０日でした。当クラブにこの IM を経験している会員

は現在 63 名中 20 名しかおりません。この頃は 2560 地

区でまだ群馬、新潟が一緒の地区の時であり第二分区

の全クラブの参加で開催され伊勢崎、群馬境、伊勢崎

中央、伊勢崎南、伊勢崎東の各 RC と桐生の５RC の計

１０クラブで桐生と伊勢崎のどちらかのクラブが隔年でホ

ストクラブを担当して行われておりました。内容的には式

典の後、第一分科会（運営関連）第二分科会（奉仕関

連）第三分科会（募金関連）に分け各クラブから司会者、

リーダー、サブリーダーを選出して関連テーマについて

約 100 分間（途中 10 分コーヒータイム）意見を出し合っ

て最後に各分科会のリーダーが意見をまとめ 3 分科会

合同で意見発表の場を持ち IM の時間は終了しその後

懇親会に移りました。 

当クラブの会員 ゼネラルリーダー 吉野一郎氏 

           IM 実行委員長  佐藤富三氏 

      第二分区代理  五十嵐健雄氏  

           クラブ会長     矢野 昭氏 

（この時は呼称が分区代理、その後アシスタントガバナ

ー、現在はガバナー補佐） 

 IM の報告書の表紙には、パストガバナーの前原勝樹

氏の趣味の絵画（梅の里）を使用させて頂きました（勝

樹先生の奥様に大変お世話になった事を思い出しま

す） 

次年度は当クラブの竹内靖博君がガバナー補佐となり

ます、そして次年度の竹内ガバナーはIMの開催を提唱

されていますので今年度のように分区Aでの開催となれ

ば桐生 RC はホストクラブとなり、第二分区合同の時は

A.B どちらかのガバナー補佐を輩出しているクラブがホ

ストになります。どちらにせよ竹内次年度ガバナー補佐

をクラブを挙げてサポートしたいと思いますのでご協力

宜しくお願いいたします。 

《報 告》 

・4/19 地区研修・協議会 

 太田ティアラグリーンパレスにて 11 名参加。 

・4/20 館林東ＲＣ創立 30 周年記念式典 

  金子・山﨑パスト会長出席 

 

《予 定》 

・例会終了後、次年度理事役員予定者会議 

・4/22 ゴルフ部会 たつ吉 別館 とらや 

川村  隆君 10 回 
大友 一之君 5 回 

ようこそビジター 



 
・4/23 家族会旅行 26 名参加 箱根方面 

・4/26 桐生 5ＲＣ合同群馬大学理工学部留学生 

     交流会  22 名登録 

・4/27 新規米山記念奨学生・カウンセラー 

    オリエンテーション前橋問屋センター会館にて 

森ｶｳﾝｾﾗｰ出席 

・4/28 例会終了後、定例理事会 

  

幹事報告 

・本田ガバナー、竹内ガバナーエレクト事務所よりゴー  

 ルデンウイーク休暇のお知らせが届いております。 

 4 月 30 日(水)～5 月 6 日(日)です。  

・日本てんかん協会より「からっかぜ」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。 

・桐生赤城ＲＣより週報到着。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 26 年 4 月 21 日) 

総員 62 名：出席 41 名 

平成 26 年 4 月 7 日例会修正出席率：73.08％ 

 

ニコニコボックス 

坂入勝君、柳明彦君、飯塚荘一君…雅樂川社長を卓

話にお迎えして／須永博之君、藤江篤君…雅樂川社

長と鹿木様をお迎えして／増山大祐君…過日行われた

ゴルフコンペで優勝しました。ひとえに僕の実力です。

皆様練習をして僕に挑戦して下さい／久保田寿栄君…

結婚祝／前原勝良君…誕生祝／川村隆君、大友一之

君…出席 100％／疋田博之君、山﨑一順君、牛膓章君、

舘盛治君、養田隆君、山口正夫君、野間義弘君、森末

廣君、本田雄一郎君、川村隆君、須永博之君、大友一

之君、澤田匡宏君、柳明彦君、月門快憲君、久保田寿

栄君、飯塚荘一君、後藤圭一君、高橋弘史君、増山大

祐君…写真戴きました。 

 

卓 話 

 
 

 

 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)は、福利厚

生では無く、経営戦略です。アンケートや社長面談など

でスタッフの声に耳を傾け、働きたいと思う職場環境を

作っています。情報を共有する為、話し合いの時間を

勤務時間内に設けたり、勤務形態を4種類から選べるよ

うにしたり、子持ちの職員への配慮で託児所を作ったり、

働きやすい環境を作っている。その結果、優秀な人材

が定着し、質の高いサービス提供につながります。働き

たいと思ってもらえる環境を作る為に働いてくれる人の

言葉に耳を傾け、それを仕組み化し、制度にしていく。

アンケート結果から“旅行休暇”や“参観休暇”など生ま

れました。当社の特徴である「お互いさま」が成立する。

安心して働ける職場環境があればみんな生き生き働い

てくれて、利用者ともお互いに良い関係が築ける。働き

方を改善すると同時に業務効率の見直しにもなります

ので、強く推奨したいです。 

 

2014-2015 年度 地区研修・協議会 

平成 26 年 4 月 19 日（土） 

ティアラグリーンパレスにて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族会旅行 

平成 26 年 4 月 23 日（水） 

箱根方面 
 

                  

                  

                        

 

                  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ロープウエイで大涌谷へ。           

「人がキラキラする 

 ワーク・ライフ・バランス 

         のすすめ」 

 

 (有)COCO-LO 

   社長 雅樂川 陽子様 

【次回例会予告】 

5 月 5 日(月) 休 会  

   12 日(月) 11 日(日)桐生伝建群周辺清掃に振替。 

          午前 7 時～午前 8 時 桐生天満宮 

   19 日(月) 17 日(土)桐生 RAC 創立 45 周年記念式典 

          に振替。 

           式 典：16 時 桐生倶楽部 

           祝賀会：18 時 美喜仁 

   26 日(月) 早朝例会 

           点鐘：午前 7 時 場所：鳳仙寺 

6 月 2 日(月)  卓話： 桐生警察署 署長 伝田 弘二 様 

      食事： 吉野家 

            

本栖湖より 

綺麗に富士山が 

見えました。 

夕食は、富士屋ホテルにて。 


