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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。 
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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． 新会員入会式 

    有限会社 マツダ商事  

    代表取締役社長 松田 秀夫 君 

   (1) 推薦の言葉 

   (2) バッチの贈呈 

   (3) 歓迎の言葉 

   (4) 新会員挨拶 

 

７． 新規米山奨学生挨拶 

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． 卓 話 

    「桐生市の治安状況」 

            桐生警察署長 伝田 弘二 様 

１４. 点 鐘

 

 
 

〈卓話者〉 桐生警察署 署長 伝田 弘二 様 

〈米山奨学生〉 ホアン ミン チエン 君   〈米山奨学生担任〉群馬大学大学院理工学府 准教授 野田 玲冶様 

 

新会員入会式 
   

                  

                 有限会社 マツダ商事 

     代表取締役社長 

         松田 秀夫 君 

 

 

生年月日 昭和 48 年 11 月 3 日 

趣味・特技 野球・スキー 
 

新規米山奨学生挨拶 

 奨学金授与 
   ホアン ミン チェン 君 

    ベトナム 

    群馬大学 学部３年 

 

 

 

 

 

結婚祝 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

                   

                  ＲＬＩ終了バッチ贈呈 

                   

                   須永 博之 君 

 

 

日野  昇君 48 年 
本田雄一郎君 29 年 
松島 宏明君 27 年 
朝倉剛太郎君 17 年 

矢野  昭君 83 歳 
川村  隆君 64 歳 
山崎 達也君 58 歳 
柳  明彦君 56 歳 
小倉 康宏君 50 歳 

群馬大学大学院 

  理工学府 准教授 

     岡田 玲冶 様 

ようこそビジター 



 
会長の時間 

《報 告》 

・4/28 定例理事会 

・4/29 渋川みどりＲＣ創立 20 周年記念式典 

    北川パスト会長・大友パスト幹事 出席 

・5/5 こどもの日(祝・月)例会休会 

・5/11 第 2900 回例会 桐生伝建群周辺清掃 

    午前 7 時～ 清掃後、天満宮にて祝詞 

・5/12 5/11 桐生伝建群周辺清掃に振替の為、休会 

・5/17 藤岡ＲＣ創立 50 周年記念式典 

     養田パスト会長・前原勝パスト幹事出席  

     桐生ＲＡＣ創立４５周年記念式典 

     式 典：午後 4 時～桐生倶楽部 

     祝賀会：午後 6 時～美喜仁 

・5/19  5/17 桐生ＲＡＣ創立４５周年記念式典に 

     振替の為、休会 

     次年度役員委員長オリエンテーション 

・5/24 次年度会員増強委員会 

      坪井会長Ｅ・須永副幹事・ 

      本田会員増強委員長 出席 

・5/26  早朝例会 点鐘：午前 7 時 場所：鳳仙寺 

・5/28 桐生５ＲＣ会長幹事会 

     会長・幹事・坪井会長Ｅ・須永副幹事・ 

     次年度竹内ガバナー補佐 出席 

・5/30 次年度家庭集会 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 

  次年度家庭集会 

・6/9  次年度理事役員予定者会議 

     クラブ協議会 

 

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。 

 ６月＝１０２円です。 

・藤岡ＲＣより創立 50 周年記念式典に際するお礼状と 

 館林東ＲＣより、創立 30 周年記念式典に際するお礼 

 状と記念誌が届いております。 

・桐生第一高等学校より、入学式に際するお礼状が届 

 いております。 

・桐生ＲＡＣより、6/14 の桐生ＲＡＣ創立 45 周年記念 

 事業に際するお礼状が届いております。 

・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。 

・桐生市国際交流協会より「ニュースレター」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。 

 ・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより週 

  報到着。 

 ・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よろしくお願い致します。 

 

 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 26 年 6 月 2 日) 

総員 63 名：出席 36 名 

平成 26 年 4 月 21 日例会修正出席率：92.85％ 

平成 26 年 4 月 28 日例会修正出席率：76.36％ 

平成 26 年 5 月 12 日例会修正出席率：71.15％ 

平成 26 年 5 月 19 日例会修正出席率：75.00％ 

 

ニコニコボックス 

牛膓章君、須永博之君、水越稔幸君…伝田署長をお

迎えして／牛膓章君、川島康雄君、前原勝君、坂入勝

君、村田勝俊君、須永博之君、柳明彦君、水越稔幸君、

飯塚荘一君、朝倉剛太郎君、後藤圭一君、高橋弘史君、

増山大祐君…松田君の入会を祝して／矢野昭君…長

い間大変お世話になりありがとうございました／山﨑一

順君…乾杯の音頭を取らせて頂きます／澤田匡宏君

…母の葬儀では会員の皆様に大変お世話になりまして

ありがとうございます／矢野昭君、藤井征夫君、坪井良

廣君、川島康雄君、本田雄一郎君、木村洋一君、朝倉

剛太郎君、後藤圭一君、増山大祐君…結婚祝／矢野

昭君、川村隆君、柳明彦君…誕生祝／舘盛治君、牛膓

章君、金子篤郎君、山口正夫君、坪井良廣君、堀明君、

川島康雄君、森末廣君、須永博之君、澤田匡宏君、桑

原志郎君、柳明彦君、朝倉剛太郎君、飯塚荘一君、…

写真戴きました。 

 

卓 話 

 
 
 

 

 
 

5 月 22 日私的旅行で天皇、皇后両陛下が来桐されまし

た。足尾銅山跡を見学され、わたらせ渓谷鐵道通洞駅

からトロッコ列車に乗車し、水沼駅で下車されたあと、市

役所黒保根支所に寄り、桐生駅から臨時専用列車で帰

京されました。当日は、ご身辺の安全確保の為、約２時

間３０分約 800 名体制で警備にあたりました。 

４月には、菱の山林火災が発生し、約 400ｈａが焼けてし

まいました。消化活動には、６県の防災ヘリと自衛隊の

ヘリも要請した。その山火事からの影響もあるかもしれま

せんが、最近は、熊も市役所付近に出没したりしていま

すので警戒を強めています。刑法犯の認知件数と交通

事故件数は、昨年より減少しています。振込詐欺も数千

万円の被害防止を行っています。殺人事件、空き巣事

件、暴走族等何かありましたら１１０番へお願いします。 

 

 

 

 

 

「桐生市の治安状況」 
 桐生警察署 
 署長 伝田 弘二 様 

【次回例会予告】 

6 月 16 日(月)  

  卓 話 ：「日本１００名城めぐり」 

               澤田 匡宏 君   

  食 事 ： たつ吉 

            


