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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。 
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会長の時間 

皆さん今日は、関東も入梅しまして毎日雨の日が続い

ていますが家の紫陽花の花が鮮やかさを増してきてい

ます。今年度もこの桐生倶楽部での例会は今日と来週

の 2 回となりました、心なしか寂しい感とやり残した事が

沢山有るような気がしております。 

さて、以前先輩会員より聞いた話ですが、皆さんは例会

場に入ってきますと自分の指定席が有るかのように決ま

った場所に座っていますがこれは昔も同様であったよう

で各席の名前が付いていたようで御座います。まず入り

口の近い場所から出席委員会、その隣に財団委員会、

米山奨学委員会、ニコニコ箱委員等いわゆるお金集め

委員会（通称集金街道）が並びその隣に親睦委員会と

SAA が陣取っていました。元気の良い財団委員長に目

が合った事で財団に拠金をお願いされた会員が多くお

り出席の判を押して集金街道を通らず一目散にいつも

の席に着いた会員も多くいたとの事です。現在は財団 

 

 

委員会と米山奨学委員会のメンバーが一般席に移った

為委員会席はありませんが当時私が入会時の会員数

が 90 人であった為一般席にメンバーが座れないために

前述のように委員会席を横一列に並べたようです。 

一般席の各テーブルには例会場正面に向かって左に

会長、幹事の二人用のテーブルがあり（現在も同じ）最

前列の右側（ビジター席）は神様のテーブルと呼ばれ前

原パストガバナーの指定席でその左隣のテーブルが会

報委員会、と次期役員席（現在も同じ）、その後ろがドク

ターテーブル（藤江、高木、永田、久保田各先生方他）

その右隣テーブルがパスト会長テーブル（吉野パストガ

バナー、松島、矢野、村田、佐藤、森 他パスト会長が

多く）その後ろのテーブルが次期役員候補テーブルで

中堅会員が多くおりその左のテーブル（入り口に一番近

い）は遅刻、早退席で都合で遅刻、途中で退室されるメ

ンバーは講師の方に失礼にならぬ様に目立たないよう

行動する事が暗黙の決まりでした。 

私は一番後ろの正面に向かって横一列の席を蟹の横

歩きの如く 5～６年位勤め、なかなか一般席に座る事が

出来なかった事を思い出します。一般席では何時も入り

口に近い通称遅刻早退席が私の指定席でした。7 月か

らは古巣のそのテーブルに座りたいと思いましたが残念

ながら直前会長の席が在るため次年度はおとなしく最

前列の席に座り坪井会長を応援したいと思いますが、

本来例会では多くの会員と交流を深め親睦を深める事

を旨としていますので会員のシャッフルは必要かと思い

ます。次年度 SAA.親睦委員会の検討を期待いたしま

す。 

疋田 博之君 30 回 
木村 洋一君 4 回 
須永 博之君 3 回 
澤田 匡宏君 2 回 

山田 実君 2 回 



 
 

《報 告》 

・6/2 例会終了後、定例理事会 

    次年度家庭集会 ミスティにて 

 

《予 定》 

・例会終了後、次年度理事役員予定者会議 

クラブ協議会 たつ吉にて  

 ・6/15 桐生ＲＡＣ足尾植樹 

  ＲＣ3 名(桑原君・堀君・森君)参加 

 

幹事報告 

・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 9 日) 

総員 63 名：出席 36 名 

平成 26 年 5 月 26 日例会修正出席率：76.92％ 

 

ニコニコボックス 

桐生警察署長伝田弘二様…6/2 卓話お礼分を／北川

洋…両目手術で休みましたが、お陰で見えすぎて人の

心の中まで見えます／疋田博之君…卓話をさせて頂き

ます／川村隆君…地区委員として卓話をさせて頂きま

す／松田秀夫君…入会させて頂きありがとうございます

／日野昇君、松島宏明君、藤江篤君、蛭間茂君…結婚

祝／蛭間茂君…誕生祝／疋田博之君、澤田匡宏君、

須永博之君、山田実君…出席１００％／北川洋君、竹

内康雄君、岡部信一郎君、松島宏明君、野間義弘君、

園田誠君…写真戴きました。 

 

卓 話 

 
 
 

 

 
 

 

2014 年ロータリー国際大会に参加して 

今年は、6 月 1 日から 4 日までオーストラリアシドニーの

オリンピックパーク内の会場で開催されました。第 2840

地区は、本田ガバナーの公共イメージ委員会のもと 23

名(家族を含め)の団体で参加しました。他にも伊勢崎な

どから個別に参加している人もいて県内から 30 名近く

の人がいました。我々は、5 月 30 日の夜の便で出発、

31 日の早朝にシドニーに着き、大会前日でしたが会場

へ行き、大会登録を済ませ準備中の友愛の家を見学致

しました。6 月 1 日本大会の早朝、恒例の日本人ロータ

リアン食事会に参加致しました。600 人余りが集まり田中

直前ＲＩ会長も出席し、久しぶりに会う他地区の会員との 

 

 

友好を深めることが出来ました。(日本人の国際大会参

加者が 2,000 人余りなので全員が出席出来なかったよう

です) 

本会議は、人数が多い為、午前と午後の 2 回に分けて

開催、我々は、午後の参加で指定されていました。午前

中は、友愛の家など見学し、各ロータリアンと交流を深

めました。大会委員長、ＲＩ会長、財団委員長の挨拶な

どでは、やはりポリオ撲滅、会員増強など課題となって

いました。その後、アトラクションが入ったりして、大盛会

となりました。6 月 2 日の大会 3 日目は、いろいろな分科

会が開かれていました。 

観光は、ブルーマウンテンの雄大な美しい景色、動物

園のコアラなどなど。 

来年は、ブラジルで開催されますので、普段なかなか行

くことがない所なので時間があえば多くの人に参加して

頂き楽しんでもらいたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナー諮問委員 
ガバナー指名委員 
意義ある業績賞選考委員 
地区戦略委員 
       疋田 博之 君 

開会式 

友愛の家 
展示ブース等があり、 
交流の場になっています。 

オペラハウスを 
背景に記念写真 

動物園の 
 コアラ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区幹事として正式活動が始まったのはガバナーエレ

クト事務所の開設（2011年9月）、でした。それ以前の活

動としては、第 2 分区Ａの各クラブに対する協力依頼や、

地区副幹事のお願い、事務局員選定と核となる地区内

人選の実行でした。エレクト事務所がスタートすると次に

はガバナー補佐の任命が重要となります。続けて組織

づくり、予算、日程と詰めなくてはならない重要事項が

あり、ようやくガバナー補佐委員長会議を開いたのは年

明けの事でした。以来地区チーム研修セミナー、ＰＥＴＳ、

地区協議会と準備段階の会議が行われます。１０月の

地区大会が終了した時は、正直疲れていました。 

 裏方の苦労はある程度理解していたつもりでしたが、

なかなか思うように事が運ばず焦る場面もありました。こ

れも良い経験と考えるには組織が重くなりすぎている印

象がありました。事務局の固定化に期待したいと思って

います。 

 また研修委員としては主にＲＬＩのディスカッションリー

ダーとして活動しました。これはその場での自分が試さ

れているような印象があります。対話が自分自身の仕事

の多くの部分を占めていることを考えると、興味深い空

間であり、緊張と楽しさの共存する空間でした。是非一

度ご参加ください。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2840 地区については、疋田ＰＧ、松島前地区幹事両

名の話しでだいたいお解りと思いますので、2012-2013

地区副幹事としてＲＩＤ2840ＲＦＣの担当であった時の事

を少し話しさせて戴きます。2011 年後半から 2012 年 5

月迄は翌年度からの活動変更に伴う意見調整がＲＦＣ

内で何度となく行われました。7 名の小委員長と牛久保

委員長の静かなる争議は脇に居る小生にも楽しく、つ

い言葉を挟み「副幹事越権だ」と牛久保委員長に言わ

れた事も有りました。高木貞一郎ＰＧも楽しい方でした。

「良いグループでは意見が食い違う」という言葉通りの

集まりでした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本田ガバナ－年度の青少年交換委員会の活動につい

て報告致します。 

青少年交換委員会の役割は、15 歳から 19 歳までの学

生が海外の人々と交流し、異文化を体験する事によっ

て、世界に対する視野が広がると共に、学生の自己に

対する理解も深まり海外の文化を吸収すると共に、日本

を見つめ直す良い機会となっています。青少年交換は、

ロ－タリ－クラブの奉仕の精神をつちかい世界への親

善大使として成長する機会を提供します。 

 交換プログラムは、長期交換（1 年間）と短期交換（1 カ

月）の二種類を当地区では行なっています。長期交換

は、受入国で 2 つ以上のホストファミリ－と生活を共にし、

学校に通学する事が義務づけられています。短期交換

は、受入国で 1 つ以上のホストファミリ－と生活を共にし、

学校に通学する事はいりませんが当地区では、通学す

る事を推奨しています。交換とは、海外（当地区はアメリ

カと交換しています）に派遣した学生の受入れ地区アメ

リカの学生を当地区で預かりますが、その際学生を派遣

したＲＣが引受ける事になします。 

 今年は、桐生ＲＣでも短期学生をスポンサ－しました

ので、アメリカの学生をホストします。来日しましたら皆様

にご紹介致しますので宜しくお願い致します。 

 私も、疋田ガバナ－年度の担当副幹事を含め 3 年こ

の委員会に所属していますが、いつも思う事は、エントリ

－して来た時の希望と不安を胸に秘めた学生の姿とア

メリカから帰って来た学生が同一人物かと目を疑うばか

りに成長して帰ってきます。この瞬間の感動が青少年交

換委員会に所属していて良かったと思うときです。 

 桐生ＲＣでも以前学生をホストした経験が有ります。今

後学生をホストしてこの感動を皆様にもあじわって欲し

いと思います。まとまらない報告となりましたが、1 年間

無事に参加できた事に、会員の皆様の協力と支援に感

謝して報告に替えさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区幹事・地区研修委員 
松島 宏明 君 

奨学金・学友・ 
ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員 
     川村 隆 君 

青少年交換委員   堀 明 君 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当委員会は、ロータリー財団委員会の４部門のうちの一

つで以前は、研究グループ交換(ＧＳＥ)という名称で呼

ばれていましたが、未来の夢計画以後、職業研修チー

ム(Ｖocational Training Tem)すなわちＶ．Ｔ．Ｔといい、ロ

ータリアンとロータリアン以外の人たちからなる職業人グ

ループがチームを編成して海外を訪れ、特定の分野の

研修をしたり、自ら知識や経験を学ぶことの出来るプロ

グラムです。ＶＴＴの編成は、クラブあるいは地区のロー

タリー財団補助金を利用することが出来ますし予算額の

大きいグローバル補助金の活用も出来ます。 

ここ２年間は、委員会の開催もありませんでしたが３年目

の次年度には何らかのアクションがあると思われますの

で、その際はまたご報告をしたいと思います。地区に出

て行くことは月並みですが他のロータリアンとの交流が

深められるので、機会があったら出て行った方がよろし

いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学委員会は、年に 5 回から 6 回の行事を実施し

ます。 

7 月から 8 月に県内の指定校の先生方においでいただ

いて米山奨学金の趣旨や応募方法を説明します。以前

は、学校を特定せずに奨学生の募集をしていたようで

すが、現在は群馬大学や高崎経済大学等対象となる大

学、大学院が決められています。これから 10 月頃にか

けて奨学生となることを希望する留学生を募るわけです

が、希望する留学生は経済的な状況やゼミの担当教授

の推薦状、自分の研究と将来の目標を日本語でまとめ

て応募書類と一緒にガバナー事務所へ提出をします。 

年が明けて 1 月下旬頃に米山奨学生の選考会が開催

されます。応募人数は 25 名程度ですが、ガバナー、担

当パストガバナー、米山委員で 4 グループ程度にわけ

各グループが 6 名から 7 名の面接を 1 日で実施し、評

価点をつけてその点数に基づいて決定されます。応募

者ですが、やはり中国からの留学生が圧倒的に多いの

で、応募者も中国の方が半数以上を占めます。その他

には最近はベトナムの方が多いような印象です。他には

バングラデシュやインドネシア、マレーシア等東南アジ 

 

 

 

 

 

アの方となりますが、時折ヨーロッパからの留学生もいま

す。奨学生に選ばれた方は、4 月中旬にオリエンテーシ 

ョンを受け、米山奨学生としての誓約書を提出して正式

に奨学生となります。この時には引き受けクラブのカウン

セラーも同席して、今後の打合せをします。その他には、

各クラブ向けに米山奨学会のことを分かっていただくた

めに 9 月上旬に地区米山奨学セミナーが開かれますの

で、是非ご出席いただきたいと思います。 

 

 

2013-2014 年度地区役員・委員 

 

 

2014-2015 年度地区役員・委員 

 

 

 

疋田 博之 君 ガバナー諮問委員 

ガバナー指名委員 

意義ある業績賞選考委員 

地区戦略計画委員 

松島 宏明 君 地区幹事・地区研修委員 

山上 達也 君 地区財務委員 

川村  隆 君 奨学金・学友・ロータリー平和 

フェローシップ委員 

堀   明 君 青少年交換委員 

山﨑 一順 君 職業研修チーム委員 

大友 一之 君 米山奨学委員 

疋田 博之 君 ガバナー諮問委員 

ガバナー指名委員 

意義ある業績賞選考委員 

女性ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

竹内 靖博 君 第２分区Ａガバナー補佐 

松島 宏明 君 危機管理委員 

ﾛｰﾀﾘｰの友地区委員 

川村  隆 君 奨学金・学友・ロータリー平和 

フェローシップ委員 

堀   明 君 青少年交換委員 

山﨑 一順 君 職業研修チーム委員 

大友 一之 君 米山奨学委員 

桑原 志郎 君 インターアクト委員 

【次回例会予告】 

6 月 23 日(月) 最終夜間例会 

  卓 話 ：会長 牛膓   章 君 

        幹事 澤田 匡宏 君   

  点 鐘 : 午後６時３０分 

  場 所 ： 吉野家 

            

米山奨学委員 
大友 一之 君 

職業研修チーム委員 
 
  山﨑 一順 君 


