
 

 

R.I 会長 ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン 

国際ロータリー第2840地区 2014-2015年度 国際ロータリーのテーマ 

LIGHT UP ROTARY 

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 坪井 良廣 幹事 須永 博之 
  クラブ会報・情報委員会   後藤圭一・桑原志郎・塚越平人・吉野雅比古・立澤俊明 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２９１８回例会 １０月２７日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

             

              

 

             司会：桐生中央 RC 幹事 須永登君 

1.点 鐘          桐生中央 RC 会長 小野真康君 

2.ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

3.桐生 5ＲＣ会長・幹事・地区役員・委員紹介 

【桐生 5RC 会長・幹事】 

桐 生RC 会長 坪井  良廣君  幹事 須永博之君 

桐 生 南RC 会長 船山  克人君  幹事 鈴木章弘君 

桐 生 西RC 会長 向田   靖君  幹事 横塚直人君 

桐生赤城 RC 会長 羽田野恭男君  幹事 清水  洋君   

桐生中央 RC 会長 小野  真康君  幹事 須永  登君 

【地区役員・委員】 

国際ロータリー第 2840 地区 

ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ、ｶﾞﾊﾞﾅｰ諮問委員、ｶﾞﾊﾞﾅｰ指名委員、 

意義ある業績賞選考委員、女性ﾈｯﾄﾜｰｸ委員ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

                     疋田博之君(桐生 RC)            

第 2 分区 A ガバナー補佐    竹内靖博君（桐生 RC） 

地区補助金委員長     下井田秀一君（桐生西 RC） 

国際奉仕委員長       渡辺幸男君(桐生赤城 RC) 

女性ﾈｯﾄﾜｰｸ委員長   菊地雅子さん（桐生中央 RC） 

危機管理委員･ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員 

                     松島宏明君(桐生 RC) 

米山記念奨学委員        大友一之君（桐生 RC） 

青少年交換委員            堀明君（桐生 RC） 

ポリオプラス委員       増田浩三君(桐生中央 RC) 

公共イメージ(ｵﾝﾂｰ･ｻﾝﾊﾟｳﾛ)委員  

                遠藤二三男君(桐生中央 RC)   

4.挨拶            パストガバナー 疋田博之君 

5.物故会員への黙祷（2013 年 10 月 17 日以降） 

  桐生西 RC 名誉会員  

    星野精助様 2014 年 8 月 4 日ご逝去 

6.会長報告      桐生中央ＲＣ会長 小野真康君 

7.幹事報告      桐生中央 RC 幹事 須永 登君 

8.点 鐘   桐生中央ＲＣ会長 小野真康君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇 親 会 

          

      司会：桐生中央 RC 親睦委員長 笠原康利君 

1.開会挨拶       桐生中央ＲＣ会長 小野真康君 

2.ガバナー補佐挨拶              竹内靖博君 

3.乾 杯            桐生西ＲＣ会長 向田靖君 

4.親睦ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ成績発表並びに表彰式 

          桐生中央 RC ゴルフ部長 白田佳充君          

5.アトラクション  

6.諸事お知らせ     桐生中央 RC S.A.A 黒澤彰君 

7.閉会挨拶      桐生赤城ＲＣ会長 羽田野恭男君 

8.手に手つないで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014－2015 年度桐生５ＲＣ合同夜間例会 
日時：平成２6 年１0 月１6 日(木)  点鐘：午後６時３０分  場所：桐生プリオパレス 

疋田パストガバナー挨拶 竹内ガバナー補佐挨拶 



 

10/12 桐生 5RC 合同チャリティーゴルフコンペ 

赤城カントリー倶楽部 

 

個人戦               団体戦 

 

 

 

 

桐生第一高等学校進路ガイダンス 

10 月 9 日（木） 

 

 桐生第一高校では、毎年 1 年生を対象に働くことの重 

要性や意義を理解し、生徒一人一人にそれぞれの勤

労観・職業観を確立させるという目的で進路ガイダンス

が行われているそうです。 

 当クラブより講師を派遣するのは、今回が 3 回目となり

ます。1 回目は平成 23 年 10 月に 11 クラスそれぞれ１１

名の講師を派遣し、2 回目は、平成 24 年 10 月に 1 年

生全員が集まり、大友一之君が講師となりました。今回

は、飯塚荘一君と松田秀夫君のお二人が講師で、体育

館に集められ、分担しながらお話しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第 2840 地区 

第 14 回(通算 34 回)ライラ研修会 

平成 26 年 10 月 11 日(土)～12 日(日) 

はまゆう山荘にて 

 

今年は、高崎セントラルロータリークラブがホストクラブ 

で、「自然の恵みに感謝して生きる」をテーマに行われ

ました。 

桐生ローターアクトクラブから３名と村田奉仕プロジェク

ト室長、朝倉青少年奉仕委員長が参加致しました。 

 RYLA とは、Rotary Youth Leadership Awards の略で 

「ロータリー青少年指導者育成プログラム」と訳されて 

います。14 歳～30 歳までを対象とした集中研修プロ 

グラムです。 

講師に㈱環境評価機構 代表取締役 片亀光(環境カ

ウンセラー)様をお迎えして、環境問題について研修を

おこないました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2520 地区第 5 分区佐沼ロータリークラブ 

創立５０周年記念式典 

10 月 19 日(日)ホテルサンシャイン佐沼にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坪井会長、村田パスト

幹事、桐生ボランティア

協議会の宮地由高会

長の 3 名が出席致しま

した。東日本大震災 

の時に桐生 5RC で福

幸会館という集会場を

寄付した時からの関係

でご招待頂きました。 

坪井会長は、スピーチ

の出番もありました。 

 

 

 

優勝 桐生赤城 RC 

２位 桐生西 RC 

３位 桐生中央 RC 

４位 桐生 RC 

５位 桐生南 RC 

3 位 須永 博之君 

7 位 野間 義弘君 

19 位 本田雄一郎君 

20 位 牛膓   章君 

29 位 竹内 靖博君 

39 位 森  末廣君 


