
 

 

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２９１９回例会 
(１０月２０日(月)第３例会) 

１０月２０日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 米山功労者表彰 

５． 出席１００％表彰 

６． RYLA 修了証 授与 

 ７． 会長の時間 

 ８． 幹事報告 

 ９． 委員会報告 

１０． 優良従業員表彰  職業・社会奉仕委員会担当 

１１． 点 鐘

 

〈桐生 RAC〉 会長 大友 亨介 君               〈桐生 RAC〉 副幹事 清水  大 君 

             

米山功労者表彰 

 

 

 

 

出席１００％表彰 

 

 

 

 

RYLA 修了証 授与 

 

 

会長の時間 

ロータリーの例会も一週間空きましてしばらくぶりにお会

いします。その間に２回の台風でそれもテレビで被害を

見ているのですから、どんなに大変かと心構えをしてい

ると、それほどでも無く良い天気になりました。肩すかし

でしたが、群馬はいいところだと思います。かと言って、

オオカミ少年では、ありませんが安心していると大変な

事になるかも知れませんので注意が必要です。 

 朝晩寒く、秋も深まり過ごしやすい気節になってまいり

ました。風邪など引かぬよう頑張りましょう。これで会長

の時間を終わります。 

 

《報 告》 

・10/6 定例理事会 

・10/9 桐生第一高校進路ガイダンス 飯塚君・松田君 

・10/11～12 ライラ研修会 

 村田室長、朝倉青少年奉仕委員長、ＲＡＣ3 名 参加 

・10/12 桐生 5ＲＣ合同ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 

・10/13 体育の日(祝日)のため、休会 

・10/14 会員増強推進会議  

・10/15 臨時理事会 

・10/16 桐生 5ＲＣ会長幹事会 例会前 

     桐生 5ＲＣ合同例会 

     桐生プリオパレスにて 18：30 点鐘 

・10/19 佐沼ＲＣ創立 50 周年記念式典 

      会長・村田パスト幹事 出席 

     ＲＬＩセミナー 前橋問屋センター会館にて 

      会長エレクト・副幹事 出席 

 

《予 定》 

・10/26 地区決議会 前橋商工会議所にて  

・10/27 インターアクトクラブ創立３０周年記念式典 

      桐生倶楽部にて 食事 18：00 点鐘 18：30 

 

幹事報告 

・竹内正幸ガバナーより、公式訪問のお礼状が届いて 

 おります。 

・高崎セントラルロータリークラブより、RYLA 研修のお礼 

 状が届いております。 

・米山奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま」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。 

堀  明君 16 回 
森 末廣君  5 回 

ようこそビジター 

第 5 回 疋田博之君 
第 3 回 堀  明君 



 
・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。 

・ファッションタウン桐生推進協議会より「第 19 回桐生フ 

 ァッションウイーク」開催のご案内が届いております。 

・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。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城、太田の各 RC 

 より週報到着。 

・次週１０月２７日(月)は、桐生第一高校インターアクトク 

 ラブ創立30周年記念式典で、夜間例会です。18時～ 

 食事、18 時 30 分点鐘となりますので、お間違えのな 

 いようお気をつけください。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 26 年 10 月 20 日) 

総員 64 名：出席 34 名 

平成 26 年 9 月 29 日例会修正出席率：86.2％ 

 

ニコニコボックス 

塚越平人君、前原勝良君、村田勝俊君、須永博之君、

飯塚荘一君、田中一枝さん･･･優良従業員表彰をして

頂きありがとうございます／坂入勝君･･･卓話をさせて頂

きます／水越稔幸君…尊敬する坂入会員の卓話で勉

強させて頂きます／柳明彦君･･･坂入さん本日の卓話よ

ろしくお願いします／村田勝俊君…坪井会長、宮地ボ

ラ協会長さんと宮城県さ沼 RC 創立 50 周年式典に参加

してきました／須永博之君…佐沼 RC 創立 50 周年記念

式典に坪井会長を村田パスト幹事が参加されました。

大変お疲れ様でした／坂入勝君･･･結婚祝／坂入勝君、

大島千賀子さん…誕生祝／山﨑一順君、村田勝俊君

…写真を戴きました。 

 

優良従業員表彰 
    司会  職業社会奉仕副委員長  飯塚 荘一 

１．開会の言葉  職業社会奉仕委員長  柳明彦 

2．挨 拶            会  長 坪井良廣 

3．受賞者紹介及び表彰状・記念品授与 

           職業社会奉仕委員長 柳明彦 

4.受賞者代表謝辞 

            桐生瓦斯株式会社 松島英樹様 

5．閉会のことば   奉仕プロジェクト室長 村田 勝俊 
                                    (敬称略)                                                                     

卓 話 

 

 

 

 

 

 

まずは柳委員長に今回の卓話の機会を与えていただき

ました事心より御礼申し上げます。又、優良従業員表彰

を受けられた皆様心よりおめでとうございます。RC には

職業奉仕の理念の実行に役立つものとして 4 つのテスト

があります。これは 1954 年に国際ロータリー会長を務め

たハーバードテーラーが 1932 年世界大恐慌の時莫大

な借金を抱え倒産の危機に瀕していた会社から再建を

依頼され、同業者にはない何かを育成しなければなりま

せん。彼はその何かに社員の人格と信頼性と奉仕の心

を選んだのです。その育成の指針として会社の全従業

員《250 人》が使えるような倫理上の尺度して作られたの

が四つのテストです。 

○真実か どうか《事実かどうか》 

○みんなに公平か《すべての取引先に対して公正か》 

○好意と友情を深めるか 

  《信用を高め、取引先を増やすか》 

○みんなのためになるかどうか 

 《すべての取引先に利益をもたらすか》 

《》内は直訳ですがいずれにしてもロータリアンの言行

はこの四つの問いの全てに（イエスと答えられるもので

はなければならない）ということを忘れてはなりません。

今年度より CLP の導入により組織が大きく変わり職業奉

仕と社会奉仕が1つの委員会となりました。私自身もＲＣ

に入会してはや 11 年たちました。入会して 2 年目にこ

の四つのテストをヒントに自社の企業理念を構築しまし

た。評価価値、顧客価値、経済価値、組織価値それぞ

れの価値の視点で自身の考えを整理し 1 体として束ね

る理念が構築できたと思います。 

当社の理念全部を述べることは出来ませんが、そのﾜﾝ

フレーズに利益は当社の目的《事業継続、皆の幸せ、

充実した社会貢献、豊かな郷土づくり》を達成するため

の手段である。会社の評価価値、組織価値を達成する

ための経済価値の活性化ということです。そしてその根

底には《善意》というものがあるわけです。当社も年 3 回

の慰問活動、ボトルキャップ、切手、などできる限りの社

会貢献を実施しております。今後も職業奉仕と社会奉

仕《青少年奉仕》も含めてこ

れらの活性化に寄与できる

よう精進する決意でございま

す。本日表彰を受けた皆様

も 本 日 を 良 い 機 会 と し て

益々精進されることをお祈り

申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

被表彰者名 事業所名 
勤続 

年数 推薦者 

松島 英樹 桐生瓦斯㈱式会社 32 塚越 紀隆 

加藤 知美 村田勝俊税理士事務所 23 村田 勝俊 

入口美智子 株式会社ホンダ 15 本田雄一郎 

青木  昇 株式会社たつきち 15 飯塚 荘一 

丹羽 美幸 桐生典礼株式会社 14 田中 一枝 

蛭間  恵 医療法人前原内科医院 13 前原勝良 

新井  真 株式会社ダーウイン 9 須永 博之 

冨田 瞬平 株式会社美喜仁 5 坂入  勝 

 「四つのテストの実践」   

          について 

    

     株式会社美喜仁 

        坂入 勝 君 

 


