
 

 

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２９０８回例会 
(７月１４日(月)第２例会) 

７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． 2013-2014 年度収支決算報告 

５． 2013-2014 年度会計監査報告 

６.  前年度会長挨拶 

７． ロータリー情報アワー 

８． 出席１００％表彰 

９． 会長の時間 

１０． 幹事報告 

１１． 委員会報告 

１２． 卓 話 「新年度を迎えて」 

  クラブ管理運営室長   堀    明 君 

  出席・ニコニコ箱委員長 野間 義弘 君 

  親睦活動副委員長    飯塚 荘一 君 

  雑誌・広報委員長     水越 稔幸 君 

       クラブ会報・情報委員長 後藤 圭一 君 

  プログラム委員長     吉田 栄佐 君 

１３． 点 鐘

 

 

 

2013-2014 年度 

   収支決算報告   

 

      会計 園田 誠 君 

 

 

会計監査報告  

 

 

                     会計監査 

                       舘 盛治 君 

 

 

前年度会長挨拶 

 

 

 

    2013-2014 年度会長 

         牛膓 章 君 

ロータリー情報アワー 

 

  会員研修委員会  

   委員長 養田 隆君 

 

会員研修委員会の名称は、耳慣れない委員会だと思い

ますが、坪井年度より始めて出来た委員会で、以前のロ

ータリー情報委員会であります。この会員研修委員会は、

ロータリー情報委員会と同様、直近３代の会長経験者

により構成されております。昨年の会長であります牛膓

会員、その前の北川会員そして私、養田の３名でありま

す。委員は、それぞれ３年間にあたり当委員会の委員

長という事になります。任務としましては、会員の皆様に

ロータリークラブについての情報、特典、責任等につい

てお知らせする事、特に新入会員にはロータリーをよく

理解してもらい、早くロータリアンとして活動してもらうべ

く、ロータリーの歴史、綱領、活動状況を知らせたり、ロ

ータリーの活動の理解を深めて頂くために各種の資料

などを提供し、研修会を開くなどがあります。それから、

年６回隔月の第一例会においてロータリー情報アワー

の時間を頂いております。この委員会は、もう一つの大

きな任務があります。それは、次次年度の会長候補を決

める事です。９月中に開かれる会長指名委員会(元会長、

幹事経験者全員がメンバー)に会長候補者を選任し、内

諾を得て会長指名委員会に推薦する事です。 

(結構大変な作業ですよ！) 



 
出席１００％表彰 

 

 

 

 

会長の時間 

牛膓年度は、桐生 5RC の最初例会が 7 月 1日の桐生と

聞いています。1 番目はさぞかし緊張されたと推測いた

します。今期は、桐生 RC が 7 日で、最後でした。そこで、

4RC を訪問して、気付いたのですが、最初の点鐘がどこ

も緊張のあまり「キーン」と大きな音でした。そこで、月曜

日の最初の例会に備え金曜日に、須永幹事の司会進

行と点鐘の「カーン」予行練習しました。そのおかげで、

お客様を迎えての沢山の行事があるなか、皆様の御協

力を得て、スムーズに進むことができありがとうございま

した。それと、８月１０日地区大会紹介用のワンフレーズ 

ですが、「国登録文化財、桐生倶楽部を例会場に、６２

年の伝統を誇る 桐生ロータリークラブ」を考えています。

もっと良いワンフレーズありましたら事務局までご連絡下

さい。それでは、今日は、新年度卓話が 6 件と時間が無

いので、引きつづき報告をさせていただきます 

 

《報 告》 

・7/8 臨時理事会 

・7/8 桐生ＲＡＣ初例会、終了後懇親会 

 

《予 定》 

・例会終了後、第 1 回会長候補者推薦委員会 
・7/16 会員増強委員会家庭集会 
・7/17 青少年奉仕委員会家庭集会 
・7/18 親睦活動委員会家庭集会 
・7/21 祝日(海の日)為、休会 
・7/24 家族会総会   
・7/24 野球部懇親会 
・7/26 IAC 年次大会利根商業高等学校にて 
 IAC6 名、顧問 2 名 
 会長、会長エレクト、朝倉青少年奉仕委員長、 
  桑原地区 IAC 委員 出席 
・7/28 竹内ガバナー補佐訪問、例会終了後、 
      クラブ協議会 
 

幹事報告 

・米山記念奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま」が届いておりま

す。 

・桐生第一高校より甲子園出場に際するお礼状と記念 

 品が届いております。 

・桐生発明協会より、発明考案展覧会開催要領が届い 

 ております。 

・桐生西、桐生中央の各 RC より週報到着。 

・次週２１日(月)は、祝日の為休会です。 

 次回例会は、２８日(月)竹内ガバナー補佐訪問日です。   

例会会終了後、クラブ協議会もありますので、お間違

いのないようお気を付けください。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 26 年 7 月 14 日) 

総員 59 名：出席 41 名 

平成 26 年 7 月 7 日例会修正出席率：90.7％ 

 

ニコニコボックス 

疋田博之君…先日は、本田君にいろいろお世話になり

ました／舘盛治君…先週第 1 例会にて結婚誕生祝の

乾杯をさせて頂きました／塚越紀隆君…ロータリー情報

委員長退任／桑原志郎君…副幹事就任、新世代奉仕

委員長退任／山田実君…出席委員長退任／吉田栄佐

君、堀明君、野間義弘君、水越稔幸君、飯塚荘一君、

後藤圭一君…卓話をさせて頂きます／山﨑一順君･･･

出席１００％。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ管理運営室は､今までのクラブ奉仕委員会の三部

門の一つが､今回の組織改変により生まれた組織です｡

室長の職務については､クラブ管理運営委員会の手引

き書によると､所属委員会の活動全般に対して責任を持

ち、各委員会の仕事を監督、調整をする事を任務とまる

と記載されています｡しかし今年度からスタ－ト したば

かりなので手引き書で勉強しながら進めたいと思ってい

ます｡ 

 本年度は、地区及び坪井会長の方針の基 出席・ニコ

ニコ箱委員会 プログラム委員会 親睦活動委員会の

各委員長及び各委員と交流する機会を多く設けて情報

の共有化を図ってクラブ内奉仕に務め､例会に参加す

る事が楽しくなるように各委員会の活動の手助けにてっ

したいと考えています｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度、出席・ニコニコ箱委員長を仰せつかりました。

新井智二副委員長をはじめ、舘盛治会員、金子篤郎会

員、高橋昇会員、赤松隆会員、森末廣会員で一年間活

動して参りますのでよろしくお願い致します。細則により

ますと、出席・ニコニコ箱委員会は、すべてのクラブ会

員があらゆるロータリーの会合に出席すること(地区大会、

国際大会等への出席も含まれる)を奨励する方法を考

案するものとする。この委員会は特に本クラブの例会へ

の出席と本クラブの例会に出席出来ない場合の他クラ 

「新年度を迎えて」  

   

 クラブ管理運営室 

     室長 堀 明 君 

山﨑一順君 22 回 

「新年度を迎えて」    

 

出席・ニコニコ箱委員会 

 委員長 野間 義弘 君 

 



 
 

ブ例会への出席等を奨励し、全会員に出席規定を周知

せしめ、出席を良くするための奨励策を講じることに努

めるものとする。また、ニコニコ箱の運営管理を担当する

となっています。ロータリー入門書では、出席は会員とし

ての最小限の奉仕です。出席なくしてロータリーの目的

は達せられずロータリアンではありません。それは出席

によってはじめて親睦が得られ、奉仕の理想が高めら

れるからです。ロータリーは「会」や「事業団体」ではなく

「クラブ」です。クラブは、一人一人に主体性が置かれて

いるもので、いわば同好者の集まりです。出席しないこ

とは同好者でないことになりロータリー会員の資格を放

棄したことになります。出席こそがロータリアンの資格で

あることを強調すべきです。とあります。 

ニコニコ箱は、ロータリー特有のものであって、しかも端

的にロータリーを表しています。それは、このボックスが

例会を賑わせて、親睦を増進し、そのお金が社会奉仕

資金になる。すなわち、「親睦から奉仕へ」のロータリー

の本質を具現化しているからです。お金を集めるのがこ

の委員会の仕事で使うのは社会奉仕委員会そのほか

の奉仕委員会であることは言うまでもありません。とあり

ます。皆様のご協力をお願い致します。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

本年度ＲＩテーマは「ロータリーに輝きを」である。これを

受けて 2840 地区では、スローガンを「異体同心」～友情

と奉仕の心～築き上げよう「46 のロータリー物語」とし、

「友情と奉仕の心」を以ってクラブを活性化・強化し、ク

ラブ独自の「ロータリー物語」を築き上げようと提唱して

いる。そこで当委員会では、坪井会長がとりあげられた

金子みすずの「私と小鳥とすずと」の精神を生かし、会

員それぞれが個性を生かしつつも連携して活発なロー

タリー活動を行うため、その基礎をなる会員相互の信頼

と友情を深めることを目標として委員会活動を行ってい

く。このように、本年度の親睦活動委員会は、桐生ロー

タリークラブとして初めて迎えることとなる女性会員を含

めて、会員一人一人がその個性を生かして、積極的に

ロータリー活動を行っていけるような雰囲気づくりに貢献

していきたいと考えています。その手始めというわけで

はありませんが、先日の例会でご案内した通り、８月の

家族合同納涼会では余興として各室対抗歌合戦という、

代表者によるカラオケ合戦を企画致しました。これも、納

涼会の前に各室ごとに家庭集会等を開催するなどして、

代表選考会を実施して懇親を図る機会として活用して

頂ければという委員会の思いを込めさせて頂いていま

す。色々な場面で普段のロータリー活動では見られな

い一面を発見するなどして、お互いの懇親を図ってい

ただけると大変嬉しく思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度、新設されました 公共イメージ室 雑誌・広報

委員会の委員長を勤めさせて頂きます 水越稔幸です。 

ご協力頂きます委員会構成は、副委員長に山田 実会

員・委員に川島康雄会員・日野 昇会員と強力な 3 名の

会員を選抜して頂きました。優秀な澤田室長の下、昨年

度委員長の野間会員に負けぬよう力を合わせ精一杯頑

張って行きたいと考えております。 

 委員会目標としては、ロータリーの最新情報や、我が

クラブに於いても大変参考になると思われる全国各地

のクラブの考え方や活動状況が満載の「ロータリーの

友」誌を全会員に興味を持って楽しく読んで頂けるよう、

特に変更の無い限り、毎月第一例会に「ロータリーの友

誌」をお配りし、興味のある記事や参考になる記事を抜

粋し時間の有る限り細かく紹介して参ります。 

又、多くの会員諸兄に様々な活動やご意見を「ロータリ

ーの友」誌にご投稿頂けるよう研究・呼び掛けをして参り

ます。 

 そしてもう一つの重要な役割であります、ロータリーク

ラブの公共イメージ向上の為、桐生ロータリークラブで

行う様々な行事や奉仕活動、考え方を地域メディア、特

に木村会員ご経営の「桐生タイムス社」様に絶大なご協

力をお願いし、会員以外の方々にも広くロータリーの活

動を知って頂く為に各委員会と連携・協力し活動して参

ります。 どうか一年間、皆様のご協力を心からお願いし、

新年度を迎えての卓話とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、クラブ会報・情報委員会の委員長をつとめます

後藤圭一です。 

 どうか一年間よろしくお願いいたします。 

 まずは、桑原志郎副委員長、塚越平人、吉野雅比古、

立澤俊明委員という素晴らしいメンバーと一年間、活動

できることに感謝申し上げます。桐生ロータリーに入会

して、このクラブ会報の委員長をすることが夢でありまし

た。その夢が叶い、もう思い残すことがないという気持ち

で一杯です。本年度より、情報という分野の任務も加わ

り、時代に合ったホームページの充実を図るよう努力し

ますので会員の方で掲載してほしいという情報があれ

ば遠慮なく委員会にお申し付けください。 

 まだまだ入会間もない若造ですが、小器用になること

なくがむしゃらに行動していく決意ですので、何卒一年

間よろしくお願いいたします。 

 

「新年度を迎えて」    

 

 親睦活動委員会 

 副委員長 飯塚 荘一 君 

 

「新年度を迎えて」  

   

 雑誌・広報委員会 

  委員長 水越 稔幸 君 

「新年度を迎えて」  

   

 クラブ会報・情報委員会 

  委員長 後藤 圭一 君 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 年度の国際ロータリーのテーマは「ロータリ

ーに輝きを」とケイリーＣ．ＫホワンＲＩ会長は発表されま

した。この高い目標を実践するには、ロータリー自体に

対する手入れを怠らずロータリーファミリーを拡大して行

く事が必要であり、ロータリアン一人一人が自覚と意識

を持ち、輝きのある人となり、その会員によって創られた

クラブが輝き、地域社会でロータリーの存在感を高める

事で「ロータリーに輝きを」もたらすことができると述べて

おります。今年度は、桐生ロータリークラブ会員が勉強

になったと言われるような卓話を提供して桐生ロータリ

ークラブ及び会員が輝くよう努力いたします。 

前半は、多くの桐生ロータリークラブの会員に卓話をお

願いして参ります。後半は、バランスを考え、委員会メン

バーや他委員会と協議の上で卓話者を決定して参りま

す。また、話題性、出来事などタイムリーにプログラムを

検討、実践して参ります。会員の皆様には情報提供な

どして頂きたいと思います。どうか皆様のご協力、ご指

導よろしくお願い致します。 

 

 

 

【例会予告】 

 

8 月 4 日(月) 

    ♦卓話 会員組織強化室 

         奉仕プロジェクト室 

    ♦食事  飛天 

8 月 11 日(月)休会 

8 月 18 日(月) 

    ♦卓話 ﾛｰﾀﾘｰ財団・奨学室 

    ♦食事  たつ吉 

8 月 25 日(月) 

     家族合同納涼会    美喜仁館 

        

「新年度を迎えて」    

 

 プログラム委員会 

  委員長 吉田 栄佐 君 

 

家 族 会 総 会 
平成 26 年 7 月 24 日(木) 

ラ･ポルトにて 

今年度、家族会坪井みはと会長、須永純子幹事より 
前年度、牛膓キヨ子会長と澤田幸江幹事へ花束贈呈。 
お疲れ様でした。 


