
 

 

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２９０９回例会 
(７月２８日(月)第３例会) 

８月４日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． ポール・ハリス・フェロー表彰 

               藤江   篤君 

               岡部信一郎君 

               石島  久司君 

５．新会員入会式 

  (有)ルタンドォール 代表取締役 荒木千恵子さん 

                推薦の言葉 塚越 平人君 

  大島会計事務所   所      長 大島千賀子さん 

                推薦の言葉 山口 正夫君 

  (有)芳朱堂印房   代表取締役 岡野紀子さん 

                推薦の言葉 松島 宏明君 

  小林当織物㈱    代表取締役 小林雅子さん 

                推薦の言葉 牛膓 章君 

  桐生典礼㈱      代表取締役 田中一枝さん 

               推薦の言葉 竹内 靖博君 

・バッチの贈呈 

・歓迎の言葉           会長 坪井 良廣君  

６.  会長の時間 

７． 幹事報告 

８． 委員会報告 

９． 卓 話 

   「ガバナー補佐講話」 

   群馬第２分区Ａガバナー補佐 竹内 靖博 君 

１０． 点 鐘

 

 

〈群馬第 2 分区Ａガバナー補佐〉竹内 靖博 君 〈ローターアクトクラブ地区代表〉大塚 ともみ さん(藤岡 RAC)  

    

ポール・ハリス・フェロー表彰 

 

 

 

 

新会員入会式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤江  篤君 
岡部信一郎君 
石島 久司君 

ようこそビジター 

(有)ルタンドォール 
代表取締役 
荒木 千恵子 さん 

 大島会計事務所 
 所 長 
 大島 千賀子さん 

(有)芳朱堂印房 
代表取締役 
岡野 紀子 さん 

小林当織物㈱ 
代表取締役 
小林 雅子 さん 

桐生典礼㈱ 
代表取締役 
田中 一枝 さん 



 
 

 

 

 

 

 

 

歓迎の言葉              会長 坪井 良廣君 

 この度、初めて 5 人の女性の皆様を、我が桐生ロータ

リークラブ会員ならびに世界のロータリアンの仲間として

迎えました。会員一同、心から歓迎致します。誠におめ

でとうございます。ロータリーの理想は奉仕と親睦であり

ます。私達ロータリアンは、自らの職業の倫理観を高め、

切磋琢磨して社会に貢献することを希望して日々努力

しています。皆様を迎えることにより,クラブの魅力 と勢

いが更に増すことになります。共に手を携え、明るい豊

かな郷土を、そしてすべての人々のために喜びある世

界を築いていこうではありませんか。また、ロータリーは

出席をするというのが一番大事だという様に言われてお

りまして、その為には、早くクラブの人達と親しくなる、親

しくなりますと例会に出てみようという気持ちも起きてくる

ものです。どうぞ新入会員の皆さん、ロータリーを楽しん

でください。宜しくお願いします。そして、5 名の推薦者

の皆様にも感謝申し上げます。 

 
 

会長の時間 

皆さんこんにちは、先輩方がいる中で大変恐縮ですが

この程、桐生ロータリー60 年史を読み直して見ました。 

 ロータリーは、1905 年２月 23 日にシカゴで４人の方、

弁護士のポール・ハリスさん、洋服屋のＨ・ショウレイさ

ん、石炭商のＳ・シールさん、それから鉱山技師のＧ・ロ

アさんという４人の人が２月 23 日、シカゴのアパートの一

室に集まりまして始めたのがロータリーの始まりです。 

 ２週間後には２人の人が加わりまして、印刷業のＨ・ラ

ッグルズさんという人と不動産業のＢ・ジャンセンという人

が加わりまして、６人でロータリーの活動が始まりました。 

 それから３年経ちましてサンフランシスコに２つ目のロ

ータリークラブが出来、それから 1910 年になると隣の国

カナダにもロータリーが出来、1911 年にはアイルランド、

英国イギリスまでロータリーが広がって参りました。 

 1920 年 12 月 20 日、24 人で東京ロータリークラブが誕

生いたします。その時に日本は RI70 地区、日本、台湾、

韓国、満州を含むところが 1 つの地区になっていたそう

です。ロータリーの始まりの 1905 年から 41 年後、桐生ロ

ータリークラブが誕生いたしました。それが、今から 62

年前、１９５３年３月９日、昭和28年 東京、足利の両RC

をスポンサーとして２０人のチャーターメンバーで創立し

た群馬県で初の RC です。創立の部屋は、桐生倶楽部

1 階の 1 号室です。 

 １９５６年 昭和 31 年 初めての１２ページの現況報告 

       書を作成、これ以後厚みを増しています。 

 １９５７年 週報がハガキ大から B５判になりました。近 

       年は A４判です。 

 １９６２年 昭和 37 年 １０周年  

 １９６７年 昭和42年 ３５５地区大会にて、群馬で初め 

       ての前原勝樹ガバナーが誕生しました。 

 １９６８年 昭和 43 年 桐生で３５５地区「群馬、新潟、 

       栃木、茨城」年次大会を産文会館で１９００ 

       人を超す参加者で開催、テレビによる第２会 

       場方式をとりました。 

 １９６９年 昭和 44 年１１月 群馬、新潟地区で初めて 

       の RAC が結成されました。 

 １９７１年 昭和 4６年 3 月 14 日 東日本で初の RAC 

       地区大会が桐生産文会館で 333 名の参加 

       で開かれました。桐商 IAC を新設しました。 

 １９７１年 昭和 46 年 前原パストの「善意の四句」が 

       RI 会長から全世界に紹介されました。 

 １９７２年 昭和 47 年 20 周年  

 １９７３年 昭和 48 年 前原パスト「ロータリー入門書」 

       を出版されました。 

 １９７７年 昭和 52 年 市役所前に「モッコク」植樹 

       韓国慶州と姉妹クラブ提携 

 １９７９年 昭和 54 年 RI75 周年で植樹 2000 本境野 

       桐生環境センター 四つのテスト石碑建立 

 １９８２年 昭和 57 年 30 周年 龍山と友好クラブ  

       ソーラークロック贈呈 

 １９８３年 昭和 58 年 桐丘高 IAC を新設 群大留学 

       生との交流会 坐禅と朝粥の会始まります。 

       元宿にロータリー花壇 

 １９８９年 平成 1 年 吉野一郎ガバナー、桐生で２５６ 

       地区「群馬、新潟」大会開催 

 １９９０年 平成 2 年 ポールハリス三世の月桂樹植え 

        られる 

 ２０１２年 平成 24 年 疋田博之ガバナー、桐生で２８ 

       ４０地区「群馬」地区大会、 

       桐生５RC 南三陸歌津の集会所福幸「ふっこ 

       う」会館建設資金提供。 

       復興後は「幸福会館」となる予定。 

 以上、だいぶ、はしょった歴史ですが、「奉仕活動、周

年式典と事業、新クラブ創設、海外姉妹クラブとの交流、

RAC、 IAC 活動、交換留学生、米山奨学生」など割愛

し、目立った事柄のみの紹介をさせていただきました。 

 

《報 告》 

・7/14 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)の為、休会 

・7/24 家族会総会 ラ･ポルト  

・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 

 

《予 定》 

・例会終了後、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。 

 ８月は、１＄＝１０２円です。 

・桐生第一高校より「甲子園出場の記録集」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。 

・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、桐生赤城の各ＲＣより週 

 報到着。 

・本日例会終了後、クラブ協議会を開催致しますので理 

 事・役員、各委員会委員長は、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 7 月 28 日) 

総員 64 名：出席 45 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･･･第 2840 地区女性ネットワーク委員会アド

バイザーとして女性会員の入会を祝して／坪井良廣君、

金子篤郎君、山口正夫君、堀明君、岸田信克君、村田

勝俊君、須永博之君、大友一之君、竹内靖博君、柳明

彦君、山上達也君、水越稔幸君･･･女性会員の入会を

祝して／竹内康雄君･･･大島さんの入会を歓迎して／

松島宏明君･･･岡野さんの入会を祝して／竹内靖博

君･･･ガバナー補佐として訪問させて頂きます／坪井良

廣君･･･昨日初孫の『お食い初め』と宮参りではなく寺参

りをしました／山口正夫君･･･副会長退任／藤江篤

君･･･ポール・ハリス・フェロー表彰頂きありがとうござい

ます／水越稔幸君…稔幸さんお誕生日7/28おめでとう

ございます／月門快憲君･･･前回例会で会場設営に不

手際がありました。申し訳ありませんでした／朝倉剛太

郎君･･･青少年奉仕委員長就任／坪井良廣君、山﨑一

順君、牛膓章君、養田隆君、吉田栄佐君、堀明君、園

田誠君、水越稔幸君、後藤圭一君･･･写真戴きました。 

 

ガバナー補佐講話 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４～２０１５年度第２８４０地区 

テーマ  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」 

        

 

 

RI 会長プロフィール 

ゲイリーC.K.ホァン(台湾 台北 RC) 

中国南部生まれ、台湾育ち、イースタン・ミシガン大学

卒業、保険会社社長 

新光セキュリティー会社会長、RI 理事、副会長を歴任 

会員増強に多大な貢献、台湾に１００名のメジャードナ

ー（累計１００万円以上）を誕生させた。 

RI テーマは「ロータリーに輝きを」Light Up Rotary 

ロータリアン一人一人が輝き、クラブを強化し「ロータリ

ーに輝き」をもたらせればロータリーの奉仕で世界に輝

きをもたらすことが出来るでしょうという。 

輝きの目標 

１.会員増強―現会員を維持し１３０万人に 

２．ポリオ撲滅（２０１４．１．１３インドで撲滅証明、残るは   

  アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリアの３カ国） 

ロータリーの考え方、価値観が孔子の教え［修身斉家治

国平天下］の中華的価値観と重なるところがある。孔子

は「元祖ロータリアン」である。 

ポールハリス誕生の２０００年以上前、孔子は「まず自分

の行いを正しく、家庭を整え次に国家を治めてこそ、天

下が平和になる。」 

  

今年度はロータリーの奉仕を人々と分かち合い、クラブ

をより強固なものとし、地域社会でロータリーの存在感を

高めることで「ロータリーに輝きを」もたらして欲しいもの

です。 

会員増強には 

１.配偶者、家族 

２．青少年交換元学生 

３．財団学友等 

４．女性会員の増強 

新会員の入会理由、退会者の理由 

ビル＆メリンダ・ゲイツ財団のチャレンジに答える。 

「ロータリーに輝きを」Light Up Rotary は力強いロータ

リーになるために会員一人一人が行動することを呼び

かけるもので今年度の会長賞は会員基盤を広げ、奉仕

の効果を高め、そのネットワークを広げるために行動し

たクラブを表彰する。 

手続きは各活動項目で特定のポイントを満たし、カテゴ

リーごとに必須項目一つを満たす必要がある。全ての

活動項目は２０１４年７月１日から２０１５年３月３１日まで

に完了する。 

受賞資格を満たしたクラブは３月３１日迄に地区ガバナ

ーに提出し、地区ガバナーは４月１５日迄に国際ロータ

リーに提出すること。 

  

奉仕プロジェクト必須項目 

＊ 平和と紛争予防・紛争解決 

＊ 水と衛生 

＊ 母子の健康 

＊ 基本的教育と識字率向上 

＊ 経済と地域社会の発展 

 

ロータリーファミリープロジェクト 

 地区のロータリーデーを主催、新入会員の増強 

   

群馬第 2 分区Ａ 

ガバナー補佐 竹内靖博君 

      



 
  

 

 

 

２０１４～２０１５年度 竹内ガバナーメッセージ 

RI 会長はロータリーを見直し、拡大し自覚意識を高めた

ロータリアン一人一人が地域社会での存在感を高めれ

ば「ロータリーに輝きを」をもたらす事が出来ると考えて

いる。更に大きな目標を掲げている 

１．会員増強 

   会員減少に歯止めがきかない。 

   ５０歳以上 ７０％、男性 ８１％、女性 １９％ 

   ２８４０地区 １５年前２５６０地区新潟と分割した時  

   ２４００名      本年１月現在 １９１２名 

   増強によりクラブ活性化、強化することで各クラブ 

   の「ロータリー物語」を作り上げることが出来る。 

 ２．ポリオ撲滅 

   ２０１４．１．１３．インドでポリオ撲滅が証明される。 

   ２０１８年全世界から１００％ポリオ撲滅宣言される。 

   アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリアのみ 

   

地区スローガン・地区活動目標 

「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」 

２０１３年１０月２７日地区大会決議 

 ３ヵ年地区戦略計画を目標 

  

１．会員増強  

  （１）２０００名以上の会員 

  （２）地区内全クラブで純増の達成 

２．未来の夢計画 

  （１）地区内全クラブが地区補助金対象事業申請 

  （２）毎年３クラブ以上がグローバル補助金申請 

３．寄付目標 

  （１）ロータリー財団年次寄付 一人１５０ドル以上 

  （２）ポリオプラス寄付      一人 ２０ドル以上 

  （３）米山記念奨学会      一人１６，０００円以上 

４．ロータリー研修 

  地区、クラブはロータリー研修の強化充実する 

  クラブは RLI セミナーに積極的に参加する。 

５．公共イメージ 

  クラブの地域に対する発信を積極的に活発化し、 

  クラブの存在価値を高める奉仕プロジェクトを積極的 

  に開発、推進する。 

６．青少年奉仕 

  青少年部門の RI 常設プログラムを充実させ「こども 

  の未来を育む」活動を推進する。 

７．奉仕の理念 

  「奉仕の理念の奨励・育成」を実践する。 

  

以上３ヵ年地区戦略計画の他に本年の重点目標 

１．東日本大震災復興への支援 

２．IM の実施 

３．女性ネットワーク委員会の設置と女性会員の増強 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生第一高校インターアクター6 名、顧問 2 名、 

桐生ロータリークラブ会長、会長エレクト、朝倉青少年

奉仕委員長、桑原地区インターアクト委員が参加致しま

した。 

 

 

【例会予告】 

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 うな重 

8 月 25 日(月) 

     家族合同納涼会 

     点鐘：午後 6 時 30 分 

     場所：美喜仁館(元宿) 

      

国際ロータリー第 2840 地区 
2014-2015 年度 

インターアクト年次大会 
平成 26 年 7 月 26 日(土) 

利根沼田学校組合立利根商業高校にて 

分科会 

 

日本文化体験 

箏を弾いてみよう 

      


