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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
R.I 会長 ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン
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。
パストガバナー
会長

クラブ会報・情報委員会

坪井 良廣

前 原 勝 樹

幹事

須永 博之

後藤圭一・桑原志郎・塚越平人・吉野雅比古・立澤俊明

第２９０７回例会
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点 鐘
国歌斉唱
桐生市歌斉唱
四つのテスト唱和
来訪者紹介
新旧会長・幹事バッチの交換
感謝状ならびに記念品・バッチの贈呈
役員就任式
委嘱状の伝達 〈第２８４０地区〉
ガバナー諮問委員会委員・ガバナー指名委員会
委員・意義ある業績賞選考委員会委員・女性ネッ
トーワク委員会アドバイザー
疋田 博之 君
第２分区Ａガバナー補佐・資金推進委員会委員
年次寄付委員会委員・恒久基金・大口寄付委員
会委員・会員組織強化委員会委員・規定審議会
立法案検討委員会委員
竹内 靖博 君
危機管理委員会委員・ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員
松島 宏明 君

職業研修チーム委員会 委員 山﨑 一順 君
奨学金・学友・ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員会委員
川村
隆 君
青少年交換委員会委員
堀
明 君
インターアクト委員会委員
桑原 志郎 君
米山記念奨学委員会委員
大友 一之 君
１０．結婚・誕生祝
１１．乾 杯
１２．会長の時間
１３．幹事報告
１４．委員会報告
１５．卓 話
「新年度を迎えて」
会 長 坪井 良廣 君
副会長 前原 勝 君
幹 事 須永 博之 君
１６．点 鐘

ようこそビジター
〈桐 生 南RC 会長〉船山
〈桐 生 南RC 幹事〉鈴木
〈桐 生 西RC 会長〉向田
〈桐 生 西RC 幹事〉横塚
〈桐生中央 RC 会長〉小野
〈桐生中央 RC 幹事〉須永

克人 君
章弘 君
靖 君
直人 君
真康 君
登 君

桐生５RC 会長幹事の皆様

〈桐生赤城 RC 会長〉羽田野恭男 君
〈桐生赤城 RC 幹事〉清水
洋 君
〈米山奨学生〉ホアン ミン チエン 君
〈夏期交換学生〉柴﨑 はるな さん
〈受入学生〉Elizabeth Marie Brunelle さん
〈保護者〉柴﨑 亜由美 さん

新旧会長・幹事感謝状並びに
記念品・バッチの交換

役員就任式

委嘱状の伝達

《報 告》
・6/24 ＲＡＣ最終例会・懇親会
・6/26 出席ニコニコ箱委員会家庭集会
・6/29 桐生５ＲＣ会長幹事会
・6/30 休会
・7/1 プログラム委員会家庭集会
・7/2 第１回定例理事会
・7/5 インターアクト合同会議 利根商業高校にて
桑原地区インターアクト委員、朝倉青少年奉仕
委員長、ＩＡＣ顧問２名、部長 出席

米山奨学生
ホアン ミン チエン 君
奨学金授与

《予 定》
・7/8 臨時理事会
・7/8 桐生ＲＡＣ初例会、終了後懇親会

幹事報告
夏期交換学生挨拶
四ツ葉学園中等教育学校
柴﨑 はるな さん
受入学生
Elizabeth Marie Brunelle さん
保護者 柴﨑 亜由美 さん

結婚・誕生祝
水越 稔幸君 63 歳
森
末廣君 56 歳
木村 洋一君 50 歳
久保田寿栄君 50 歳

会長の時間
最初の例会で緊張の中 最初のご挨拶をさせていただ
きます。本日は 第二分区 A 桐生の４ロータリーの会
長、幹事さんに表敬訪問をいただき ありがとうございま
す。
今日は、七夕ですが 残念ながら一日雨との予報です
現在のように願いごとを短冊に書いて笹竹につるす七
夕祭りの形となったのは、江戸時代のころ笹竹は古くか
ら厄よけの力を持つ聖なる植物とされていたので、この
霊力によってより願いがかなうと信じられていました。ま
た、七夕には天の川や機織りの糸に見立てたそうめん
を食べるようになりました。そうめんを食べると「おこり（熱
病）」にならないと伝えられていました。
どなたか 申しておりましたが、今期の会長、副会長、幹
事ですが、会長は桐生城の菩提寺の鳳仙寺の住職
副会長は桐生の鎮守の天満宮の神主、幹事は保険の
株式会社ダーウインの社長、と宗教系と安心の布陣で、
悟り願い備えの年度かなと思っております。
今期は、元気なクラブ、楽しいロータリーにしたいと努力
してゆきますのでこれから 1 年宜しくお願いいたします。

・国際ロータリーよりロータリーレートのご案内です。
7 月は、１＄＝１０２円です。
・本田直前ガバナーより「ロータリーの広報の記録」と任
期満了のお礼状が届いております。尚、本年度よりガ
バナー事務所固定化となり、引き続き竹内ガバナー事
務所となっております。
・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。
・すばらしい歌津をつくる協議会より「一燈」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。

委員会報告
出席委員会
本日の出席(平成 26 年 7 月 7 日)
総員 59 名：出席 42 名
平成 26 年 6 月 23 日例会修正出席率：85.5％
ニコニコボックス
桐生南 RC 様・桐生西 RC 様・桐生中央 RC 様・桐生赤
城 RC 様…ニコニコ箱にご献金いただきました／坪井良
廣君…桐生４ＲＣ会長・幹事をお迎えして／須永博之
君･･･桐生 4ＲＣの皆様、先週はお世話になりました／堀
明君…青少年交換学生エリザベスとはるなさんをお迎
えして／須永博之君…母の葬儀では、大変皆様にお
世話になりました／坪井良廣君…会長就任、会長ｴﾚｸ
ﾄ・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長退任／堀明君…会長ｴﾚｸﾄ・ｸﾗﾌﾞ管
理運営室長就任／前原勝君…副会長就任／松島宏明
君…会員組織強化室長就任／村田勝俊君…奉仕プロ
ジェクト室長就任／牛膓章君…直前会長就任、会長退
任／澤田匡宏君…直前幹事・公共イメージ室長就任、
幹事退任／須永博之君…幹事就任、副幹事退任／園
田誠君…会計就任、会計退任／月門快憲君…Ｓ．Ａ．
Ａ就任、副Ｓ．Ａ．Ａ退任／木村洋一君…副Ｓ．Ａ．Ａ就
任、社会奉仕委員長退任／増山大祐君…副Ｓ．Ａ．Ａ
就任／野間義弘君…出席・ニコニコ箱委員長就任、雑
誌委員長退任／吉田栄佐君…プログラム委員長就任
／山上達也君…親睦活動委員長就任／水越稔幸君…

雑誌・広報委員長就任、国際奉仕委員長退任／後藤
圭一君…クラブ会報・情報委員長就任、ニコニコ箱委員
長退任／本田雄一郎君…会員増強・選考委員長就任
／養田隆君…会員研修委員長就任／柳明彦君…職
業・社会奉仕委員長就任、プログラム委員長退任／久
保田寿栄君…ﾛｰﾀﾘｰ情報・財団委員長就任、ﾛｰﾀﾘｰ
財団委員長退任／高橋弘史君…米山奨学委員長就任、
クラブ会報・広報委員長退任／大友一之君…長期計画
委員長就任、直前幹事退任／北川洋君…直前会長退
任／飯塚荘一君…副Ｓ．Ａ．Ａ退任／森末廣君…親睦
活動委員長退任／舘盛治君…職業分類会員選考、長
期計画委員長退任／岡部信一郎君…会員増強委員長
退任／岸田信克君…歴史編纂・情報処理委員長退任
／坂入勝君…米山奨学委員長退任／森末廣君、木村
洋一君、水越稔幸君、久保田寿栄君･･･誕生祝。
卓 話

「新年度を迎えて」
会長 坪井 良廣 君
この度、2014-2015 年度の会長に就任させていただきま
した。今年は、桐生ロータリークラブの伝統と歴史を継
続しながら、財団や奉仕活動の新しいプログラムや CLP
また IT による効果的なクラブ運営のはじまる年でもあり
ます。2014-15 年度 ケイリーC.K.ホァン RI 会長は、RI
テーマを「ロータリーに輝きを」と発表されました。
2014-15 年度ガバナー竹内正幸氏は、地区のスローガ
ンは、「異体同心」〜友情と奉仕の心〜築き上げよう「４
６のロータリー物語」です。「友情と奉仕の心」を以てクラ
ブを活性化・強化し、クラブ独自の「ロータリー物語」を
築きあげましょうと言っております。
これ以上の、RI と 2840 地区の目標のご説明は、28 日に
予定されています、竹内靖博ガバナー補佐の訪問例会
にお任せしたいと思います。
桐生ロータリークラブの重点目標の達成
前年の牛膓年度では、創立６０周年、ガバナー輩出年
度の次の癒しの年としながらも、新たに、「温故知新」の
精神でクラブ創設の熱き思いを知り、今を考え、対話と
親睦を図りました。さらに、未来の夢計画の最初の実施、
長期計画委員会による、細則の変更、会員拡大、CLP
に基づいた組織再構築と盛りだくさんの年でした。今年
は、それを検証しながら、継続して行きたいと思います。
今年度の地区のスローガンの「異体同心」から、金子
みすずの。「わたしと小鳥とすずと」の詩にある「みんな
ちがって、みんないい」を思い出しました。内容は、「そ
れぞれが、べつべつで、でもそれに優劣は無いことを、
そのうえ、みんな違いがあると肯定もしています。
時が経過し、組織が拡大し機構が複雑化するとともに､
残念ながらその機能が活力を失っていきます。
クラブの硬直化を防いだり克服したりするためには、自
クラブのアイデンティティ（強み、らしさ、個性）を繰り返し
確認するとともに、継続的に元気なクラブづくりに取り組

む必要を感じます。そこで、桐生ロータリークラブらしい
違いを見つけ、親睦・奉仕・感動・感謝がある桐生ロー
タリークラブで良かったと思える楽しいロータリーにした
いと思います。
9 の事業計画及び目標
①会員の退会防止と会員増強、女性会員の入会。
目標 純増２名以上
②例会を充実し、自己研鑽と親睦を図る。
③奉仕とボランティア活動を推進する。
④未来の夢計画「キノピー桐生ＰＲ作戦」による社会貢
献と観光 PR の実行。
次年度の計画作成と申請
⑤第二分区 A の IM(インターシティミーティング)の主催
⑥震災復興支援の継続
⑦長期計画委員会による組織運営及び会員満足度の
検証、
⑧桐生ロータリークラブの歴史を学び魅力あるクラブを
考える。
⑨IT を利用し合理化を図る。
の 9 つであります。
最後に、桐生ロータリークラブ会員の皆様の温かいご
協力を戴き、一年間頑張りますので宜しくお願い致しま
す。

「新年度を迎えて」
副会長
前原 勝 君

私は、1995 年度に 37 歳で入会以来、足掛け 20 年程桐
生ＲＣに所属し、その間、藤江聡吉会長年度の幹事、並
びに疋田ガバナー年度の地区副幹事をお引受致しまし
たが、それ以外の年度は、いたっておとなしくただ例会
に出席だけしておりました。しかしながらその出席も最
近の 3〜4 年では、教育委員会の職務もございまして全
例会の 1/4 は、桐生 4ＲＣへの例会メイクで何とか 100％
を保っていたのが、現状でございます。
さて、本年度は、坪井会長、須永幹事のご両名ともかつ
て、桐生青年会議所理事長を務められた上にボランテ
ィア協議会でもご活躍され、才能にも健康にも大変恵ま
れたお２人ですので、副会長は、会長を補佐し、あるい
は事故ある場合は、代理するとありますが少なくとも本
年度に限って言えば、副会長の私の出る幕はほとんど
無いのが現状かと存じます。ただ、私も桐生青年会議
所のＯＢでございまして、坪井会長にはＪＣ入会時に大
変お世話になった先輩として、また須永幹事は、ＪＣ同
期入会同期卒業の友人として長いお付き合いでお互い
に気心も通じ合い、特に須永君が理事長の時、私は常
任理事会員開発室長としてスタッフにも加わっておりま
したので、気持ちの上でのサポートはさせて頂けると思
っております。さて、本年度からＣＬＰに基づき桐生ＲＣも
体制が変わり組織や運営方法も改まってのスタートとな
りました。室単位となって、その下に各委員会が所属し

てそれぞれの委員会活動が開始される事となり、この点
でもかつて所属したＪＣの組織を思い起こさせるものがご
ざいます。ＪＣでは、各委員会が自ら担当例会を受け持
ちそれを目標に活動していた記憶がございます。桐生Ｒ
Ｃでもプログラム委員会とご相談の上で、委員会が主催
する担当例会なども時には企画してみてはいかがでしょ
うか？新しい時代の要請に応える為には体制を一新し、
会員の皆様方におかれましても新たなお気持ちで、桐
生ＲＣの長い伝統と実績を継承しながらも未来に向けて
新しい活動にも積極的にチャレンジして頂ければ幸い
でございます。副会長として至らない点は多々あろうか
と存じますがどうか 1 年間宜しくお願い致します。

インターアクト合同会議
2014 年 7 月 5 日(土)
利根沼田学校組合立利根商業高等学校にて

桑原地区インターアクト委員、朝倉青少年奉仕委員長、
桐生第一高等学校インターアクトクラブ部長、顧問２名
が参加致しました。

「新年度を迎えて」
幹事 須永 博之 君
本年度、幹事を務めさせていただきますので宜しくお願
いいたします。昨年度より、幹事になるためＲＬＩや様々
な研修に参加させていただきましたが、事前準備の大
変さを改めて実感したと共に、歴代幹事の皆様方のご
努力に敬意を表するものであります。さて、新年度にあ
たり、４つ抱負を述べさせていただきます。
まず 1 つ目は、坪井会長の所信を一つでも多く実現さ
せることであります。
2 つ目は、伝統あるロータリークラブとして、桐生ＲＣらし
さを充分に発揮できるような組織運営を心掛けて行きた
いと思います。
昨年度、62 年の歴史を誇る桐生ＲＣがＣＬＰに基づく組
織の大幅見直しや女性会員を含めた会員増強の必要
性を共通認識できた事は、大きな改革であったと思いま
す。そして、その実現を求められた本年度は、坪井会長
の方針に基づき懸案であったＲＩや地区との整合性を図
った組織づくりを実行し、会員の皆様のご理解を頂きな
がら円滑な組織運営を図りたいと思います。
3 つ目として、桐生ＲＣの会員にふさわしい人材を全会
員の協力を得て、一人でも多く発掘し会員増強を行い、
次代を担うロータリアンの育成を図ることであります。
今年度のスタートは 59 名の会員でスタート致しました。
桐生地区の核となるＲＣとして将来７０名を目標とした組
織体制を目指すべきであると思います。
4 つ目に、出席率９０％以上の実現であります。２８４０
地区のセミナーで配布された資料に１月末の通算出席
率が 79％と記載してありました。歴史と伝統を誇るＲＣと
しては大変残念な数字であり、一人でも多くの会員の方
が例会に出席いただけるような企画や運営を図りたいと
思います。
とにかく、身に余る大役でありますので皆様方のご協
力とお力添えを頂きまして一年間無事に務められますこ
とを切にお願いし抱負とさせて頂きます。

桐生ローターアクトクラブ
2014-2015 年度 初例会
平成 26 年 7 月 8 日(火)桐生倶楽部

2014-2015 年度 大友亨介会長、新井義行幹事です。
桐生ロータリークラブ
坪井会長、須永幹事、
村田奉仕プロジェクト室
長、朝倉青少年奉仕委
員長、蛭間青少年奉仕
委員の皆様も参加致し
ました。

【例会予告】
7 月 21 日(月) 休 会
7 月 28 日(月)
♦ 講 話 第 2 分区Ａガバナー補佐
竹内 靖博 君
♦ 食 事 シルクロード
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

