
 

 

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２９１０回例会 
(８月４日(月)第１例会) 

８月１８日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． 国歌斉唱 

３． 桐生市歌斉唱 

４． 四つのテスト唱和 

５． 来訪者紹介 

６． 結婚・誕生祝 

７． 乾 杯 

８． 会長の時間 

９． 幹事報告 

１０． 委員会報告 

１１． 卓 話 「新年度を迎えて」 

         会員組織強化室 室長 松島 宏明 君 

         会員増強・選考委員長 本田雄一郎 君 

         会員研修委員長     養田   隆 君 

         奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室 室長  村田 勝俊 君 

         職業・社会奉仕委員長  柳   明彦 君 

         青少年奉仕委員長    朝倉剛太郎君 

１２．点 鐘

 

〈米山奨学生〉ホアン ミン チエン 君 

 

 

米山奨学生 

ホアン ミン チエン 君 

       奨学金授与 

 

誕生祝 

 

会長の時間 

 こんにちは、皆さんの桐生祭りは、いかがでしたか？ 

 RAC も、ギョウザ販売で頑張っていましたので慰問し

てまいりました。 

 先日のお礼が、遅くなりましたが、前回多くの新入会

員を推薦していただきました、推薦者の方々にお礼を

申し上げます。早速、最近からはじまりました新会員を

推薦したロータリアンの功績を称えるため、理事会が新

たに承認した｢新会員推薦者のための認証プログラム｣

に申請いたしました。ロータリーバッチに付ける座金で

すが、楽しみにお待ち下さい。 

 今月は、会員拡大月間です。今年度の重要目標とし

て、会員拡大に本田委員長をはじめとする関係の皆様

に頑張っていただいております。全会員のフォローをぜ

ひお願いいたします。今日の話は、『100 歳になっても

脳を元気に動かす習慣術』日文新書からの引用です。 

 

 

ある集まりで、まもなく百歳を迎えるというのに矍鑠（かく

しゃく）として、とくに頭の柔軟さは、一回りも二回りも若

い私たちも敵（かな）わないという大先輩に、その秘訣を

尋ねました。するとその大先輩は、「やはりボケないため

には、教養と教育がなくちゃいけない」と言います。 

この答えを聞いて、私は正直言って意外だったので、こ

う反論しました。「でも大先輩、お言葉を返すようですが、

けっこういい大学を出て、本もたくさん読み、教養も教育

も十分あったはずの人が、ボケちゃったという話をよく聞

きますよ」するとその大先輩はこう言ったのです。 

「ダメだなあ、君たちは。そんなことだから早くボケるんだ

よ。あのね、キョウヨウっていうのはね、教養じゃなくて、

今日、用があること、キョウイクとは教育ではなく、今日行

くところがあるってことなんだよ。キミらもね、今日用事が

ない、今日行くところがない、となったらボケるしかない

んだよ」 

長寿者といえば、あの百七歳と百八歳まで生きた双子

の姉妹、きんさんぎんさんの周囲にも、いつも笑いが絶

えませんでした。 

一番有名なのは、人気者になって出演料などがはいる

ようになったとき、「お金を何に使いますか」と聞かれ、二

人揃って「老後の蓄えにします」と答えていたことです。 

 

 

ようこそビジター 

赤松 隆君 



 
 次に「金さん銀さん語録」なるものがありますので 5 項

目を読みます。 

①よくしゃべり、よく笑うこと。これも長生きの秘訣だと思 

  うにゃ。 

②笑う門には福来る、そういうじゃろ。犬や猿は笑わん。 

③感謝を忘れたら、人間はだめになる。ああ、有難や、 

  有難や。 

④悲しいことは、考えんほうがええ。楽しいことを夢みる 

  ことだよ。 

⑤人間、大事なのは気力。自分から何かをする意欲を 

  持つことだね。 

 笑うことの大切さが必要ですね。 以上会長の時間を

終わります。 

 

《報 告》 

・7/28 クラブ協議会 

 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 
・8/8 桐生５ＲＣ会長幹事会 
・8/8 会員組織強化室 家庭集会 美喜仁 
・8/9 地区指導者育成セミナー 
   ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 
    太田ﾃｨｱﾗｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽにて 
     竹内ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、会長、幹事、会長ｴﾚｸﾄ、 
      松島ｸﾗﾌﾞ研修委員長 出席 
・8/10 地区大会 エアリスホールにて 
 

幹事報告 

・ガバナー事務所より、日台ロータリー親善会議 総裁   

 板橋敏雄様からの、「台北國立故宮博物院展」ご案内 

 が届いております。 

・ロータリー囲碁同好会のご案内が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各 RC より週 

 報到着。 

・１０日(日)地区大会となります。参加の方は、9：30～で 

 すが、会場入口で集合写真を撮りますので、9：15に集 

 合してください。 

・次週１１日(月)は、休会です。次回例会は、１８日(月)と 

 なりますのでお間違いのないようお気をつけ下さい。   

 尚、事務局は、桐生倶楽部休館に伴い１３日(水)～１５  

 日(金)までお休みとなります。 

・本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので、 

 関係理事役員の方々は、ご出席お願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 26 年 8 月 4 日) 

総員 64 名：出席 42 名 

平成 26 年 7 月 14 日例会修正出席率：77.3％ 

 

ニコニコボックス 

塚越平人君…素晴らしい女性会員が５名も入会された

のを祝して／前原勝君…女性会員5名の皆様方のご入

会を祝して／金子篤郎君･･･桐生祇園祭、無事終了致

しました。ロータリアン各位のお力添え感謝申し上げま

す／前原勝君…本町八坂神社の祇園祭が無事に終了

致しました／本田雄一郎君…水越会員、増山会員に新

店にお花を頂きました。ありがとうございます／村田勝

俊君、柳明彦君･･･卓話をさせて頂きます／川村隆君

…ロータリー財団・奨学室長就任、S.A.A 退任／北川洋

君、疋田博之君、山﨑一順君、舘盛治君、牛膓章君、

養田隆君、坪井良廣君、前原勝君、松島宏明君、前原

勝良君、村田勝俊君、須永博之君、大友一之君、木村

洋一君、月門快憲君、水越稔幸君、久保田寿栄君･･･

写真を戴きました。 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

今年度会員組織強化室の室長になりました松島です。 

桐生ロータリーではＣＬＰを導入し、新たな枠組みでスタ

ートしました。会員組織強化室には会員増強・選考委員

会と会員研修委員会の二つの委員会があります。今や

全国的テーマでもある会員増強と研修を担当してまいり

ます。昨年度地区研修委員として活動しました経験をも

とに桐生ロータリーの特色をふまえてアクティブに活動

していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強委員会の強力なメンバー５名紹介致します。 

委員長は、本田雄一郎です。副委員長は、桐生の飲食

業界の雄で他市にも進出している坂入勝君、委員は、

今年６月より桐生市医師会長として活躍している藤江篤

君、桐生の元気印小倉康宏君、こちらも元気印の立澤

俊明君です。増強は、ＲＩ、地区共に強力に提言してお

ります。我クラブも坪井会長、須永幹事より頑張ってくれ

と言われております。今年のスタートは、５９名でしたが７

月に５名の新入会員が入会致しました。会員増強委員

会としては、ラッキーでした。すでに５名の実績です。が、

しかし、残念ながら今年の委員会実績では、無いそうで

す。会員増強委員会は、頑張って増強をして行きたいと

思いますが、メンバー皆様の強力が無ければ増強がな

かなか進まないと思います。是非、ご協力お願い致しま

す。 

 

 

 

「新年度を迎えて」    

会員組織強化室 

室長 松島 宏明 君 

 

「新年度を迎えて」    

会員増強・選考委員長   

    本田 雄一郎 君 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月のロータリー情報アワーでも会員研修委員会のお

話をさせて頂きました通りです。 

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。主に、 

○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。 

○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。 

○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。 
 
 
 
 
 
 

新年度の奉仕プロジェクト室長心構え三か条を作って

みました。これを念頭に置きながら一年間取り組んでい

きたいと存じますので坪井会長さんはじめ、会員皆さん

のご指導、ご協力をよろしくお願いします。 

一、奉仕プロジェクト室内の二つの委員会が円滑に活 

   動できるよう、また、室内の委員会相互の協力、一   

    体的運営が進むよう心掛ける。 

 牛膓会長年度でクラブ細則が改正され、クラブ・リーダ

ーシップ・プラン（CLP）に沿った組織として坪井会長年

度はスタートしました。その目指すところの一つとしては、

室単位の運営を行うということと理解しています。職業奉

仕・社会奉仕委員会と青少年奉仕委員会はそれぞれの

活動を実施されるわけですが、プロジェクトによっては

一致協力して推進することとなりますので、二人の委員

長さんとも十分相談しながら進めてまいります。 

一、ロータリーの原点である『職業奉仕』について、柳委 

   員長をはじめとした委員の方々とともに奉仕プロジェ 

   クトのあり方を探求し、新たなプロジェクトやプログラ 

   ムを模索する。 

 

  

 

先日、青少年奉仕委員会の家庭集会が開催された折り、

委員の方の仕事の話を聞く機会に恵まれました。専門

分野の話は何と言っても面白く、興味深く、経営上の示

唆に富んでいると感じました。会員がどのような事業をし

ており、そこで何を考えているのか、何に力を注いでい

るのかを話すことも職業奉仕のプログラムになると感じま

した。 

一、青少年委員会については、継続性のある委員会運 

   営を検討する。 

 当クラブでは、ロータリー財団、ＳＡＡなど従来から単

年度ではなく複数年度の継続的な委員会構成を実施し

てきたところですが、ローターアクトクラブやインターアク

トクラブとの関係が深い青少年委員会は、委員が 3 年程

度継続する方法をとると相手方も安心して運営できるこ

とと考えます。そうしたことを視野に入れた委員会のあり

方について朝倉委員長をはじめ委員の方々とともに検

討し提案していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業・社会奉仕委員会 委員長の柳 明彦です 

今年度は CLP の導入により組織が大きく変わりました。

とりわけ私の担当委員会は、昨年まで職業奉仕委員会

と社会奉仕委員会の 2 委員会で活動していました。 

今年度は一つの委員会として活動していくわけですが、

活動の質を落とさないように頑張りたいと思います。 

職業奉仕については 10 月 20 日の例会で優良従業員

表彰を行いたいと思います。後半は企業訪問や工場見

学をしたいと考えています。 

社会奉仕につきましては、継続事業として来年の 5 月に

清掃活動を予定しています。 

今年のクラシックカーフェスティバルは 11 月 2 日の日曜

日に行われます。例年有志を集いパンフレット販売など

のお手伝いをしてきましたが、今年は当委員会が窓口と

なってお手伝いをしたいと考えています。メンバーに参

加を募り、役割の割り振りを委員会として受け持ちたいと

考えています。ロータリー財団事業の未来の夢計画で

桐生ロータリー版キノピーが 10 月に出来上がる予定で

すので、桐生市と連絡しあい、このクラシックカーフェス

ティバルにお披露目できればと考えています。 

今後とも会員の皆さんのご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

「新年度を迎えて」    

会員研修委員長 

    養田 隆 君 

 

「新年度を迎えて」    

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室 

室長 村田 勝俊 君 

 

「新年度を迎えて」    

職業・社会奉仕委員長 

      柳 明彦 君 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度青少年奉仕委員長を仰せつかりました、朝倉剛

太郎です。入会以来初めて委員長という重責に最近は

非常に肩の凝る毎日です。 

さて、当委員会で担うべき役割は、委員長を要請いただ

いた時に想像していたより、とてつもなく大変で、役割も

多く、びっくりしております。 

具体的には、 

桐生第一高校インターアクトクラブへの支援 

桐生ロータアクトクラブへの支援 

ロータリークラブ RYLA 研修への引率(ロータアクト中心)

と参加 

という 3 本の大きな事業の柱となっております。 

本年度は 7 月から始まっておりますが、既に 3 回の委員

会事業が行われました。 

①7 月 5 日 インターアクト合同会議(於：利根商業高校)       

出席者：桐生第一高校 阿部先生、金子先生、 

      武井インターアクト部長 

      桐生 RC 桑原会員、朝倉 

②7 月 8 日 ロータアクト例会(於：桐生倶楽部) 

出席者：桐生ロータアクト大友会長他 6 名、 

     米山奨学生ホアン ミン チェン君 

     桐生 RC 坪井会長、須永幹事、村田室長、 

     蛭間会員、朝倉 

③7 月 26 日インターアクト年次大会(於：利根商業高校) 

出席者：桐生第一高校 阿部先生、金子先生、 

     武井部長他 5 名 

     桐生 RC 坪井会長、堀エレクト、桑原会員 

上半期の予定としては、 

 ①善行青少年表彰(9 月 8 日担当例会) 

 ②ライラ研修(10 月 11 日～12 日、於：高崎倉渕ゴルフ 

                              クラブ) 

 ③桐生インターアクト創立 30 周年記念例会 

  (10 月 27 日 18：30～RC 夜間例会) 

また、下半期の予定としては、 

 ①年末のロータアクトとの交流会 

 ②インターアクトクラブ、ロータアクトクラブのクリスマス

例会への招待 

 ③インターアクトクラブの海外留学支援(台湾) 

 ④インターアクトクラブへの表敬訪問 

等を予定しております。 

 未熟な私ではありますが、村田室長のご指導を賜り、

岡部副委員長はじめとする委員会メンバーの皆様のご

支援を頂きながら、桐生の町の青少年が自主的に行う

奉仕活動の一助になればと思っております。是非メンバ

ーの皆様のご支援とご参加をお願い申し上げ、当委員

会の方針発表とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第２８４０地区 

２０１４－２０１５年度 

地区大会 

８月９日・１０日 

太田市新田文化会館エアリスホール 

 

 

 

 

「新年度を迎えて」    

青少年奉仕委員長 

   朝倉 剛太郎 君 

 

【例会予告】 

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) 

 

9 月 1 日(月) 

     ♦卓 話  新井 智二 君 

            松田 秀夫 君 

     ♦食 事  五 大  

 

9 月 8 日(月) 

     善行青少年表彰 

     ♦卓 話  桐生市教育委員会事務局 

            管理部文化財保護課 

            課長補佐 萩原 清史 様 

     ♦食 事  きよ多 

 

9 月 15 日(月) 休会 

 

9 月 22 日(月) 

     ♦卓 話  地区派遣講師 

            米山奨学委員長 田中久夫君 

     ♦食 事  ステーキ&海鮮 一 

 

9 月 29 日(月) 

     ♦講 話  国際ロータリー第 2840 地区 

            ガバナー 竹内 正幸君 

     ♦食 事  吉野家 

        


