
 

 

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２９１３回例会 
(９月１日(月)第１例会) 

９月８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 「新会員卓話」 

              新井 智二君 

              松田 秀夫君 

１２．点 鐘

 

結婚祝 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

会長の時間 

本日は、防災の日、（大正 12）9 月 1 日に発生した関東

大震災に因んで、防災の日となりました。 

 又、9 月は、新世代のための月間です。 

 私は、平成元年に入会し、その中で 10 年連続して

RAC 委員会所属いたしましたその間、6 回の委員長を

経験させて頂きました、その時、地区に 5 年出向しまし

た。 RAC、IA、RYLA の新世代関係は、継続性が求め

られる事から、３年委員会と言われております。 

○インターアクトクラブ (IA) 桐生第一高校 

 奉仕と国際理解の心を涵養し世界的友好精神の中で

共に活動しようと、高校に在学中の学生で結成されたク

ラブです。台湾の三重市、清傳高級商業高校とホーム

スティを取り入れた相互訪問交流〈50 名位〉を毎年継続

しています。桐生では、1 年おきに 2 名ずつ派遣してい

ます。桑原さん、地区に、今年から出向していますが、

あと２年後は、IA の地区委員長さんです。ご苦労様で

す。 

○ローターアクトクラブ (RAC) 桐生 

 提唱ロータリークラブの近隣地域内に居住、就職、就

学している 18 才～30 才までの青年男女によって構成さ

れています。その目的は個々の指導能力の開発、道徳

と人権尊重、奉仕と世界平和を推進する若者を養成し、

行動をおこすことにあります。 

○ロータリー指導者養成プログラム（ＲＹＬＡ：ライラ） 

 青少年指導者養成プログラムは、若い人とロータリア

ンが参加する地区プロジェクトであり、若い人の指導者

及び善良な市民としての素質を伸ばすことを目的として

います。ライラは、ＲＹLＡでＲｏｔａｒｙ Ｙｏｕｔｈ Ａｗａａｒｄ

の頭文字をとったもので「ロータリー青少年指導者養成

プログラム」と訳されます。参加費用「登録料、旅費」は、

ロータリークラブが全額負担。参加者は、各ロータリーク

ラブを通じて終了証を授与します。 

桑原さん、地区に、今年から出向していますが、あと２年

後は、ライラ研修主催の委員長さんです。ご苦労様で

す。 

 ロータリーは、あらゆる奉仕活動を実践し、地域社会

の発展に取り組んでおります。私たちが築き上げた事業

を引継、発展させていく後継者を育てる意味から、ロー

タリー精神を学ぶ IA RA に目を向けていただきたいとお

もいます。IA RA が率先して三宅島地震や台湾大地震、

新潟地震、南三陸の義援金募金や炊きだし、泥かきな

どのボランティア活動を続けております。 

《報 告》 

・8/18 会員増強推進会議 

    親睦活動委員会家庭集会 

・8/23 ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ 

      会長・幹事・会長エレクト・副幹事 

      川村地区Ｒ財団委員・事務局員 出席 

岸田 信克君 
藤江  篤君 
高橋 弘史君 

堀   明君 
岡部信一郎君 
山上 達也君 



 
・8/25 家族合同納涼会 点鐘 18：30 場所 美喜仁館 

・8/28 野球部伊勢崎ＲＣと練習試合 境野球場 

・8/29 職業奉仕委員会家庭集会 

・8/31 ゴルフ部研修会 太田双葉カントリークラブ 

 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 

・9/2 Ｒ財団委員会家庭集会 

・9/4 指名委員会 吉野家にて 

・9/7 野球大会 桃の木川グランドにて 

     第 1 試合 10：00～ ＶＳ 桐生赤城ＲＣ 

     第 2 試合 13：10～  

・9/8 善行青少年表彰 

 

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。 

 ９月は、１＄＝１０２円です。 

・竹内ガバナーより地区大会に際するお礼状が届いて 

 おります。 

・桐生南、桐生西の各ＲＣより現況報告書が届いており 

 ます。 

・桐生西、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより週 

 報到着。 

・次週の例会は、善行青少年表彰となりますので、よろ 

 しくお願い致します。 

・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。 

・出席簿の印鑑を岡部会員が寄付してくれました。 

  

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 26 年 9 月 1 日) 

総員 64 名：出席 50 名 

平成 26 年 8 月 4 日例会修正出席率：83％ 

平成 26 年 8 月 18 日例会修正出席率：88.30％ 

 

ニコニコボックス 

岸田信克君･･･納涼会で歌わせて頂きました／村田勝

俊君･･･家族合同納涼会での室対抗歌合戦の“花”松

田秀夫会員の健闘をたたえて／木村滋洸君･･･親睦活

動委員会の皆様、先週の納涼会では、私にとっては、

大変貴重な出席予定でありましたが、体調不良により欠

席してしまい、大変ご迷惑をおかけ致しました。次回クリ

スマス会では、頑張りますのでよろしくお願い致します

／山上達也君･･･納涼会ありがとうございました／坪井

良廣君、山﨑一順君、舘盛治君、竹内康雄君、山口正

夫君、松島宏明君、森末廣君、山上達也君、木村洋一

君、増山大祐君、大島千賀子さん…納涼会でビンゴが

当りました／木村滋洸君･･･昨日のゴルフ研修会では、

久しぶりの参加でしたが楽しく過ごすことが出来ました。

同組の川島様、本田様、朝倉様お世話になりました。お

かげで準優勝することができました。改めて感謝申し上

げます。／森末廣君･･･昨日のゴルフ研修会優勝させ

て頂きました。澤田パスト幹事、須永幹事お世話になり

ました。秋の本大会も同じ組でお願い致します／高橋

弘史君･･･ゴルフ研修会でベスグロをとらせて頂き、あり

がとうございました／新井智二君、松田秀夫君･･･卓話

をさせて頂きます／朝倉剛太郎君･･･新井会員、松田

会員の卓話を聞かせて頂きます／堀明君、岡部信一郎

君･･･結婚祝／岸田信克君、藤江篤君･･･誕生祝／飯

塚荘一君･･･写真を戴きました。 

 

ロータリー財団委員会 

疋田 博之 会員 100＄ 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

昨年７月１日に牛膓さんの推薦を戴き入会いたしました

新井智二です。 

昭和３４年３月２１日生まれの５５歳です。 

自宅で生まれたのですが、この月に未熟児の法律が出

来、桐生市第１号の未熟児となり、保育器が無いので保

健所の方が来て、扉などの隙間にテープを貼り温度や

湿度の管理をしていて、父親が私を抱く時も白衣に着

替えさせられ大変だったそうです。 

名前の智二ですが、よく名刺交換の時など、お兄さんが

いるのですか、とか二男ですかと聞かれるのですが、３

月２１日祖父の命日に生まれたので、名前を戴き、祖父

は知に明治の治で知治ですが、生まれ変わりということ

で、二が付けられたそうです。 

自宅は、宮本町１丁目。１階で母親が『鈴かけ』と言う店

をやっていて、その上の２、３階に住んでいます。家族

は両親、妻、そして１２歳になる紀州犬の愛犬ごんたと５

人です。子供は、２人の息子がおり、それぞれ独立し長

男は川崎、次男は小山で家庭を築いています。今月、

長男夫婦に初めての子供が誕生する予定です。来週

の１３日が予定日で男の子とのことで、初孫の誕生を楽

しみにしています。次男は、３月１１日の大震災当時に

福島県浪江町で就労しておりましたが会社が茨木に引

き上げたと一緒に小山に転居し、被災直後は心配しま

したが、現在は仕事とプライベートを楽しんでいる様子

に安堵しています。 

会社は、相生３丁目で鉄工業を営んでいます。鉄やス

テンレスの材料を切断、穴あけ、折り曲げ、溶接、組立

をして、主に 

①パチンコ店の補給装置や装飾金物 

②照明器具、LED 化に伴うリニューアルプレート及び 

  特注照明 

③立体駐車場の入口の自動扉 

④ビニールハウスの骨組みを作っています 

また、去年９月から同級生と㈱さくら農園という会社を作

り、壁面緑化、ドライミスト、草むしり．Com 桐生で家庭の

庭や企業の草むしり、植木の剪定などをさせて頂いて

おります。 

 

「新会員卓話」    

   新井 智二 君 

 



 
入会のきっかけは、昨年の２月桐信様の新年会があり、

牛膓様とお目にかかりました。終了後、たまには飲みに

行くかと二次会に誘われミスティ様に行きました。そこで

「智二ロータリーに入れ」と言われました。青年会議所を

卒業以来、毎年色々な方からお誘いを戴きましたが、な

かなか出席が出来ないと言う事でうまく断っていました。 

すると牛膓様は「わかったじゃあもういいよ！でもさ、こ

の先もし俺が会長になる時があったら、その時は入って

くれるよな？」と言われたので、酔いの勢いもあり、「その

時は喜んで入会させて頂きます」と答えてしまいました。

数日後、牛膓様から℡が来まして、「この間、飲んだ時

に俺が会長になる時は、ロータリーに入る」って、言った

よな、と言われ“はい”と答えました。すると７月から会長

をやるんだよと言い。入会する事になりました。 

ロータリークラブの人事のシステムを全くしらない私は、

７月に会長になる事が２年前から決まっている牛膓様に

騙された思いです。又、今年は、昨年度出席があまりで

出来ない私に野間様から電話があり、俺、委員長をやる

のでロータリーの副委員長はそんなに忙しくないからと

言われ、委員会名も聞かず OK してしまいました。 

委員会構成の名簿を見てビックリ、出席・ニコニコ箱委

員会ではありませんか、ましてその中で最年少、何とか

出席しなければと言う思いにさせていただきました野間

様に感謝しております。 

先程騙されたなどと言ってしまいましが、嘘をついてま

で入会を勧めて頂き、推薦人までに成って頂いた牛膓

様に感謝申し上げます。有難うございました。 

歴史と伝統のある桐生ロータリークラブの一員になれた

事を誇りに思い、これから頑張らせて戴きますので、皆

様方のご指導、ご鞭撻を賜ります事をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月に伝統ある桐生ロータリークラブに入会させて頂き

ました松田秀夫と申します。どうぞ、よろしくお願い致し

ます。 

私は、1973 年 11 月 3 日に生まれ、現在 40 歳になりま

す。桐生市に生まれ、樹徳幼稚園、昭和小学校、昭和

中学校を卒業し、桐生高等学校、群馬大学工学部、群

馬大学大学院と進みまして、卒業後27歳で有限会社マ

ツダ商事に入社し、今日に至っております。27 歳の大

学院の在学中に妻と学生結婚をいたしました。妻、長男、

長女の 4 人家族です。 

今まで経験してきましたスポーツは小学校の時には水

泳と野球を、中学校、高校では、陸上です。陸上の種目

は短距離の 400ｍです。 

こんな私にも 1 つ誇れることがあります。それは献血の

回数です。今までに 33 回、献血をしております。50 回を

目標としておりまして、より多くの回数を献血できるように

健康な体を保てるように健康管理をしていきたいと思っ

ております。 

会社に入社すると同時に、桐生商工会議所青年部に入

らせていただき、その 1 年後には桐生青年会議所に入

会させていただきました。青年会議所は、昨年、卒業を

させていただきましたが、商工会議所青年部では現在、

総務委員長をさせていただいております。 

会社の事業内容は事務機の販売です。コピー機、パソ

コン、サーバーなどの販売からシステムの開発やパッケ

ージの販売、ビジネス電話機の販売、ホームページの

作成や名刺の作成、文房具の販売、防犯カメラの販売

と提案などもしております。微力ではございますが、桐

生ロータリークラブで精一杯活動をしてまいりたいと思っ

ております。何卒よろしくお願い致します。 

 

 ゴルフ部研修会  

８月３１日(日)太田双葉カントリークラブにて、ゴルフ部

研修会を行いました。 

優勝は、森末廣君、準優勝は、木村滋洸君でした。 

  

「新会員卓話」    

  松田 秀夫 君 

 

【例会予告】 

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 

10 月 6 日(月) 

     ♦卓 話  桐生市長 亀山 豊文 様 

     ♦食 事  友 奴  

 

10 月 13 日(月) 休 会 

 

10 月 20 日(月) 優良従業員表彰 

 

10 月 27 日(月) 桐生第一高等学校 

          インターアクトクラブ創立 30 周年 

          記念式典 

          点鐘：18 時 30 分 

          場所：桐生倶楽部 

        


