
 

 

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。 

２０１５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２９４７回例会 
(６月１５日(月)第３例会) 

７月６日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 会長の時間 

５． 幹事報告 

６． 委員会報告 

７． 桐生ローターアクトクラブ活動報告  

８． 卓 話 

      「一年を振り返って」 

                 会長 坪井 良廣 君 

                 幹事 須永 博之 君 

９． 点 鐘

 

〈桐生ローターアクトクラブ〉 会長 大友 亨介 君 ・ 副幹事 清水 大 君                                                      

 

会長の時間 

こんにちは、今日は素晴らしい天気で暑くなりました。 

今日の例会にて、桐生倶楽部 2 階での例会は、最後に

なります。次は、バルボンでの夜間例会で最後です。 

1 年間ありがとうございました。 

《報 告》 

・6/11 クラブ協議会引継ぎ会 
・6/13 桐生 RAC 足尾植樹 
    会長、堀会長エレクト、桑原副幹事、 
    朝倉青少年奉仕委員長、 
    高橋弘史米山奨学委員長 参加 
《予 定》 

・6/16 R 財団・米山奨学室 家庭集会 
    次年度会員増強・選考委員会 家庭集会 
・6/18 桐生 5RC 女子会  
・6/22 最終夜間例会 18 時 30 分点鐘 
    バルボンにて 
 
 幹事報告 

・米山奨学会より「ハイライトよねやま」が届いてます。 

・桐生市社会を明るくする運動推進委員会より、市民大 

 会のご案内が届いております。 

・ファッションタウン桐生推進協議会・第 18 回定時総会 

 終了のご報告が届いております。 

・桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・次週２２日(月)例会は、最終例会です。トラットリア・バ 

 ルボンにて１８時３０分点鐘となりますので、お間違え 

 のないようお気を付け下さい。 

 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 27 年 6 月 15 日) 

総員 66 名：出席 43 名 

平成 27 年 6 月 1 日例会修正出席率：83.87％ 

 

ニコニコボックス 

竹内靖博君…坪井会長、須永幹事、役員の皆様激動

の1年を見事に乗り切ろうとしています。ガバナー補佐と

して地区でも最も注目を浴びたクラブでしたので自慢の

ロータリー物語です。まさに中興の祖ですね。本当にご

苦労様でした／坪井良廣君…1 年間を振り返って卓話

します。1 年間ありがとうございました／須永博之君…1

年間無事に幹事を務めることが出来ます。皆様には本

当にありがとうございました／塚越紀隆君…坪井会長、

須永幹事 1 年間本当にお疲れ様でした／水越稔幸君

…坪井会長・須永幹事 1 年間お疲れ様でした。泣かず

に 1 年間の思い出をお話ください／疋田博之君…一昨

日現新地区役員合同連絡会では、竹内さんにお世話

になりました／荒木千恵子さん…1 年間大変良いお勉

強をさせて頂き皆様のご協力で無事に終りありがとうご

ざいました／田中一枝さん…ニコニコ箱を担当させて頂

き、本日で終わりとなります。大変勉強になりました。心

より感謝申上げます／岡部信一郎君…母の葬儀で大

変お世話になりました／水越稔幸君…荒木会員に大変

良いものを頂きました。ご指示通り我が家のトイレに貼ら

せて頂きました。ありがとうございました／村田勝俊君、

大友一之君、朝倉剛太郎君…桐生 RAC 大友会長、清

水副幹事をお迎えして／木村洋一君…出席 100％。 

ようこそビジター 



 
卓 話 

 

 

 

 

 

 
7 月７日に始まりました、私の年度は、最後の６月２２日

で終わります。この１年間、須永博之幹事さんには、大

変お世話になりました。毎回月曜例会の前の金曜日に

は、事務所で打ち合わせ、その後桐生倶楽部の２階に

て、黒板の次第書き、その他理事会、各周年や大会の

参加、やたらと多かった研修会と１年間本当にお世話に

なりました。 

 SAA の月門さん、木村さん、増山さん食事の手配から

例会場の準備、片付けと毎週お世話をかけました。 

室長さん、理事の方々、長期計画特別委員の方々、そ

して会員の皆様にも大変お世話になりました。ガバナー

補佐の竹内さん、桐生ロータリーを代表しご苦労様でし

た。またベテラン事務局員の西塚さんには、大変助けら

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

一年間、本当にお世話になりました。 

坪井会長をお支え出来たかは、甚だ疑問ですが、一年

間をこうして終えることが出来ることに一安心いたしてお

ります。ご協力いただきました会員の皆様、特に早くから

来て例会準備をして頂いたＳＡＡの皆様。親睦委員会

を初めとする、全ての委員会の皆様に感謝申し上げま

す。そして、西塚さんの気配りのお蔭で本当に安心して

幹事を務めることが出来きました。御礼申し上げます。

桐生倶楽部の永井さんにもいつもご配慮いただきありが

とうございました。 

一年を振り返っていくつかお話をさせて頂きたいと思い

ます。 

まず、役を終えて初めて、歴代の会長 そして、幹事の

皆様方のご苦労がわかりました。改めて、敬意を表した

いと思います。 

次に、ＲＣの任期は１年の繰り返しですので、年度の継

続性や積み重ねが出来にくい体質を持っていると 

思います。その中で、前年度の牛膓会長年度で様々な

議論をし、環境整備してくれた事を踏まえ、坪井会長年

度で実行していくことが出来た事は、改革をさせる時の

大きな成功事例になったのではないかと感じております。

組織改革としてＣＬＰを実行し、初めての年度でしたの

で、室長になって頂きました皆様をはじめ委員長さんに

も大変ご苦労をお掛け致しました。そして、組織力強化

として本田委員長をはじめとする会員増強選考委員会

の皆様には、会員増強特別プロジェクト会議などの開催

を頂き、全会員で取り組んでいただきました。結果、大

幅な会員増強が出来、次年度以降も期待できる礎を築

いて頂きました。特に、牛膓パスト会長年度から、女性

会員の入会の環境を整えて頂き、６２年の歴史で初めて

女性会員を５名お迎えすることが出来ました。その後、

女性会員を含め４名の会員の方に入会して頂き９名の

増強を果たしました。年初、５９名からのスタートでした

が、６６名となりバトンを次年度へお渡しが出来る様にな

りました。女性会員の方には、他クラブを退会した女性

会員から参考意見を聞いていましたので、配慮しており

ましたが、桐生ＲＣの会員の皆様の優しい対応に無用

な心配をしていたなと思っております。その他、たくさん

の活動がありましたが、時間の関係もあり、すべてをお

話しできませんので、最後にインターシティーミーティン

グについてお礼を述べさせて頂きたいと思います。 

 1995 年以来２０年ぶりの主管での開催になりました。

牛膓実行委員長、本田・野間両副実行委員長をはじめ、

全体組織で取り組んでいただき、先日の竹内ガバナー

補佐からの報告にもありましたが、２８４０地区でも最高

のＩＭを開催して頂くことが出来ました。桐生ＲＣの底力

を発揮して頂く事が出来、本当に感謝申し上げます。 

まだまだ、たくさんの皆様にお礼を述べなくてはいけま

せんが、お時間の都合もありますので、これをもちまして、

一年のお礼とさせていただきます。本当に、お世話にな

りました。これから遅刻・早退が多い、以前のような普通

の会員に戻らせていただきます。 

 結びに、桐生ＲＣの歴史そのものだった、川島康雄さ

ん、そして塚越平人さんという、かけがえのない２名の会

員をお見送りさせて頂きました。お二人とも桐生ＲＣに無

くてはならない存在でしたので本当に残念で仕方ありま

せん。お二人のご冥福を心よりお祈りしたいと存じます。 

 

 

桐生ローターアクトクラブ足尾植樹 

６月１３日(土) 
  

桐生第一高校インターア

クトクラブや地区青少年

交換学生、桐生 RC から

坪井会長、堀会長エレク

ト、桑原副幹事、朝倉青

少年奉仕委員長、高橋

米山奨学委員長が参加

し、総勢 33 名となり 260 本の植樹行いました。 

 

 

桐生ローターアクトクラブ最終例会 

６月２３日(火) 
 

桐生ローターアクトクラブの最終例会が、桐生倶楽部に

て行われ、会長、幹事、会長エレクト、副幹事、朝倉青

少年奉仕委員長が参加致しました。大友会長より次年

度清水会長へバッチが贈られ、新井さん、中島さんの 2

名は卒業となりました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「一年を振り返って」 

 

     会長 坪井 良廣君 

 「一年を振り返って」 

 

     幹事 須永 博之君 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第２９４８回例会 
(６月２２日(月)第４例会)～最終例会～ 

点鐘：午後６時３０分  

場所：トラットリア・バルボン 

 

1. 点 鐘                                                                                      

2. ロータリーソング斉唱 

3. 来訪者紹介   

４. 会長の時間 

５. 幹事報告 

６. 委員会報告 

７. 乾 杯 

８. 会食歓談 

９. 点 鐘 

 

 

〈米山奨学生〉 ホアン･ミン・チエン 君 

 

 

 

 

米山奨学生 

   奨学金授与 

 

 

会長の時間 

すごい看板ですね。ビックリしました。 

前回の例会では、１年間の思い出を話しました。そして、

今まで会長さん、幹事さんを経験した方は、沢山おりま

すが皆さん良くやられたなと思います。 

 今日は、幻の酒を用意させていただきました。最終例

会を迎える事が出来ました。本当に１年間ありがとうござ

いました。 

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                 獺祭・富乃宝山・村尾 

                 百年の孤独・山ねこ・山猿 

                 赤ワイン等々 

 

 

 

 

      高級フルーツも 

 

 

乾 杯 

 

 

 

                堀会長エレクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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。 

２０１５年 

会長 坪井 良廣 幹事 須永 博之 
パストガバナー 前 原 勝 樹 

     クラブ会報・情報委員会   後藤圭一・桑原志郎・吉野雅比古・立澤俊明 

R.I 会長 ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン 

LIGHT UP ROTARY 

ようこそビジター 



 
理事・役員・各室長・委員長より一言。 

 

 

 

 

 

 

 

 前原勝副会長      牛膓直前会長    堀会長エレクト   出席･ニコニコ箱     プログラム 

                                           野間委員長      吉田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

   親睦活動      公共イメージ室     雑誌・広報     クラブ会報・情報   会員組織強化室 

  山上委員長       澤田室長       水越委員長      後藤委員長      松島室長 

 

 

 

 

 

  会員増強･選考    会員研修       奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室   職業・社会奉仕    ﾛｰﾀﾘｰ財団・国際 

  本田委員長       養田委員長      村田室長        柳委員長       久保田委員長 

 

 

 

 

 

   米山奨学      長期計画特別      月門 S.A.A      須永幹事      閉会 山口正夫君 

 高橋委員長      大友委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
須永幹事より、坪井会長へ一年間の活動を 

DVD で上映し皆様の寄書のサプライズも。 

                      

一年間なんとか無事

に週報を出すことが

出来ました。会員の皆

様のご協力に心より

感謝申し上げます。 
桑原副委員長をはじ

めとする委員会の皆

様、西塚さん本当にあ

りがとうございまし

た！ 
 
 
 
 
 
 クラブ会報・情報 
 委員長 後藤圭一 


