
 

 

R.I 会長 Ｋ.Ｒ.ラビンドラン 

国際ロータリー第2840地区 2015-2016年度 国際ロータリーのテーマ 

       Be a gift to the world 

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 堀 明 幹事 桑原 志郎 
           クラブ会報・情報委員会  園田誠・柳明彦・山﨑一順・前原勝 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２９５１回例会 
(７月２７日(月)第３例会) 

８月３日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４.  ロータリー情報アワー   

５.  会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

 

８． 卓 話 「新年度を迎えて」 

 会員増強・選考委員長 野間 義弘 君 

 会員研修委員長     北川   洋 君 

 会員組織強化室長   水越 稔幸 君 

 職業・社会奉仕委員長 高橋 弘史 君 

 青少年奉仕委員長   朝倉剛太郎 君 

      奉仕プロジェクト室長  森   末廣 君 

９．点 鐘

 

ロータリー情報アワー  
         会員研修委員会委員長 北川 洋 君 

ロータリー健康情報アワー(夏場編)をお話させて頂きま

す。ロータリーの奉仕を行うのに夏バテをしていていは、

だめであります。夏バテの乗り切り方法が必ず必要とな

ります。原因は、4 つあります。 

イ） 体調不良になる事をしない(自律神経の異常) 

ロ） 運動のし過ぎも悪い 

ハ） 食事や水分の取り過ぎ(食べ過ぎ飲み過ぎ) 

二） 体外環境の気候異常(湿度、温度、気圧 etc.) 

                  (クーラーをうまく使う) 

・自律神経の異常で夏バテが重くなるので、どうしたら良 

 いのか 

○エアコンの使用を間違える事(温度が低い、長時間) 

 で、体温調節が悪くなる。対策は、汗が重要である。 

 ストレッチやジョギング・軽い運動を行い、全身に汗を 

 かくのが良い。局所部位だけ汗がでるのは、悪い。 

○食事や水分の取り過ぎとは、いわゆる食習慣の悪さ 

 です。例えば 

 麺類ばかり食べるのは、だめ。(炭水化物のみ) 

 冷たい物ばかりたべるのは、だめ。(体が冷える) 

 氷など冷たい水も、だめ。 (体が冷える) 

体が冷えると、内臓が冷え、免疫力が低下し、病気にな

ってしまいます。対策は、ビタミンＢ１などを取る。豚のし

ょうが焼きなど。カレーなど辛いものも良い。 

すなわち、治療・対策は、 

・ 全身で汗をかく。 

・ 免疫力をアップする。 

・ 食前酒を少し飲むこと。    

当等です。夏バテを乗り切り職業奉仕に専念しましょう。 

  

会長の時間 
《報 告》 

・7/15 家族会総会  たつ吉 にて     

  坪井家族会 会長･須永家族会幹事に一年間の労を 

  ねぎらうと共に感謝の花束を贈呈すました 新年度の 

  役員の紹介と一年間の活動予定の報告を行い和や 

  かな中食事を頂き総会を終了する事が出来ました｡    

・ 7/17 桐生･みどり暴力追放推進協議会総会 

  森会員が参加しました｡ 

・ 7/25 

  ■未来創生塾の 【ぼくらはまちの八百屋さん】の 

   活動に参加してきました｡大勢の市民の皆さんが見 

   えていました｡ 

  ■IAC 年次大会が新島学園高校にて開催されまし 

    た｡会長､会長エレクト､桑原地区 IAC 委員､桐生第 

    一高校IAC顧問2名､生徒13名が参加致しました｡ 

  ■北川パスト会長､大友パスト幹事に次々年度会長 

   候補者推薦委員会の立ち上げの依頼をしました｡ 

 

《予 定》 

・7/27 例会終了後 会長候補者推薦委員会            

  ■会員増強･選考委員会の家庭集会が開催されま 

   す｡新会員候補者の選抜について｡所属委員さん 

   は参加をお願い致します｡ 

・7/29 親睦活動委員会の家庭集会が行われます｡納涼 

   会について｡所属委員さんは参加をお願い致しま 

   す｡ 

 ･8/3(月)例会にて飯山順一郎さんが入会の運びとなり 

  ました｡ 



 
 

 

幹事報告 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」が届いており 

 ます。 

・夢未来南三陸まちづくり事業部より「一燈」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。 

・桐生市教育委員会より「マーチングフェスティバル」の 

 開催案内が届いております。 

・樹徳高校より「樹幹だより等」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 27 年 7 月 27 日) 

総員 66 名：出席 44 名 

平成 27 年 7 月 13 日例会修正出席率：74.6％ 

 

ニコニコボックス 

北川洋君…ロータリー情報アワーをさせていただきます

／北川洋君、森末廣君、朝倉剛太郎君、高橋弘史君…

卓話をさせていただきます。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強・選考委員会メンバーには、副委員長に岡野

さん、委員に竹内康雄さん、澤田さん、蛭間さん、新井

さん、そして室長には、水越さんです。優秀なメンバー

を人選していただきありがとうございます。堀会長・桑原

幹事の意気込みが伺えますが、同時にプレッシャーを

感じます。今年度の目標として、会員の増強は、クラブ

の活性化と地域での活動において重用であると考えま

す。委員会活動はもとより、クラブ内外でのイベントに積

極的に参加して交流と情報交換を行い会員の発掘・入

会に役立てる。前年度の活動を踏まえ全会員の協力の

もと堀会長の掲げる会員 70 名以上を目標に掲げて邁

進していきます。「ロータリー入門書」には新会員の推薦

はクラブを挙げて全会員が参加すべきものであり、会員

増強についての「意識作り」と「ノーハウ」の徹底こそこの

委員会の最大の任務である。また、新会員推薦とともに

重要なことは退会防止であると書かれています。新入会

員の確保と退会防止に向けてメンバー一丸となってが

んばりますのでご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会員研修委員会は、会員組織強化室があり、理事の水

越さんが室長です。副委員長に牛膓君、委員に坪井君

で構成され、会員増強・選考委員会の野間委員長さん

達と良く協議して、しっかりとお手伝いをしたいと思って

おります。国際ロータリーの情報や桐生ＲＣに関する情

報などをお伝えします。 

 
 

 

 

 

 

 

昨年度新設された会員組織強化室には、二つの委員

会があります。一つは、新会員の発掘・選考から入会、

そして入会後のフォロー迄の一連の作業を行う会員増

強・選考委員会、又一つは入会された新会員へのロー

タリー活動全般の一からの研修、又、既存の会員に対し

てより踏み込んだ研修を行う会員研修委員会であります。

そして、この室全体のもう一つの大きな目的は、クラブ組

織力強化の為、スリーピング会員への丁寧な出席要請、

退会防止への活動であるとも考えております。昨年度の

室長・各委員長さん、委員さんのご努力で多くの優秀な

新会員さんにご入会頂き、その後の研修も大変有意義

なもので有ったと感じています。今年度に於いても、優

秀な委員長さん、委員会メンバーを配置して頂いた事

に感謝しつつ、昨年度以上の成果を残す為に室内全メ

ンバーが一丸となり頑張れる室運営を目指したく、桐生

ロータリークラブ全会員の絶大なるご協力を切に願うも

のであります。 

 

 

 

 

 

 

 

職業・社会奉仕委員会は、山上副委員長、委員に岸田

さん、前原勝良さん、柳さんの計５名です。 

今年度は、４つの事業を予定しております。 

・優良従業員表彰 10/19(月) 

 例年同様、９月より募集を開始致しますので、会員企  

 業より多くの推薦をよろしくお願いします。 

・職場見学 3/25(金)予定 

 日程、内容ともに現段階のプランではありますが、平 

 日の午後から市内企業の見学、懇親会を考えており 

「新年度を迎えて」    

 会員増強・選考委員会 

 委員長 野間 義弘 君 

 

「新年度を迎えて」    

 会員研修委員会 

  委員長 北川 洋 君 

「新年度を迎えて」    

会員組織強化室 

室長 水越 稔幸 君 

 

「新年度を迎えて」    

 職業・社会奉仕委員会 

 委員長 高橋 弘史君 

 



 
 ます。 

・清掃活動 4/22(日)予定 

 日程は、確定していませんが、早朝、昨年度行った桐 

 生が岡動物園南門広場の清掃活動を行う予定です。 

・植樹活動 5/22(日) 

 当クラブが主催、例会扱いとしてローターアクトクラブ、   

 インターアクトクラブと合同で足尾銅山への植樹活動 

 を行います。本事業は、桐生ＲＡＣが始めて次回で 6 

 回となりますが、次回はバス 2 台、60～70 名規模で行 

 う予定です。また、青少年奉仕委員会さんと連携し、 

 群大宝田先生が行っている未来創生塾の子供たち、 

 親御さんも交え植樹を通じた社会貢献活動を行いま 

 す。 

・毎月第１例会で行う四つのテストの唱和 

最後になりますが、堀会長の所信に「奉仕を行うことの

喜びを全会員で体感するんだ！」とあります。当委員会

も 1 年間の活動を通じて、少しでも会員皆様の奉仕の

心の向上に繋げられるよう、一生懸命頑張りたいと思い

ます。１年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度当クラブの行動計画の中心的な位置づけとし

て、青少年育成奉仕活動を掲げられている。当委員会

としては、桐生ローターアクトクラブ、桐生第一高校イン

ターアクトクラブへの積極的な活動支援を行い、ロータリ

アンと地域に於ける若者の社会奉仕を共に行い、地域

の未来を担う青少年を育む為の活動を行っていく。 

インターアクトクラブ合同会議、年次大会に参加し、次

年度桐生第一高校インターアクトクラブがホストクラブと

なりますので、実行委員会を作り協力致します。9 月に

は、善行青少年表彰、10 月には、ライラ研修を予定して

います。職業・社会奉仕委員会と共に足尾植樹の支援

等も行いますので、皆様ご協力お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、奉仕プロジェクト室長を仰せ付かりました森で

す。一年間、よろしくお願いいたします。 

 委員会は、二つ在りまして一つは、職業・社会奉仕委

員会、委員長に高橋会員、もう一つは、青少年奉仕委

員会で、委員長は朝倉会員です。 

今年度の地区会員必携に生方ガバナーのガバナーメッ

セージあります。その中に地区目標が７項目羅列されて

います。その６番目の項目に青少年奉仕として、青少年

奉仕部門のＲI 常設プログラムを充実させると共に、「子

供の未来を育む」活動を推進する。また、７番目に奉仕

の理念として、ロータリーの目的である「奉仕の理念の

奨励・育成」をロータリアンとして、またクラブとして実践

する。これを受けて、堀会長の本年度の計画及び目標

は、奉仕を行うことの喜びを全会員で体感する為に、

「地域社会貢献奉仕活動を実践しよう」次世代を担う青

少年と共に・・・を合言葉に行なうで、堀会長の掲げてい

る主な奉仕活動として、一つは宝田先生が行っている

小学生を対象にした未来創生塾への援助計画を進め

る。また、社会貢献奉仕として提唱クラブのローターアク

トクラブ、インターアクトクラブの青少年と地域で生活し

ている青少年と全会員で足尾銅山への植樹、青少年の

ための社会科見学等々の事業を謳っておられます。こ

れらを受けて、堀会長の基本方針に基づき職業・社会

奉仕委員会、青少年奉仕委員会で今年度の事業計画

を立てています。どちらの委員長さんも、やる気充分で

安心して任せられる方々なので、私は邪魔になっては

いけないと思い、見守るだけにいたします。 

 

 

インターアクト年次大会 

2015 年 7 月 25 日(土) 

新島学園高等学校にて 

 

 

会長、会長エレクト、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

クラブ顧問２名、生徒１３名が参加致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予告】 

8 月 10 日(月)  

    ♦ 卓 話 Ｒ財団・奨学室 

           長期計画特別委員会         

    ♦ 食 事  たつ吉 

            うな重 

 

  17 日(月) 

    ♦ 卓 話 第 2840 地区直前ガバナー 

                竹内 正幸 君 

     

    ♦ 食 事  ステーキ＆海鮮 一 

 

  24 日(月) 

    家族合同納涼会 

    点鐘：午後 6 時 30 分 

    場所：海鮮ダイニング美喜仁館 

 

  31 日(月) 

    ♦ 卓 話 群馬第 2 分区Ａガバナー補佐 

                  船山 克人 君 

    ♦ 食 事 大 龍 

「新年度を迎えて」    

 青少年奉仕委員会  

委員長 朝倉剛太郎  君 

 

「新年度を迎えて」    

 奉仕プロジェクト室 

   室長 森 末廣 君 

 


