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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

R.I 会長 Ｋ.Ｒ.ラビンドラン
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
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幹事

桑原 志郎

園田誠・柳明彦・山﨑一順・前原勝
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木村 洋一君
久保田寿栄君
水越 稔幸君

会長の時間
いよいよ新年度が始まり初例会を迎えるにあたり、大変
緊張している中、初めての会長の時間をさせて頂きます。
本日は、第 2 分区Ａの 4ＲＣの会長、幹事さんをお迎え
しての例会です。会長、幹事さん本日はご参加ありがと
うございます。会長エレクトの一年間は、感謝・感謝の
日々であっとゆう間に過ぎ、本日を向かえる事が出来ま
した。本年度は、地域貢献の奉仕活動を次世代を担う
青少年と共に実践していき会員皆様と汗をかく奉仕活
動を行いたいと考えています。桑原幹事と共に楽しいロ
ータリークラブ作りに努めて参りますので、一年間宜しく
お願い致します。
《報 告》
・7/1 桐生南ＲＣ表敬訪問
親睦活動委員会 家庭集会
・7/2 桐生中央ＲＣ表敬訪問
職業・社会奉仕委員会 家庭集会
第１回定例理事会
・7/3 桐生西ＲＣ表敬訪問
・7/4 ＩＡＣ合同会議
幹事・青少年奉仕委員長・ＩＡＣ顧問２名・ＩＡＣ３名
《予 定》
・7/7 桐生赤城ＲＣ表敬訪問
青少年奉仕委員会家庭集会
ＲＡＣ初例会
会長、幹事、森室長、青少年奉仕委員 5 名
・7/10 桐生５ＲＣ会長幹事会
会長・幹事・Ｓ．Ａ．Ａ・ゴルフ部長
会員増強委員会 家庭集会

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。
7 月は、１＄＝１２４円です。
・竹内直前ガバナーより任期満了のお礼状が届いてお
ります。尚、昨年度より事務所固定化の為、現在の事
務所が引続き生方ガバナー事務所となっております。
・沼田ＲＣより事務局移転のご案内が届いております。
・太田中央ＲＣより、例会時間変更のご案内が届いてお
ります。
・前橋南ＲＣより創立 30 周年記念誌が届いております。
・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。
・桐生西、桐生中央の各ＲＣより週報到着。
・桐生 IAC からネパール大地震募金のご案内です。
７月９日（木）、７月１３日（月）の１６：３０から１７：００ま
で、西桐生駅前にて行います。

委員会報告
出席委員会
本日の出席(平成 27 年 7 月 6 日)
総員 66 名：出席 49 名
平成 27 年 6 月 15 日例会修正出席率：74.57％
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／堀明君
…1 年間皆様に大変お世話になります。よろしくお願い
致します／桑原志郎君･･･1 年間頑張ります。よろしくお
願いします／塚越紀隆君…坪井さんお疲れ様でした。
堀さん期待しています／牛膓章君…4ＲＣの会長幹事さ
んをお迎えして／牛膓章君、藤江篤君…新しい会長幹
事と役員船出をお祝いして／竹内靖博君…堀会長、桑
原幹事いよいよ船出ですね。桐生 5ＲＣの会長幹事さん
本当にご苦労様です。楽しい一年となります様に祈って
おります／水越稔幸君…堀会長、桑原幹事一年間頑
張ってください。カツサンド美味しかったです／須永博
之君…7/4 長男が明治神宮で挙式をあげることができま
した／堀明君…会長就任、会長ｴﾚｸﾄ・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長
退任／吉田栄佐君…会長ｴﾚｸﾄ・ｸﾗﾌﾞ管理運営室長就
任、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長退任／金子篤郎君…副会長就任
／水越稔幸君…会員組織強化室長就任、雑誌・広報
委員長退任／大友一之君…Ｒ財団・奨学室長、Ｒ財
団・国際奉仕委員長就任、長期計画特別委員長退任
／森末廣君…奉仕プロジェクト室長就任／坪井良廣君
…直前会長就任、会長退任／須永博之君…直前幹
事・公共イメージ室長就任、幹事退任／桑原志郎君…
幹事就任、副幹事退任／園田誠君…会計就任、ｸﾗﾌﾞ
会報・情報委員長就任、会計退任／柳明彦君…副幹
事就任、職業・社会奉仕委員長退任／後藤圭一君…Ｓ．
Ａ．Ａ就任、ｸﾗﾌﾞ会報・情報委員長退任／松田秀夫君
…副Ｓ．Ａ．Ａ就任／木村洋一君…出席・ニコニコ箱委
員長就任、副Ｓ，Ａ，Ａ退任／本田雄一郎君…プログラ
ム委員長就任、会員増強・選考委員長退任／飯塚荘一
君…親睦活動委員長就任／松島宏明君…雑誌・広報
委員長就任、会員組織強化室長退任／野間義弘君…
会員増強・選考委員長就任、出席・ニコニコ箱委員長
退任／高橋弘史君…職業・社会奉仕委員長就任、米
山奨学委員長退任／吉野雅比古君…米山奨学委員長
就任／村田勝俊君…長期計画委員長就任、奉仕プロ
ジェクト室長退任／牛膓章君…直前会長退任／前原
勝君…副会長退任／澤田匡宏君…直前幹事、公共イ
メージ室長退任／養田隆君…会員研修委員長退任／
山上達也君…親睦活動委員長退任／増山大祐君…副
Ｓ．Ａ．Ａ退任／久保田寿栄君…Ｒ財団・国際奉仕委員
長退任／山口正夫君、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 堀 明 君
この度、2015-2016 年度の会長に就任させて頂き、当ク
ラブの伝統と歴史に身の引き締まる思いと同時に責任
の重さを痛感しています。会員皆様の温かいご指導ご
協力を頂き、1 年間頑張りますのでよろしくお願い致しま
す。
今年度のＲＩ会長は、スリランカ出身の「K.R ラビンドラ
ン」氏です。ラビンドラン氏は、今年度のテーマとして
「世界へのプレゼントになろう」を掲げています。
地区ガバナーは、沼田中央ＲＣの生方彰氏です。生
方ガバナーは、地区スローガンとして「奉仕・真実・喜
び」を掲げました。
奉仕とは、無償で行う活動や物販の安売りと思ってい
ました。そういたしますと職業奉仕はどのようにしたら良
いか、たどり着いたのが「奉仕とは喜んでいただくこと(喜
びを与えること)」喜んでいただく相手は、家族、社員、
お客様、ロータリアン、世界の人々です。と言われてい
ます。
真実とは、嘘や偽装のないこと、と四つのテストの実践
であります。と言われています。
喜びとは、「奉仕(喜んでいただくこと)+四つのテストの
実践＝喜びで返る」であります。
ロータリーは、教えるところではありません。自ら学ぶと
ころであります。ロータリーを学び、実践したら間違いな
く豊かで喜びに満ちた人生が送れると思います。
Ⅰ 地区目標
1.会員増強
（1）地区全体で.2,000 名台の会員数に回復させる。
（2）地区内全クラブで純増を達成する。
2.未来の夢計画
（1）地区内全ｸﾗﾌﾞが地区補助金対象事業を申請する。
（2）毎年３クラブ以上がグロ−バル補助金を申請する。
3.寄付目標（数値目標）
（1）ロ−タリ−財団年次寄付 一人当たり 150 ドル以上
（2）ポリオプラス寄付 一人当たり毎年 20 ドル以上
（3）米山記念奨学会 一人当たり毎年 16,000 円以上
4.ロ−タリ−研修
（1）地区およびクラブはロ−タリ−研修の強化・充実を
推進する。
（2）クラブはＲＬＩセミナ−に積極的に参加する。
5.公共イメ−ジ
クラブの地域に対する発信を活発化し、クラブの存
在価値を高める奉仕プロジｴクトを積極的に開発・推
進する。
6.青少年奉仕
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。
7.奉仕の理念
ロ−タリ−の目的である「奉仕の理念の奨励・育成」

をロ−タリアンとして、またクラブとして実践する。
Ⅱ ロ−タリ−誕生 111 年（2016 年 2 月 23 日）並びに
2840 地区 15 周年の節目の年になります。そこでこれ
を記念して長期間に亘りロ−タリ−活動にご尽力頂
きました諸先輩に感謝と敬意を表し、表彰を行いま
す。
Ⅲ ＩＭを開催し、更なる親睦をはかり、ロ−タリ−の未
来を語り合いましょう。
Ⅳ ロ−タリ−の原点と進化を学びましょう。
Ⅴ ＲＬＩ推進委員会を新設し、ＲＬＩの拡充を図る。
桐生ロ−タリ−クラブに於いても､生方ガバナ−の述
べている奉仕を行う事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･････を合言葉に行なってまいります｡
桐生市には､様々な奉仕活動団体がたくさん有ります｡
その団体とコンタクトを取り協同で活動する又は支援す
る方法を見出し実践して行きたいと考えています｡一つ
は､宝田先生が行な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｡又 RI の夢計画の実践す
る為､今年度は､桐生市内を観光する目的の観光客や
市民が買い物に利用する為の電動自転車を桐生市に
寄贈する｡その事により全会員が地域社会に関わり体を
使った奉仕を行い喜びをあじわって貰いたいと考えて
います｡
又､提唱クラブのロ−タ−アクトクラブ･インタ−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
栃木県足尾銅山への植樹を行う社会貢献奉仕を実践
して足尾の山を緑にする｡青少年の為の伝統芸能等の
日本文化を勉強する会を行う青少年の社会課見学を実
践したいと思っています｡
今年度､久しぶりに RI プログラムの青少年交換学生
の受入れをする事になりました｡アメリカからの高校生を
預かります｡日本の歴史･文化を理解して頂き日本での
より良い生活が送れるようサポ−トしたいと思います｡
東日本大震災の被災地への援助を見直す時期にな
っていると思います｡当クラブでも､南三陸地域との縁が
有ります｡考えて見てはいかがでしょうか｡
｢最もよく奉仕するもの､最も多く報われる｣ を心に秘め
楽しいロ−タリ−ライフを送りましょう｡ 会員の皆様の協
力を頂き､一年間努力をしたいと考えています｡どうぞ宜
しくお願い申し上げます｡
事業計画及び目標
1. 会員の退会防止と会員増強をはかる 会員 70 名
以上
2. 例会を充実させ､楽しみ､親睦をはかる
3. 奉仕を通じて地域社会に貢献する
4. 奉仕を通じてロ−タリ−クラブの公共イメ−ジアッ
プを図る
5. 未来の夢計画を実践し社会貢献を計る
6. 青少年奉仕プログラムの充実を図り､共に奉仕活
動を実践する
7. 青少年交換学生(RI 常設プログラム)の受入れと
ピ−アールの実践をする

インターアクト合同会議
2015 年 7 月 4 日(土)
新島学園高等学校にて

「新年度を迎えて」
副会長
金子 篤郎 君
本年度副会長という大役を仰せつかり大変緊張して
おります。この度、堀会長より副会長のお誘いを受けた
時私自身その器ではないと思っておりましたが、堀会長
には 2006-2007 年の 1 年間私の会長の折幹事として大
変なご苦労をお掛けした経緯がございましたので、こん
な事でご恩返しが出来ればと微力ではありますが引き
受けさせていただきました。副会長というのは、会長不
在のとき、会長代理として例会を運営したり、理事会の
議長を務めたりする役目なので特に副会長から方針と
か抱負とかを申し上げることはありません。あくまで、会
長不在のときに会長代理を務める役に徹するということ
だと思います。是非、堀会長には、1 年間 40 回前後の
例会ですが、健康には十分ご留意頂きまして私の出番
がありませんよう心から願うばかりです。ロータリーの今
年のテーマは「世界へのプレゼントになろう」から始まり
ます。最後になりますがどうぞ堀年度の堀会長、桑原幹
事に対して会員諸兄皆様の温かいご協力とご支援賜り
ますようお願い申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。

「新年度を迎えて」

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、副部長 2
名、顧問２名が参加致しました。

桐生ローターアクトクラブ
2015-2016 年度 初例会
平成 27 年 7 月 7 日(火)桐生倶楽部

2015-2016 年度 清水大会長、石田美幸幹事です。
桐生ロータリークラブ
堀会長、桑原幹事、森奉仕プロジェクト室長、朝倉青少
年奉仕委員長、松田副委員長、青少年奉仕委員の舘
君、久保田君も参加致しました。

幹事 桑原 志郎 君

堀年度幹事を仰せつかりました。日頃、なんとなく見て
いた幹事の仕事。淡々と例会をこなしている様子を見て
いて、正直スムーズな所しか見えなくてそれまでの苦労
を疑う余地もありませんでした。初陣の第一例会の準備
だけでもういっぱいイッパイ状態。「これから一年乗り切
れるかな･･･」と思っている自分が情けなくなります。
すでにスタート。堀年度の「楽しいロータリーに！」を創
る為に試行錯誤の連続ですが、精一杯皆さんと歩んで
行きたいと思っております。いたらぬ点多々あろうと思い
ますが、助言・お叱り等お願いしながら一年間突き進ん
で行きたいと思っています。
「エンジョイ、ロータリー！」一緒にがんばりましょう。

【例会予告】
7 月 20 日(月) 休 会
7 月 27 日(月)
♦ 卓 話
会員組織強化室
奉仕プロジェクト室
♦ 食 事 桐生プリオパレス

