
 

 

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２９５３回例会 
(８月１０日(月)第２例会) 

８月１７日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 出席１００％表彰 

５． 会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 卓 話  「新年度を迎えて」 

    Ｒ財団・奨学室 室長 

       Ｒ財団・国際奉仕委員長 大友 一之 君 

    米山奨学委員長      吉野雅比古君 

    長期計画特別委員長   村田 勝俊 君 

８． 点 鐘 

 

 

出席１００％表彰 

 

 

 

 

 

会長の時間 

桐生まつりも無事に終わり携わった関係者の皆様お疲

れ様でした｡ 

《報 告》 

・8/6 ■ホストクラブの桐生赤城 RC より青少年交換学 

     生に関する会議が行われ､会長､大友国際奉仕 

     委員とで参加して参りました｡インバンド学生に 

     ついてとホストファミリ－へのお願いの 2 項目に 

     ついて､担当者より説明がありました｡桐生 RCで 

     は､H28 年 3 月 15 日～6 月 14 日までホストしま 

     す｡宜しくお願い致します｡ 

・8/8 ■RAC のうまいもの市に表敬訪問して参りました｡  

     RAC のメンバ－が大勢活動している姿を 

     見て感動と喜びを感じ､売上が RAC の活動費 

     になるので､沢山売れるよう協力して参りました｡ 

《予 定》 

・8/17 卓話が直前ガバナ－の竹内正幸様です。大勢

の出席をお願い致します｡ 

・須永博之会員のご子息がご結婚をしましたので､お祝 

 を致します｡ 

・元会員の藤井征夫さんへお盆期間中に新盆花を送り 

 ます｡ 

 

 

幹事報告 

・ガバナー事務所より夏期休暇のご案内が届いておりま 

 す。 

・桐生南、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。 

・事務局は、桐生倶楽部休館に伴い１３日～１４日がお 

 休みとなります。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 27 年 8 月 10 日) 

総員 67 名：出席 43 名 

7 月 27 日例会修正出席率：78％ 

 

ニコニコボックス 

須永博之君…長男のお祝いを頂戴致しました。ありがと

うございます／吉野雅比古君…桐生八木節祭りが無事

終了しました。関係した多くの皆さん、大変お疲れ様で

した。米山奨学委員長としての私のお話を聞いて下さ

い／村田勝俊君…卓話をさせて頂きます／坪井良廣

君…仔豚の貯金箱／吉野雅比古君、園田誠君、荒木

千恵子さん、田中一枝さん…出席 100％。 

 

米山奨学委員会 

吉野 雅比古 君 2 万円 

 

 

 

 

 

前原 勝 君 21 回 
吉野雅比古君 15 回 
園田  誠君  4 回 
荒木千恵子さん 1 回 
田中 一枝さん 1 回 



 
 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

2015-16 堀年度のロータリー財団・国際奉仕委員会の

委員長を仰せつかりました大友です。メンバーですが、

副委員長に飯塚荘一くん、委員に高橋昇くん、平岩千

鶴子くん、飯山順一郎君という 5 名構成となります。なお、

私はロータリー財団・奨学室長を兼任させていただいて

おりますが、米山奨学生の関係については、吉野委員

長にお任せしてありますので、ロータリー財団と国際奉

仕についてお話しさせていただきます。 

まず、ロータリー財団委員会の役割ですが、大まかに言

って、地区ガバナーが目標に掲げた財団への寄付目

標額の達成及びこれを超える寄付金を皆さんにお願い

すること、それと「未来の夢計画」の計画と実施が加わり

ました。「未来の夢計画」の計画申請と実施のパターン

ですが、計画申請は毎年度 12 月までに翌年度の計画

を提出し、翌年 1 月から 2 月頃に地区で認定され、実施

は翌年度となります。つまり、堀年度で計画を立て、実

施は来年の吉田年度になるわけです。財団委員会とし

て、秋になりましたら現会長、幹事に会長エレクト、次年

度幹事予定者を加えて次年度に向けた計画を立案す

る予定です。なお、今年度は、電動アシスト付自転車を

桐生市関係団体へ寄贈することになっており、9 月から

10 月で実施する予定でおりますので、その節は会員皆

様にご協力をお願いすることとなりますのでよろしくお願

いします。 

さて、国際奉仕委員会ですが、いままではＵＮＨＣＲ(国

連難民高等弁務官事務所)の日本協会への寄付等を

実施してきましたが、今年は桐生５ＲＣ合同事業として

米国から留学生を受け入れるに際し、当クラブもホーム

ステイ受け入れ先として、これに協力することになってお

ります。 

留学生は８月１９日に来日し、最初の３か月は日本から

米国へいく交換留学生のご家庭でホームステイ、その

後桐生赤城ＲＣの会員宅、次いで当クラブの会員、最

後はまた交換留学生の家庭ということで、留学期間の１

年間を概ね３か月ずつ延４家庭で過ごすことが予定され

ています。当クラブでの受け入れは来年２月中旬から５

月中旬頃になりますが、このホームステイ受入会員がま

だ決定しておりません。よい機会だからホームステイ受

入先になってもよいと思われる会員がいらっしゃいまし

たら是非私宛お申し出いただけると幸いです。お申し出

がないときは、理事会等に諮りましてお願いをすること

になるかと思います。たいへん気の重い役回りですが、

こちらもご協力のほどよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５年～２０１６年度、米山奨学委員会の委員長を務

めさせて頂きます、吉野雅比古です。副委員長に荒木

千恵子会員、委員として赤松 隆会員、森 喜美男会

員、小倉康宏会員、以上５名体制にて今年度の米山奨

学委員会を運営して行くことになりました。お忙しい

方々が委員に数多くいらっしゃるので、事実上、荒木副

委員長と２人で今年度の事業活動を推進して行く覚悟

です。私達の委員会は第２８４０地区米山奨学委員であ

り、ロータリー財団・奨学室長、大友一之さんが指揮を

執っています。非常に心強い限りです。安心して今年度

１年間過せるのではないかと思っています。 

  今年度の目標は、堀明会長の活動方針を尊重して、

陰ながら支援して行きたいと考えております。『米山記

念奨学会』への認識を高め、設定された寄付目標額の

達成を目指したいと考えています。米山記念奨学会へ

の寄付目標金額は会員一人について、１万６千円以上

と定められています。桐生ロータリークラブは上半期の

会費を皆様から頂戴する際に『ロータリー米山記念奨学

会特別寄付金』として１万３千円を一緒にお支払い願っ

ております。その他に本会計より会員お一人に付き、上

半期に１千５百円、下半期に１千５百円、このような徴収

方法により１万６千円となります。これらを『米山記念奨

学会』へ寄付金として送金しております。従って桐生ロ

ータリークラブの目標額が一応達成されることになりま

す。桐生ロータリークラブ以外の数あるクラブが目標額

達成に苦戦している中、当クラブの徴収方法は従来より

慣習的に継続されているとは言え、自然の形にて御協

力願っています。会員お一人お一人に「寄付をして 

下さい」と呼び掛けなくても良いので、誠に有難いシス

テムだと思っています。けれども善意の寄付です。強制

的は如何なものか？こうした考え方もあることも否定でき

ない事実です。でも何事も基幹的となるシステムの構築、

作り上げることも大切です。これから先の積み上げは会

員、皆さん方が何かのきっかけ、記念日や誕生日など

に上乗せ寄付をして頂ければ幸いなことです。 

 ９月１２日土曜日には『米山記念奨学セミナー』が開催

予定となっています。会長、幹事さん達と共に『前橋問

屋町センター会館』にて行われる勉強会に出席して、是

非『米山記念奨学会』に対する知識を深めたいと思って

おります。 

 次に、私が常日頃考えていることを会員皆さんに披露

したいと思います。僭越な考えかとお叱りを受けるかもし

れませんが、敢えて話をさせて頂きます。 

 

 

「新年度を迎えて」    

 ﾛｰﾀﾘｰ財団・奨学室長 

 ﾛｰﾀﾘｰ財団・国際奉仕 

 委員長 大友 一之 君 

   

「新年度を迎えて」    

  

 米山奨学委員長 

   吉野 雅比古 君 



 
 

 

 

『米山記念奨学会』は日本ローターリーの創始者、米山

梅吉翁の逝去にあたり、その偉業を記念してできた組

織であります。独自なものなので、国際ローターリーとは

直接関係のない別法人です。奨学金授与の対象者は

東南アジアからの私費留学生で日本の大学に在学する 

学生となっています。その奨学生の選考方法は主に学

業優秀者と伺っております。近年では出身国の地域性

も加味しているようですが、もう一つ、留学生の両親を含

めた経済力も選考に加味したら如何なものでしょうか。

裕福な家庭の子供は奨学金を貰わなくても充分余裕が

あるので、学生生活の資金繰りはとても楽だと思われま

す。本当に生活に困窮した学生にも手を差し伸べてや

るべきではないでしょうか。非常に厄介な難しい判断が

迫られる事とは容易に想像はできますが、学業成績、出

身国の地域性、 

生活困窮度、これらを総合して選定するのも良いのでは

ないかと思います。 

 今年度一年間、米山奨学委員会に携わらせて貰うこと

を改めて皆さん方に披露し、更なる御協力を宜しくお願

いして、本日のお話を終了させて頂きます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

本年度の当委員会では以下の 4 点について検討・実施

を行う予定です。 

 (1) 当クラブの組織と細則について必要に応じ検討 

    し、理事会に具申する。 

(2) 桐生地区 5RC での共同事業の推進について具体  

   的に検討し、理事会に提案する。 

(3) 交流クラブ・宮城県佐沼ロータリークラブ（含む震災 

   支援関係）との親交を深める方法を検討する。 

(4) 当クラブの目指すべき方向について、会員参加型 

   のディスカッションを開催する。 

牛膓年度で細則を大幅に改正し、坪井年度で CLP（ｸﾗ

ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ）に準じた組織替えが行われました。

新しい組織になって2 年目の堀年度において、当クラブ

が来年度以降さらに発展するために議論を深めていき

たいと存じますので、会員の皆様のご協力よろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生ローターアクトクラブ 

桐生祭 うまいもの市 

   
  今年も桐生祭開催期間中の３日間、本町 5 丁目 

  にて、うまいもの市に出店致しました。 

  好天にも恵まれたこともあり、餃子と枝豆は、完売 

  となりました。ご来場頂き、ご協力ありがとうございま 

  した。 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予告】 

8 月 24 日(月) 

     ♦ 家族合同納涼会 

       点鐘：午後 6 時 30 分 

       場所：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」    

長期計画特別委員長     

      村田 勝俊 君 

 


