
 

 

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２９５６回例会 
(８月３１日(月)第５例会) 

９月７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． 卓 話  

       「ガバナー補佐講話」 

    第 2分区Ａガバナー補佐 船山克人 君 

８． 点 鐘 

 

 

群馬第 2分区Ａガバナー補佐 船山 克人君(桐生南ＲＣ)

 

会長の時間 

≪報 告≫ 

・ 8/22 は､ロ－タリ－財団セミナ－が伊勢崎プリオパレ 

スにて、午前･午後と一日がかりで開催されました｡村 

田地区補助金委員､久保田グロ－バル補助金委員､ 

会長､吉田会長エレクト､大友ロ－タリ－財団委員長 

の 5名で参加して参りました｡ 

･ 8/24 は､長期計画特別委員会の家庭集会が桐生倶 

楽部にて開催されました｡ 

  家族合同納涼会が､海鮮ダイニング美喜仁館にて大 

勢の参加を頂き行われました｡楽しい納涼会を有難う 

御座いました｡ 

 

≪予 定≫ 

・ 9/1 青少年奉仕委員会の家庭集会 

( 善行青少年表彰の件 ) 

･ 9/3 ロ－タリ－財団･国際奉仕委員会の家庭集会 

（夢計画の実施･計画 ) 

･ 9/4 桐生 5RC 会長･幹事会 

･ 9/5 群馬県 RC野球大会 

開会式では、選手宣誓を行います。 

     桐生 RC は､正午より前橋 RC か 前橋中央 RC 

    の対戦が組まれています｡ 

･ 9/6 RLIセミナ－ (パートⅠ) 

吉田会長エレクトと柳副幹事 参加 

桐生 RCのゴルフ部研修会（桐生 C･C） 

 

 

 

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＄＝124円です。 

・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。 

・群馬県より「シニア災害ボランティアシンポジウム」のご 

案内が届いております。 

・桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。 

・11/1 クラシックカーフェスティバル in桐生のお手伝い 

のお願いが前原勝良君より届いております。案内は、 

後日送らせて頂きますので、ご協力お願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 27年 8月 31日) 

総員 67名：出席 39名 

8月 10日例会修正出席率：83.61％ 

8月 17日例会修正出席率：75.93％ 

 

ニコニコボックス 

船山克人ガバナー補佐…本日お世話になります。一年

間よろしくお願い致します／疋田博之君、堀明君、牛膓

章君、松島宏明君、大友一之君、桑原志郎君…船山ガ

バナー補佐を歓迎して／竹内靖博君…船山ガバナー

補佐の来訪を歓迎します。ご苦労はお察ししますが、桐

生 5ＲＣを是非良い方向に導いて下さい／水越稔幸君

…船山ガバナー補佐・・・急な交代で大変でしょうが 1年

間頑張って下さい／堀明君…家族合同納涼会無事に

ようこそビジター 



 

終わり皆様ありがとうございました／北川洋君…納涼会

のビンゴで素敵な賞品が当たりました／金子篤郎君…

納涼会ビンゴで撥水風呂敷が当たりました／園田誠君

…納涼会で旅行クーポンを頂きました／大島千賀子さ

ん…納涼会で荒木先生の作品を頂きました／増山大祐

君…納涼会では皆様のご参加ありがとうございました。 

 

長期計画特別委員会 

委員長 村田勝俊君 

8/24家庭集会を行い、下記(1)について議論し、(2)以下

のテーマがあることを確認しました。 

(1) 当クラブの組織と細則について 

①委員会構成は現状でよいか？ 

②室制について 

③細則の修正・調整は必要あるか？ 

④地区との整合性は大丈夫か？ 

⑤その他 

(2) 桐生地区 5ＲＣでの共同事業の推進、青少年交換 

留学生の受入事業など 

(3) 当クラブが目指すべき方向性・課題・大枠で継続性

がある奉仕プロジェクトについて会員参加型ディス

カッションの実施 

(4) 交流クラブ(宮城県佐沼ＲＣ)との交流や、交流クラ

ブの増強について 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

❶本年度は３ヶ年地区戦略計画（2013年 10月 27日地

区大会にて決議された）が仕上げの年度となりました。

下記７項目の計画を達成致しましょう。 

 

○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。  

○未来の夢計画 

(1) 地区内全クラブが地区補助金対象事業を申請す

る。 

(2) 毎年３クラブ以上がグローバル補助金を申請する。  

○寄付目標（数値目標） 

(1) ロータリー財団年次寄付 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  

○ロータリー研修 

地区およびクラブはロータリー研修の強化・充実を推進

する。 

クラブは RLI セミナーに積極的に参加する。  

○公共イメージ 

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ェクトを積極的に開発・推進す

る。  

○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。  

○奉仕の理念 

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。  

 

生方年度は３カ年地区戦略計画の会員増強の項目を、

さらに上乗せして地区全体で 2,100 名を目指します。 

 

❷ロータリー誕生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ータリー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。 

❸IM を開催し、更なる親睦をはかり、ロータリーの未来

を語り合いましょう。 

❹ロータリーの原点と進化を学びましょう。 

❺RLI推進委員会を新設し、RLIの拡充を図る。 

 

「My Rotary」アカウント登録手引き 

「My Rotary」とは？ 

「My Rotary」とは、ご登録いただくことでロータリ

ーの活動や地区、クラブ運営に必要な情報やデータ

を随時入手できる便利なシステムです。クラブ会長、

幹事、事務局職員の方にとっては、「ロータリー・ク

ラブセントラル」（寄付目標、会員増強目標の設定）、

会員情報（入退会更新）、半期報告書、人頭分担金の

請求書発行等、地区、クラブ運営にとって不可欠な

オンラインシステムとなります。 

（国際ロータリーのウェブサイトをご覧いただくに

は「Google Chrome」等、最新のブラウザをご利用い

ただくほか、「My Rotary」のアカウント作成時に個

人認証のため、他の方と共有していない個人専用の

メールアドレスが必要となります。） 

「国際ロータリー」ホームページへのアクセス方法

の手順に従ってサイトへアクセスする。 

「My Rotary」アカウント登録方法の手順に従ってア

カウント登録を行ってください。 

 

 

「ガバナー補佐講話」 

群馬第 2分区Ａ 

ガバナー補佐 船山 克人 君 

 

【例会予告】 

9月 14日(月) 

     ♦ 善行青少年表彰 

       群馬大学 教授 宝田 恭之 様 

     ♦ 食 事 きよ多 

  

 21日(月) 休 会 

  

 28日(月) 

     ♦ ガバナー公式訪問 

     ♦ 食 事 吉野家  


