
 

 

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。 

２０１６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２９７１回例会 
(１月２５日(月)第２例会) 

２月１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． 臨時総会 

９． 点 鐘 

 

≪米山奨学生≫ホアン ミン チエン君 

 

ロータリー情報アワー 
                会員研修委員長 北川 洋君 

昨年の情報アワーは、７月でしたので夏バージョンでし

た。今回は、１月ですので冬バージョンです。さて、冬は

特に重大な病気になる時期と言われております。です

から、この冬を乗り越えると楽しい春がやって来るわけで

す。どうぞ皆様は、自分だけは若いのだと思っておりま

すが、以外や以外、身体は１日１日年をとって弱ってき

ます。気を付けましょう。それなので、生活スタイルを見

直す事が不可欠となります。その中の１つをお話し致し

ます。それは「食べ物」や「食べ方」が健康に重要な役

割を果たします。直結しております。ですから、食事は

いつも「楽しく」「おいしく」食べるのが大切になります。

食事すなわち人体のエネルギー生成が必要となります。

それは２つあります。①解糖系②ミトコンドリア系です。こ

の２つの生成によって、快適な生活を営む事が出来る

わけです。そして、胎児や子供の時は①が主です。１８

歳～６０歳代は、①と②が半々です。７０歳代以上は②

が主です。その事を頭に入れて食事をとる事が重要に

なります。では何で食事を年代によって変化させないと

いけないかと言うと①と②のエネルギーの使い道が違っ

ているのです。①は瞬発力や細胞分裂が主です。②は

持続力が主です。何はともあれ、我々は「明るく」「楽しく」

「元気よく」生きてゆく事が重要であります。 

「健康の４つのテスト」をお知らせします。 

①体を温めること 

②深呼吸をすること 

③カリウム４０をとること 

④ストレスから逃れることです。 

 

 

 

 

米山奨学生 

ホアン ミン チエン 君 

       奨学金授与 

 

 

 

会長の時間 

≪報 告≫ 

・ 1/20 桐生青年会議所の新年互礼会が桐生市市民

文化会館にて開催され会長が出席して参りまいりまし

た｡ 

・ 1/12 に行われました第 7 回定例理事会にて､決議さ

れました内容について報告致します｡ 

   ･ 2月の例会変更の件  2/15及び 2/29 は休会と 

    なり 2/22は夜間例会となります｡ 

   ･ 花と緑のぐんまづくり 2016 ｉn みどり(4月 15 日～ 

    5月 15日まで)みどり市が開催します｡ 1万円の 

    協賛を 5RCにて行う事としました｡ 

   ･ 3/7 (月)の例会は当クラブ創立記念例会とする為､ 

    例会場を桐生プリオパレスに変更致します｡ 

・1/13に行われました桐生 5RC会長・幹事会にて､決定

致しました事について報告致します｡ 

   ･ 花と緑のぐんまづくり 2016ｉnみどり 協賛について  

    1万円協賛する事になりました｡ 

   ･ 2/13 (土)の IM開催について､登録人数について 

    は 桐生 RCは 54 名となりました｡ 

ようこそビジター 



 

   ･ プログラムについて､15 時 00分より登録開始とな 

    ります｡ 

   ･ 分科会の発表者については､柳副幹事･田中会 

    員を推薦いたしました｡ 

   ･ IM当日の 18時 10分より生方ｶﾞﾊﾞﾅ－の歓迎会  

    が開催されます｡大勢の参加をお願い致します｡ 

   ･ 4/23 (土) 群馬大学桐生ｷｬﾝﾊﾟｽにて､午後 6時よ   

    り群馬大学留学生との交流会が開催されます｡ 

 

≪予 定≫ 

・1/27 会員増強委員会の家庭集会がシェフ・ハヤカワ

にて開催されます｡ 

 

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。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」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。 

・わたらせ養護園より「とんがりやね」が届いております。 

・樹徳高等学校より、「樹幹だより」「学校案内」等が届い

ております。 

・桐生南、桐生西、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 28年 1月 25日) 

総員 67名：出席 35名 

12 月 7日例会修正出席率：83.87％ 

12 月 14日例会修正出席率：85.24％ 

12 月 21日例会修正出席率：85.93％ 

 
ニコニコボックス 

北川洋君…クリスマス会では大変お世話になりました／

北川洋君…ロータリー情報アワーでお話させて頂きま

す／竹内康雄君…誕生祝。 

 

 

 

 

 

 

1.開   会            幹 事 桑原 志郎 

2.議長指名            会 長 堀    明 

3.定足数の確認  

4.会長挨拶            会 長 堀    明        

5.議案提出と趣旨説明   会長ｴﾚｸﾄ 吉田 栄佐 

 

 【改正の経緯と目的】 

  当クラブでは 2014 年 4 月にクラブ細則の改正を行

い、クラブの組織を 2014 年 7 月の年度から、ＣＬＰ（クラ

ブ・リーダーシップ・プラン）に則したものに変更しました。 

 

 

今般長期計画特別委員会で、（１）委員会活動のしやす

さと室機能の統一性の観点から委員会構成と所属する

室について一部見直しと（２）委員会の併合・分離につ

いて適切かつ機敏に対処できる条項を追加する必要性、

（３）その他現行細則の軽微な修正について意見の一

致を見ました。これを踏まえ 12 月 7 日の例会時に改正

案を説明し、同日の理事会で承認を受け、このたび細

則の修正案の投票を求めるものです。 

 

 

【改正の内容】 

 委員会の構成の一部修正を中心に、委員会の併合・

分離に柔軟に対応できる 

ことや室名及び所属室の変更についての条項を改正し

ます。 

 

 

【改正の施行日】 

 ２０１６－１７年度の初日(平成２８年７月１日)より施行し

ます。 

 

6.質疑応答 

7.採   決 

  第１号議案 

   「委員会構成の一部修正を中心に、 

    委員会の併合・分離に柔軟に対応できることや 

     室名及び所属室の変更」 

   

  第 2号議案 その他 

8.決議事項報告         会 長 堀   明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【例会予告】 

2月  8日(月) ♦ 卓 話 

     日本銀行 前橋支店 

     支店長 神山 一成 様 

      ♦ 食 事 たつ吉 

    

    13日(土) 第 2 分区Ａ ＩＭ・ガバナー歓迎会 

          桐生市民文化会館にて 

           Ｉ   Ｍ：15時 30分点鐘 

           歓迎会：18時 10分 

 

   15日(月) 13日ＩＭに振替の為、休会 

 

   22日(月) 夜間例会 

         『桐生第一高校ＩＡＣとの交流会』 

 

   29日(月) 10/24 未来の夢計画実施に 

      振替の為、休会 

     

2015-2016 年度 臨時総会 

 


