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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。
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ようこそビジター
≪桐生赤城 RC≫ 幹事 岩田 真哉 君 ・ 青少年交換カウンセラー 清水 洋 君
青少年交換学生 ルーカス・ウェブスター君
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新会員入会式

㈲あざみ住建
専務取締役
岩崎 靖司 君

㈲川島組
代表取締役社長
川島 崇史 君

㈱まるさ
代表取締役社長
坂本 長規 君

歓迎の言葉

会長 堀 明
桐生 RC の創立記念例会に置いて新入会員を向かえて
の挨拶が出来る事に大変感動しています｡
岩崎さん､川島さん､坂本さん､ご入会おめでとうございま
す｡川島さんのお父さんも桐生 RC の会員で､親子二代
に渡るロ－タリ－アンとなります｡皆さんは､入会される前
の新入会員研修で ロ－タリ－の活動について､お話を
聞き 基本は理解されていると思いますが､私からも一言
ロ－タリ－について､話させて頂きたいと思います｡
ロ－タリ－の目的は､意義ある事業の基礎として､奉仕の
理念を奨励し､これを育むことにあると定められています｡
私達は､多くの人と知り合い 奉仕の機会をたくさん得る
事や 職業上の高い倫理基準を保ち､社会に奉仕する
機会として､各自 職業を高潔なものにしていく事に務め
信頼される企業人となれる努力していきます｡
又一人の人間として､事業及び社会生活に於いて､奉仕
の理念を実践し 奉仕の理念で結ばれた職業人が､世
界的ネットワ－クを通じ､国際理解､親善､平和を推進す
ることを目的に活動していくのがロ－タリ－アンです｡
皆さんも一日も早くクラブになれて､ロ－タリ－を楽しん
で下さい｡
皆さんの入会を会員一同 歓迎いたします｡
遅くなりましたが､新入会員の推薦を頂きました､ 水越
会員､増山会員､松田会員には､多いに感謝申し上げま
す｡有難うございました｡
以上で､会長からの歓迎の言葉とさせて頂きます｡

≪報 告≫
・ 2/23 地区公共イメ－ジ委員会よりロ－タリ－創立記
念日の為の広告が上毛新聞に掲載されました｡上毛
新聞を回覧いたしますのでご覧下さい。
・ 2/24 インタ－アクト年次大会実行委員会が桐生倶楽
部にて開催されました｡
・ 2/26 新入会員の為のオリエンテ－ションが桐生倶楽
部にて開催されました｡
・ 2/28 地区インタ－アクト台湾研修オリエンテ－ション
が開催され桑原インタ－アクト委員が出席しました｡
・ 2/29 の例会は 2/24 に実施した未来の夢計画の為
例会は休会でした｡
≪予 定≫
・ 例会終了後 第 9 回定例理事会が開催されます｡理
事・役員関係者の出席をお願い致します｡
・ 3/8 桐生 5RC 会長幹事会がうおせんにて開催されま
す｡
≪その他≫
・3/15 より桐生 RC で担当する青少年交換留学生の
ル－カス君が飯塚会員のお宅にホ－ムスティ－する
事になります｡会員の皆様には､ご協力宜しくお願い致
します｡期間は 6/15 までとなります｡

青少年交換学生

結婚祝

ルーカス･
ウェブスター君

岸田 信克 君
久保田寿栄 君

幹事報告

誕生祝
山田 実 君
坪井 良廣 君
岡部信一郎 君
前原 勝良 君
新井 智二 君
小林 康人 君
山口 正夫 君

会長の時間
≪創立 63 年記念例会に寄せて≫
・ 本日は､桐生 RC の創立 63 周年を記念するお祝の例
会とさせて頂きました｡創立時及び歴史については､後
ほど金子パスト会長よりお話を頂きますので省略させて
頂きますが歴史の再認識をして頂ければ幸いです｡そ
れから創立記念例会に､多くの新入会員を向かえる事
ができ 大変嬉しく皆様に感謝申し上げます｡

・国際ロータリーよりロータリーレートのご案内です。
３月は、１＄＝１１６円です。
・ガバナー事務所より「ロータリー記念日上毛新聞広報
掲載紙」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。
・樹徳高等学校より、卒業式に際するお礼状が届いて
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。
・次週 3/14(月)は、通常例会、3/21(月)は、祝日で休会
です。3/25(金)は、山田製作所工場見学となります。
振替で、3/28(月)例会は、休会となりますので、お間
違えのないようお気を付けください。
・例会終了後、定例理事会を開催致しますので理事・役
員の方々はご出席よろしくお願い致します。

委員会報告
出席委員会
本日の出席(平成 28 年３月７日)
総員 70 名：出席 46 名
2 月 15 日例会修正出席率：77.96％
2 月 22 日例会修正出席率: 64.91％

ニコニコボックス
桐生赤城 RC 岩田真哉君、清水洋君…ルーカス君が
３ヶ月に渡りお世話になります／堀明君…桐生 RC 創立
記念例会を祝して／金子篤郎君…本日卓話をさせてい
ただきます／牛膓章君、堀明君、本田雄一郎君、須永
博之君、桑原志郎君、水越稔幸君、朝倉剛太郎君、後
藤圭一君、増山大祐君、松田秀夫君…３名の新入会員
の入会を祝して／岸田信克君、久保田寿栄君…結婚
祝／疋田博之君、坪井良廣君、岡部信一郎君、山田実
君、小林康人君…誕生祝

卓 話

副会長
金子 篤郎 君
「桐生 RC 創立 63 年
の歴史」
ロータリークラブは、1905 年（明治 38 年）3 月米国のシ
カゴで「職業の違うものが定期的に集まろう」と弁護士の
ポールハリスが鉱山技師、仕立屋、石炭商の３人に提
唱し、その後 2 名が加わって 6 人でスタートした。そして
1920 年ロータリークラブは日本にも上陸しました。三井
銀行の米山梅吉、三井物産の福島喜三次が中心となっ
て「東京クラブ」が結成された。1930 年代、40 年代の戦
争の時代をくぐり抜けた後、日本で仮ロータリークラブ国
際ロータリーに再登録され、以降京都、大阪、名古屋、
神戸、福岡、札幌などが次々復帰した。この７RC で第
60 地区（日本国内）が形成され、東京から初代ガバナ
ーが就任した。
群馬県にロータリークラブが生まれたのは、1953 年３
月。産声は桐生から上がった。日本で 97 番目、県内で
は初のクラブ、それが桐生ロータリークラブだった。1953
年３月９日足利、東京 RC をスポンサーとして創立した桐
生ロータリークラブが全国で 97 番目のクラブとして誕生
した。RI の所属は第 60 地区。この日桐生倶楽部で第１
回の会合を持ち、足利 RC 遠田亨会長や、東京 RC 柏
原孫左エ門会長ら先輩から指導を受け、同 16 日の設
立準備会で役員選出を行い、同 23 日に設立総会を開
催、同 27 日に承認され、正式に創立となった。創立に
最低限必要な人数である 20 名をチャーターメンバーと
定めた。初年は昭和 28 年 3 月～6 月の４ヶ月足らずだ
った。
昭和 31 年７月～昭和 32 年 6 月年度では、初の「現況
報告書」を作成、ガバナー訪問の際に使用した。
昭和 39 年 10 月チャーターメンバーである松島貫一
会員の尽力により、草津 RC が誕生、昭和 40 年には桐
生南 RC の創立が決まり、昭和 40 年 10 月 15 日桐生
RC が準備に傾注した桐生南 RC が誕生した。会員 26
名でエリアは新川を境界に桐生川、渡良瀬川を結ぶ以
南の地区だった。
1968 年～1969 年度国際ロータリー第 355 地区ガバナ
ーに前原勝樹君が就任する。当時は群馬、新潟、栃木、
茨城４県が第 355 地区で、86 クラブを公式訪問された。

10 月 8.9 日両日産業文化会館に於いて、桐生での第
355 地区の年次大会も開催、1900 人を超すロータリアン
が参加し盛大に行われた。
1969 年（昭和 45 年）6 月桐生 RAC が 1969 年 11 月
地区内 8 番目のクラブとして結成され、1970 年 4 月に
認証状も届き、正式スタートとなりました。又、同年３月
には桐商 IAC にも認証状が伝達された。
昭和 46 年 7 月～昭和 47 年 6 月の年度、355 地区が
355 地区と 356 地区に分割され、栃木、茨城と分離した
年度、桐生西 RC が桐生 RC をスポンサーとして結成さ
れた。西 RC は大間々を中心に川内地区と笠懸町全域、
桐生南 RC から相生地区北半分を譲り受けスタートする。
創立 30 周年（1983 年３月）を迎え、ソウル龍山 RC と友
好クラブの関係を結ぶべく「締結調印式」式典プログラ
ムの中に組み入れた。
1984 年７月１日桐丘（現桐生第一高校）IAC 創立。1984
年 11 月 18 日桐丘（現桐生第一高校）IAC チャーター
ナイト。
吉野一郎君クラブ２人目のガバナーに就任（1989 年７
月１日）1989 年～90 年度 RI 第 256 地区大会を開催（桐
生市産文）
国際ロータリー地区分割（2000 年７月１日）により新潟
と群馬で組織していた当地区はこの年分割され群馬は
「第 2840 地区」となる。
2012 年～2013 年度、第 2840 地区ガバナーに疋田博
之君が就任。桐生ロータリークラブからは３人目のガバ
ナー誕生である。2012 年 10 月 13.14 日２日間にわたり、
桐生グランドホテル、桐生市市民文化会館で開催され
た。2012～2013 年度 RI 第 2840 地区大会が盛会裡の
内に行なわれました。又、同年度に「創立 60 周年記念
事業」があり、「記念式典」「クラブの歴史」「記念奉仕事
業」の３つを柱に実施し、記念式典、祝賀会もホストクラ
ブ会長北川洋桐生ロータリークラブ会長のモットーでも
あります「明るく、楽しく、元気よく」で楽しい記念式典、
祝賀会が和やかな内に終了致しました。
平成 26 年、27 年にまたぎ桐生ロータリークラブ 63 年の
歴史の中でもっとも快挙なことがらと言えば、６名の女性
会員の入会ではなかったでしょうか！正直桐生ロータリ
ークラブでは頑なに女性会員の入会を拒んでおりまし
たのに、会員諸兄の意識の変化があったのでしょうか！
女性会員が入会しただけで大変なごやかな雰囲気で例
会が進行しているように思えるのは私だけでしょうか！
今後大変なごやかなロータリークラブが続くことを念じな
がら。
【例会予告】
3 月 21 日(月)
25 日(金)

振替休日の為、休会
㈱山田製作所 工場見学
懇親会：18：00～
場所：海鮮ダイニング美喜仁館

28 日(月)

3/25㈱山田製作所工場見学に
振替の為、休会

