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国際ロータリーのテーマ
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R.I 会長 ジョン

F.ジャーム

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

７月２５日号

前 原

吉田 栄佐

幹事

勝 樹
柳

明彦

平岩千鶴子・岡部信一郎・日野昇・桑原志郎

第２９９１回例会
(７月１１日(月)第２例会)

１．
２．
３．
４．
５．
６．

点 鐘
ロータリーソング斉唱
来訪者紹介
ポール・ハリス・フェロー表彰
出席 100％表彰
会長の時間

７．幹事報告
８．委員会報告
９．卓 話
「新年度を迎えて」
S.A.A. 飯塚 荘一 君
長期計画特別委員長 須永 博之 君
10．点 鐘

ようこそビジター
〈米山奨学生〉 沈 軼驊 君

ポール・ハリス・フェロー表彰
金子 篤郎君
（２回目）

委嘱状の伝達
地区補助金委員会
委員 村田

勝俊君

出席 100％表彰
松田 秀夫君
（１回目）

米山奨学生
奨学金授与
沈 軼驊 君

会長の時間
先月６月の退会者の報告です。竹内康雄さん、高橋
昇さん、横山勝則さんの３名が残念ながら退会されまし
た。竹内康雄さんは昭和５９年の入会で、３２年の大変
長きにわたり在籍して頂きました。その間１４年間は当ク
ラブの会計をお勤め頂きました。高橋昇さんは平成６年
の入会で、やはり２２年間の長きにわたり在籍されました。
また、横山勝則さんは本部に転勤ということで急の退会
となりましたが、後任の方の入会をお願いしたいと考え
ております。
このような経緯で当年度は６７名の会員数でスタート致
しますが７０名に向け頑張ってまいりますのでよろしくお
願い致します。
《報 告》
・6 月退会者 高橋昇君、竹内康雄君、横山勝則君
・7/5 桐生赤城 RC 第１例会 会長・幹事
・7/6 桐生南 RC 第１例会 会長・幹事
・7/7 桐生中央 RC 第１例会 会長・幹事
・7/9 IAC 合同会議
正午～ 桐生商工会議所
《予 定》
・7/11 桐生５RC 会長幹事会 午後７時～ たつ吉
会長・幹事・S.A.A.、飯塚荘一君・ゴルフ部、
高橋弘史君
・7/12 前橋 RC 3000 回記念例会
前橋商工会議所会館 会長・幹事
・7/13 群馬県 RC 野球大会コミッショナー会議
ホテルアミューズ富岡木村洋一君
・7/14 IAC 年次大会分科会 正午～ 桐生倶楽部

・7/18 祝日による休会
・7/21 家族会総会 12 時～ たつ吉
・7/23 ゴルフ部月例会 赤城国際 CC
・7/25 第１回会長候補者推薦委員会 桐生倶楽部
2013～2016 年度会長・幹事

幹事報告
・ガバナー事務所より「第 15 回ロータリー全国囲碁大
会」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。
・次週１８日は、祝日の為休会です。
次回例会は、２５日となりますので、お間違えのないよ
うお気をつけください。

４月 18 日の夜間例会 “なんでも言ってください 桐生
ロータリークラブのいまと未来” はいくつもの示唆に富
んだ意見がありました。今年度は、委員会でそれらのこ
とも含めいろいろ話し合っていければと思います。でき
ればクラブ会員の意識調査などから取り掛かりたいと思
います。一年間宜しくお願い致します。

国際ロータリー第２８４０地区
２０１６－２０１７年度
インターアクト・顧問教師・ロータリアン
合 同 会 議

委員会報告
出席委員会
本日の出席(平成 28 年 7 月 11 日)
総員 67 名：出席 42 名
平成 28 年 6 月 20 日例会修正出席率：77.41％

「開会の言葉」
地区 IAC 委員長
桑原 志郎 君

ニコニコボックス
吉田栄佐君、柳明彦君…先週卓話をさせていただきま
した／須永博之君、飯塚荘一君･･･本日卓話をさせて
いただきます／富澤剛君…副 S.A.A.就任／山田実君
…副 S.A.A.退任／吉野雅比古君…米山奨学委員長退
任／村田勝俊君…ニコニコ箱担当となりました。よろしく
お願いします／松田秀夫君･･･出席 100％。

「歓迎の挨拶」
会長 吉田 栄佐 君

卓 話

「新年度を迎えて」
「挨拶」
Ｓ．Ａ．Ａ．
飯塚 荘一 君
・副 S.A.A.としての体験
・今年度の事業内容
例会の設営
食事の手配他
新年祝賀例会
最終例会
3,000 回例会
５ＲＣ合同例会の企画設営
・吉田年度の事業計画実現のサポート

第 2840 地区ガバナー
豊川 一男 様

グループ討議

「新年度を迎えて」
長期計画特別委員長
須永 博之 君

今年度長期計画特別委員会の委員長をさせていただ
きます須永博之です。 一年間宜しくお願い致します。
委員会構成は副委員長に小林康人さん、委員は前原
勝さん、園田誠さん、野間義弘さん、桑原志郎さん、
水越稔幸さん、久保田寿栄さんの 6 名です。
昨年度、同委員会の村田勝俊委員長が企画された

【例会予告】
8 月 1 日 (月)
♦ 卓 話
♦ 食 事 アントラン
8 月 8 日(月)
♦ 卓 話
♦ 食 事 たつ吉

