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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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皆さんこんにちは、以前この時間で戦中の厳しい環境
の中で国民学校にもろくに行けなかった７６歳の女性が
孫の英語の宿題が全く解らず、大変悔しく、悲しい思い
をされた事をバネに進学して７年間の高校生活を通じて
学んだ知識や、孫よりも若い仲間が出来た喜びと日本
の教育システムに感謝しているとの記事を紹介しました。
（産経新聞社、８３歳の女子高球児） 扨、識字率の低
い国の主な理由は「紛争」と「貧困」であり
1）親が子供に仕事をさせてしまう。２）学校が無い、有っ
たとしても通うに数時間掛る。3）先生がいないし、教材も
無い。４）女性は教育を受けなくても良い（女性蔑視）
等々です
これ等の問題を解決するべく学校建設、教材の寄贈、
先生の派遣等ロータリーを挙げて援助している訳です
が現地の環境は多くの問題が有るようです。
では経済的に恵まれている日本の識字率は？当然世
界の５本指に入ると思っていましたが残念ながら 23～25
位です。
環境の良い経済大国がなぜこの順位なのか疑問に感
じ調べました所大変大きな難しい問題があります。

1） 義務教育でひらがな、カタカナは読む事が出来生
活に支障は無い。
２） 経済のグローバル化、IT 化を見据えて母国語より
英語や他の言語を学ぶ。
３） 文章書きもコンピュター、ワープロの「変換」で容易
に漢字が駆使出来る。
４） 最も深刻な事は家庭の経済格差が問題になってい
ます。
①母子家庭（シングルマザーの良し悪しではなく）が
増え経済的に困窮し、高校進学を諦め又高校進
学したとしても学費を払えず中退せざるをえない生
徒が多くなっている。
②母親が安心して一日働く職場（正規雇用問題）、
子供を預ける託児所が無い。（待機児童問題）、
（少子化問題）、等々ロータリー活動で解決するに
は難しい問題が有るようです。 幼少期に本に囲ま
れ慣れ親しんだ環境で育った子は成人になってか
ら高所得の職種に就くことが多いというデータが有
るそうです。
さて 次は頭のお遊びで識字率にはあまり関係ないと
思いますが何と読みますか考えてみて下さい。
（桐生 RC 石井省三 著ロータリー役員必携）
全てロータリークラブ名です。
①西馬音内 ②千厩 ③八街 ④吉舎 ⑤厚岸
⑥留辺蘂 ⑦小平 ⑧妹背牛 ⑨余目 ⑩寒河江
※回答は最終頁をご覧ください。

会長の時間
《報 告》
・6/14～7/5 ルーカス君 高橋弘史君宅にてﾎｰﾑｽﾃｲ
後 7/18(月)帰国
・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 桐生倶楽部
・7/18 祝日による休会
・7/19 IAC 総務委員会 桐生倶楽部
・7/19 RAC 初例会 柳幹事、桑原志郎君、
朝倉剛太郎君、大島千賀子さん
・7/20 会計監査 桐生倶楽部
・7/21 家族会総会 たつ吉
・7/23 ゴルフ部月例会 赤城国際 CC
・地区補助金審査結果 補助金支給決定額 735 ドル
《予 定》
・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
・7/27 IAC 第９回実行委員会 桐生倶楽部
・7/28 親睦活動委員会家庭集会 たつ吉
・7/30 IAC 年次大会 桐生市市民文化会館

・8/1 新会員入会式 （腰塚富夫さん・久保田信一郎さ
ん）
・8/1 例会終了後、定例理事会

幹事報告
・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。
・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。
・前橋 RC より「3000 回記念例会」出席の御礼が届いて
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。
・桐生市社会福祉協議会より「福祉ぐんま」が届いており
ます。
・桐生発明協会より、発明考案展覧会開催要領が届い
ております。
・樹徳高等学校より「暑中お見舞い」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。
・8/1 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 7 月 25 日)
総員 67 名：出席 42 名
平成 28 年７月 4 日例会修正出席率：86.88％
ニコニコボックス
月門快憲君、水越稔幸君、増山大祐君、小林雅子さ
ん･･･本日卓話をさせていただきます／吉田栄佐君…
須永さん新店舗開店おめでとうございます／山﨑達也
君…お久しぶりです。
卓 話

「新年度を迎えて」
クラブ管理運営室長
水越 稔幸 君
クラブ管理運営室に所属の３委員会は、それぞれがク
ラブの例会、会合の手配、運営、出席等を担当する委
員会です。
まず出席・ニコニコ箱委員会は小林雅子委員長、北川
貴久副委員長。次にプログラム委員会は月門委員長、
岡野副委員長。三つの目の親睦活動委員会は増山委
員長、木村滋洸副委員長と、大変強力なメンバーを選
んで頂きました。そしてそれぞれの委員会には、優秀な
会員を配置して頂き例会の運営をさせて頂きます。
例会は、会員がロータリーを真に体験する大変貴重
な場であり、参加型の楽しい例会とすることが大変重要
であると考えます。会員が積極的に参加し、出席率を上
げる環境を創り出し、そこで様々な事を学び、親睦と絆

を深め、更に和と輪を広げることで地域社会での各種
奉仕活動がより活発になれば、ロータリーが更に認知さ
れ、結果入会を望む方やロータリー活動にもっともっと
関心を示す方も増えていくと確信しております。
以上の事から、室内各委員会の委員長・委員の方々
はもとより、他室各委員会との連携、情報の共有化を図
りながら、吉田会長が提唱される、会員諸兄にとり例会
日が待ち遠しくなるような例会創りの為、一年間活発に
活動してまいる所存でございますので、会員諸兄の絶
大なるご協力を心よりお願い申し上げ、クラブ管理運営
室長としての所信とさせて頂きます。

なるために、卓話の重要性を認識し、委員会を運営した
いと思います。
毎回の卓話の講師には各方面で活躍している方、是
非この方の話が聞きたいと思える人、またタイムリーな方
等の卓話を会員のみなさまに届けたいと思います。委
員会のメンバーだけでは卓話者の選定も限りがあります
ので、どうぞすばらしい卓話者の推薦と、要望を委員会
までお知らせください。

「新年度を迎えて」
親睦活動委員長
増山 大祐 君

「新年度を迎えて」
出席・ﾆｺﾆｺ箱委員長
小林 雅子 さん

今年度、委員長を拝命致しました小林です。陣容は
副委員長に北川貴久さんそして村田さん、大友さん、澤
田さん、山田さん、大島さん、岡野さん、中山さんの強
力メンバーです。各メンバーには積極的にご協力して
戴いて、ここ２回で私の出る幕はありません。
今年度の目標と致しましては、例会に一人でも多く出
席をしていただき、会員出席率 100％の日の実現に、メ
ンバーと共に努力していきたいと思います。
また、にこにこ箱の拠金を目標以上の達成が出来ます
よう、さらなる各会員のご協力を、よろしくお願い致しま
す。拠金は、家族会等の会員の親睦会を充実させる為
に使われると伺いました。皆様で何か良い事、嬉しい事
がありましたら、その都度の“おすそ分け”を頂ければと
思います。
今年度の出席率 100％の会員への記念品はクオカー
ドとさせて頂きました。『キッズスマイル』というカードで、
東日本大震災被災地の子供を笑顔にする活動支援の
ため、１枚につき 50 円の寄付になります。毎月の出席率
100％の方が増えますと、支援が大きくなりますので、皆
様のご協力をお願い致します。
本年度１年間よろしくお願い致します。

「新年度を迎えて」
プログラム委員長
月門 快憲 君
プログラム委員会の委員長を仰せつかった月門快憲
です。副委員長に岡野紀子さん、委員に竹内靖博君、
松島宏明君の少数精鋭のメンバーで一年間頑張ります
のでよろしくお願い致します。
長い歴史を持つ桐生ロータリークラブがますます発展
するためには、毎回の例会の品格と、格式が必要と考
えます。また、例会に出席して良かったと思える例会に

今年度親睦活動委員会、委員長を仰せつかりました
増山大祐です。こんな大役を指名していただき吉田会
長には感謝しております。
副委員長には毎年ビンゴ大会の名司会、そして家族
会旅行の素晴らしい企画をしていただいている木村滋
光さん、そして坂入さん、木村洋一さん、蛭間さん、新
井さん、荒木さん、田中さん、津久井さん、阿倍さん、小
林さん、そして新入会員の中山さん、岩崎君、川島君、
坂本君、そして室長には水越さん、このように個性溢れ
たメンバーで構成されております。
吉田会長の言う時代に即した実行力、行動力あるクラ
ブを目指すために、基礎となる会員相互、会員家族の
信頼と友情を深められる活動を一年間通して行って行
こうと考えております。
結婚祝にはお花を、そして誕生祝はチョイスドリンクを
贈らせて頂きます。チョイスドリンクとはワイン、焼酎、日
本酒、梅酒、ジュースといった５つの中から選択いただ
きそれを贈らせて貰うという新しい試みです。ある程度
の皆様にはお伺いしてるとは思いますが、まだチョイス
されていない方はおっしゃって頂ければと思います。
そして、8 月には家族合同納涼会を、12 月には家族
合同忘年クリスマス会を、４月には観桜会を考えており
ます。また、家族会旅行、家族会総会、家族会役員会
など行うために家族会の皆様方とも密な連携を図って
いきたいと思っております。そして、誰もが行きたくなるよ
うな旅行を企画していきたいと思っております。12 月に
行われます家族合同忘年クリスマス会においては少し
志向を凝らして行いたいと考えております。また、今年も
多くの新入会員が入会されていますので余興の方も期
待できると考えております。期待して下さい。
初めて委員長を仰せつかりましたが、ロータリアンらし
く品良く、かつ自分らしく、親睦活動委員会の事業に出
席すると元気をもらえると言ってもらえるようやっていき
たいと思っております。何より自分たちが楽しむ事を一
番に一年間全うしていきます。どうぞよろしくお願いお申
し上げます。

桐生ローターアクトクラブ
2016-2017 年度 初例会
平成 28 年７月 19 日(火)

2016-2017 年度 桐生ローターアクトクラブの初例会が
桐生倶楽部で行われました。桐生 RC からも柳幹事、桑
原奉仕プロジェクト室長、朝倉青少年奉仕委員長、大
島青少年奉仕副委員長が参加しました。

家族会総会
平成 28 年 7 月 21 日(木)
たつ吉にて

家族会吉田百合子会長・柳弘美幹事より、前年度家族
会堀かをり会長・桑原敏子幹事へ花束贈呈。
１年間大変お世話になりました。

【2016-2017 年度 群馬県 RC 野球大会】
桐生 RC 初戦
9/3(土) 13：00～ 於：前橋市 桃の木川グランド

何と読みますか？

①西馬音内（にしもない・秋田県）②千厩（せん
まや・岩手県）③八街（やちまた・千葉県）④吉
舎（きさ・広島県）⑤厚岸（あっけし・北海道）⑥
留辺蘂（るべし・北海道）⑦小平（おびら・北海
道）⑧妹背牛（もせうし・北海道）⑨余目（あまる
め・山形県）⑩寒河江（さがえ・山形県）
※（()内は RC クラブ読み仮名と所在地です。）

【例会予告】
8 月 8 日(月)
♦ 卓 話 「新年度を迎えて」
♦ 食 事 たつ吉
8 月 15 日(月) 休会
8 月 22 日(月) 家族合同納涼会
♦ 午後 6 時 30 分 点鐘
♦ 海鮮ダイニング美喜仁館
8 月 29 日(月)
♦ 卓 話 「新年度を迎えて」
♦ 食 事 利休

