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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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ようこそビジター
第２分区 A ガバナー補佐
〈桐 生 南RC 会長〉 石関
〈桐 生 南RC 幹事〉 板場
〈桐 生 西RC 会長〉 前原
〈桐 生 西RC 幹事〉 東郷

阿左美 博 君
厚 君
俊方 君
榮一 君
学 君

桐生５RC 会長幹事の皆様

〈桐生中央 RC 会長〉
〈桐生中央 RC 幹事〉
〈桐生赤城 RC 会長〉
〈桐生赤城 RC 幹事〉

白田 佳充 君
遠藤 二三男 君
長谷川 義雄 君
清水 哲 君

ガバナー補佐ご挨拶

新旧会長・幹事
バッチの交換

感謝状並びに記念品・バッチの贈呈

役員就任式

桐生西 RC 第１例会 会長・幹事
・7/3 第１回 R 財団委員会合同会議
伊勢崎プリオパレス
地区補助金委員 村田君
グローバル補助金委員 久保田君
《予 定》
・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
桐生商工会議所
・7/11 桐生５ＲＣ会長幹事会 午後７時～ たつ吉
会長・幹事・Ｓ．Ａ．Ａ.、飯塚君・
ゴルフ部、高橋君

幹事報告

委嘱状の伝達

結婚・誕生祝
北川 貴久君
森
末廣君
川島 崇史君
久保田寿栄君
水越 稔幸君

会長の時間
今年度会長に就任させていただきました吉田栄佐でご
ざいます。一年間よろしくお願い致します。
本日は、阿左美ガバナー補佐をはじめ、桐生４ロータ
リークラブの会長・幹事の皆様に表敬訪問をして頂き、
誠にありがとうございます。
そして、昨年度大変ご苦労された堀会長並びに桑原
幹事、大変お疲れ様でした。今年度も豊かな経験を生
かして、ご指導お願い申し上げます。
そして今年度、私をサポートしてくださいます柳幹事・
各委員長を始め、理事役員の皆様にも更なるご指導ご
助言をよろしくお願い申し上げます。
これから一年間楽しい例会を目指して皆さんと努力し
てまいりますので、一年間どうぞよろしくお願い致しま
す。
《報 告》
・7/1 第１回定例理事会

・国際ロータリーよりロータリーレートのご案内です。
7 月は、１＄＝102 円です。
・生方直前ガバナーより任期満了のお礼状が届いてお
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。
・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いておりま
す。
・群馬県自閉症協会より講演会のご案内が届いておりま
す。
・桐生市国際交流協会より「ニュースレター」が届いてお
ります。
・桐生第一高等学校より選抜高校野球大会寄付金の御
礼が届いております。
・塚越隆史様より 77 日忌法要のご挨拶状が届いており
ます。
・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城各 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 7 月 4 日)
総員 67 名：出席 51 名
平成 27 年 6 月 13 日例会修正出席率：83.6％
平成 27 年 6 月 20 日例会修正出席率：81.3％

ニコニコボックス
阿左美ガバナー補佐様・桐生南 RC 様・桐生西 RC 様・
桐生中央 RC 様・桐生赤城 RC 様…ニコニコ箱にご献金
いただきました／牛膓章君、吉田栄佐君、澤田匡宏君、
柳明彦君…阿左美ガバナー補佐と４RC の会長幹事様
をお迎えして／疋田博之君･･･新年度を迎えて／堀明
君、村田勝俊君、須永博之君、大友一之君、桑原志郎
君、水越稔幸君…吉田・柳年度のスタートを祝して／堀
明君…一年間大変お世話になりありがとうございました
／吉田栄佐君、柳明彦君…一年間よろしくお願いいた
します／養田隆君…乾杯させて頂きます／吉田栄佐君
…会長就任、会長ｴﾚｸﾄ・ｸﾗﾌﾞ管理運営室長退任／前
原勝君…会長ｴﾚｸﾄ・ｸﾗﾌﾞ公共イメージ室長就任／本田

雄一郎君…副会長就任、プログラム委員長退任／野間
義弘君…会員組織強化室長就任、会員増強・選考委
員長退任／久保田寿栄君…Ｒ財団・奨学室長就任／
堀明君…直前会長就任、会長退任／桑原志郎君…直
前幹事・奉仕プロジェクト室長就任、幹事退任／柳明彦
君…幹事就任、副幹事退任／園田誠君…副幹事就任、
会計就任、ｸﾗﾌﾞ会報・情報委員長退任、会計退任／飯
塚荘一君…Ｓ．Ａ．Ａ就任、親睦活動委員長退任／田
中一枝さん…副Ｓ．Ａ．Ａ就任／月門快憲君…プログラ
ム委員長就任／増山大祐君…親睦活動委員長就任／
養田隆君…雑誌・広報委員長就任／森末廣君…会員
増強・選考委員長就任、奉仕プロジェクト室長退任／高
橋弘史君…国際奉仕委員長就任、職業・社会奉仕委
員長退任／荒木千恵子さん…米山奨学委員長就任／
須永博之君…長期計画委員長就任、公共イメージ室長
退任、直前幹事退任／牛膓章君…会員研修委員長就
任／金子篤郎君…副会長退任／坪井良廣君…直前会
長退任／北川洋君…会員研修委員長退任／大友一之
君…Ｒ財団・奨学室長退任、R 財団・国際奉仕委員長
退任／小林雅子さん…出席・ニコニコ箱委員長就任／
松田秀夫君…社会奉仕委員長就任、副 S.A.A 退任／
後藤圭一君…職業奉仕委員長就任、S.A.A 退任／朝
倉剛太郎君…青少年奉仕委員長就任、青少年奉仕委
員長退任／木村洋一君…出席・ニコニコ箱委員長退任
／水越稔幸君…クラブ管理運営室長就任、会員組織
強化室長退任／松島宏明君…雑誌・広報委員長退任
／坂入勝君…R 財団委員長就任／平岩千鶴子さん…
クラブ会報・情報委員長就任／村田勝俊君…長期計画
委員長退任／森末廣君、木村洋一君、水越稔幸君、久
保田寿栄君、北川貴久君、川島崇史君･･･誕生祝。

以外にはありません」
桐生ロータリークラブとしても、この理念を活動の基盤
に置いて実践してまいりたいと思います。ロータリーによ
る善き活動をより多く実現させ、将来にロータリーのリー
ダーとなれるロータリアンを増やしていきたいと考えてお
ります。
今年度の 2840 地区ガバナーは、藤岡南ロータリーク
ラブの豊川一男氏です。
豊川ガバナーは RI 会長の年次テーマを受け、地区ス
ローガンとして 「点から面へ さらに世界へ」－広げよう
＜友情と奉仕の＞和・輪－を掲げました。
このスローガンに基づき次のように地区目標としていま
す。
１． 会員およびクラブの交流を推進しよう
会員一人が年間３回、新たなクラブにメイクアップ
しましょう。
ロータリーは「友達」を作ることから始まりました。
メイクアップは地区内外のロータリアンと新たな友
情を育み会員相互の連帯感を高めて「絆」を深め
ます。
２． 会員基盤を拡充しよう
人類の半分は女性です、ロータリー女性入会者を
促進して女性会員ゼロクラブをなくしましょう。
ロータリーの資質向上のために、最近退職をした
シニアリーダーの入会を推進しましょう。
ロータリーの未来を担う若きリーダーの入会を推進
しましょう。

卓 話
「新年度を迎えて」
会長 吉田 栄佐 君

この度、2016～2017 年度の輝かしい歴史と伝統を誇
る桐生ロータリークラブの会長に就任させて戴き、身に
余る光栄であると思うと同時にその責任の重さに身の引
き締まる思いであります。会員皆様のご指導ご協力を戴
き、一年間宜しくお願い申し上げます。
本年度ＲＩ会長のジョンＦ．ジャーム氏（アメリカ テネシ
ー州出身）は年次テーマとして、「人類に奉仕するロー
タリー」を掲げており、RI 会長は年次テーマについて下
記のように語っています。
111 年の歴史の中で、ロータリーは多くの人にとって多
くの意味を持ってきました。毎週、世界の 34,000 以上の
クラブのロータリアンが集う一番の理由は最も大切な目
標、すなわち「奉仕」のためです。ロータリーの初期から
「人類への奉仕」は、ロータリーの礎であり主な存在理
由となってきました。様々な分野から熱心で有能な職業
人が集まり、壮大な目標を実現できる団体はロータリー

３． 地域社会および世界社会にロータリーの貢献を発
信しよう
地区内 46 クラブは、様々な奉仕活動を企画し、実
施しています。
地区全体で情報を共有し、ソーシャルメディアなど
活用して効果的にロータリーの活動を発信しましょ
う。
４． ロータリー財団「未来の夢計画」を進化させロータリ
ー財団 100 周年を祝おう
ロータリー財団「地区補助金」と「グローバル補助
金」の活用の質を高めましょう。
地区合同プロジェクト・ロータリー財団 100 周年記
念事業を実施しよう。
５． ロータリー米山記念奨学会の理解を深め寄付目
標を達成しよう
次世代を担う若き留学生の支援で、ロータリーの
輝く「未来」の原石を磨きましょう。

６． 「ＲＩ会長賞」に挑戦しよう
「ＲＩ会長賞」挑戦は、「元気なクラブ」作りのチャン
スにする事から始めましょう。
先ずは、ロータリークラブ・セントラルに 10 項目登
録しましょう。
７． ＩＭを開催して、私たちの「未来」を語ろう
地区内 8 分区・グループで年次テーマ「人類に奉
仕するロータリー」を実践し「未来」を語りましょう。
８． 中核的価値観を養い、奉仕につなげましょう
ロータリーの中核的価値観は、100 年以上の活動
で培われたものです。
「奉仕」「親睦」「多様性」「高潔性」「リーダーシッ
プ」と言う５つの中核的価値観を学び・語り合い・実
践しましょう。

共通の問題が会員の減少であります。どのような立派な
理念があっても会員が少なければ、なかなか思うように
奉仕活動はできません。桐生ロータリークラブは純増 2
名総数 72 名を目標にして、全会員が会員増強委員長
であるとの認識のもと活動をお願い致します。
県内でもっとも歴史のある桐生ロータリークラブであり
ますが、さらなる発展を目指し活力あるクラブにするため
に長期計画特別委員会が設置されており、問題点や情
報を速やかに会員に発表するようにしていきたいと思い
ます。今なにをなすべきか、何が必要なのかを考え、速
やかに解決し、時代に即した実行力、行動力のあるクラ
ブを目指したいと思います。
例会日が待ち遠しくなるような例会になるように親睦委
員会、ＳＡＡを中心に会員皆さんと努力致します。
これから一年間どうぞ宜しくお願い致します。
事業計画目標

９． 地区およびクラブのビジョン・戦略計画を立案・推
進しよう
2020 年に、1920 年東京ロータリークラブ創立よりス
タートした、日本ロータリーは 100 周年を迎えます。
2000 年故 関口隆ガバナー年度にスタートした
2840 地区は、2020 年に 20 周年を迎えます。
地区としては、2020 年を目指したビジョン・戦略計
画立案をします。
地区内クラブの将来像を考えましょう。
１０． 地区大会に参加しよう
私たちの年度の成功を祝うことが出来るようにしま
しょう。
2016-17 年度の「成果の確認」と私たちの年度を祝
い楽しむ大会にします。
2017 年 4 月 16 日（日）「ベイシア文化ホール」で開
催します。

「新年度を迎えて」
副会長
本田 雄一郎 君

地区数値目標
１．会員増強
地区全体で 3％の増強を図る
会員 50 名未満のクラブ
会員 50 名を越えるクラブ

１）会員の増強ならびに会員の退会防止
２）奉仕活動を通じて地域社会に貢献する
３）未来の夢計画を実践し、地域社会貢献を行う
４）例会を楽しく充実させる
５）奉仕活動をしながらロータリーのイメージアップ
を図る
６）輝かしい伝統の桐生ロータリークラブの歴史を
学ぶ
７）インターアクトクラブとローターアクトクラブと共に
更なる奉仕活動を行う
８）RI 会長賞に挑戦する

純増６２名
純増 1 名以上
純増 2 名以上

２．ロータリー財団への寄付目標
年次寄付
会員 1 人当たり
ポリオプラス
会員 1 人当たり

150 ドル以上
30 ドル以上

３．米山記念奨学会への寄付目標
会員 1 人当たり 16,000 円以上
桐生ロータリークラブでも上記地区数値目標を達成す
べく全会員で努力していきたいと思います。
桐生ロータリークラブにとり今年度は輝かしい 65 周年、
70 周年に向けての大切な礎となる年度であり、その為
にどのような行動をすべきかを皆で考え努力していきた
いと思います。
まず、世界的にも 2840 地区も桐生ロータリークラブも

皆様 こんにちは。副会長を仰せつかりました 本田雄
一郎です。
今年の１月に吉田会長から副会長をやってくれとのお
話を頂きました。
ちょうど九州出張の時でして、佐賀の会社で会議中でし
た。ロータリーの事など頭の中になく、吉田会長の「ゆー
ちゃん、頼むね！」の言葉に思わず「わかりました!!」と
答えてしまいました。
会議終了後、事の重大さに気づき、すぐにこちらから吉
田会長にお断りの電話を入れました。すると会長は、副
会長の出番は絶対とは言えませんがまず無いと考えて
頂いて大丈夫との内容をお話し頂きましたので、それで
はとあらためてお受け致しました。

私としては吉田会長の言葉通り、７月から来年６月まで、
会長がロータリー最優先のスケジュールを組んで頂くこ
と と 健康管理をしっかりして例会欠席など絶対に無い
ようにすること、この２点を神に、いやいや天満宮様にお
願いして、一年間、何事もなく無事に終了することがで
きます様に影から支えていくつもりでおります。
宜しくお願いします。

「新年度を迎えて」
幹事 柳

明彦 君

今年度吉田会長のもと幹事を務めさせていただきます
柳明彦です。
一年間宜しくお願い致します。
まずはじめに新年度を迎えるに当たり理事さんはじめ
会員の皆様に大変お世話になり無事今日を迎えられま
す事を改めて感謝申し上げます。また会計の園田誠さ
ん、事務局の山崎晴美さんにも大変お骨折りをいただ
きありがとうございました。坪井パスト会長にはホームペ
ージの引き続きご面倒をお掛け致しますが宜しくお願い
致します。
吉田会長は、楽しい例会・待ち遠しいロータリーであり
たいとおっしゃっています。幹事として皆さんにそのよう
に感じて頂けるように頑張って務めさせていただきたい
と思います。

5 年前は養田会長、村田幹事の年度で東日本大震災
の後で大変なご苦労をされました。
今年度は昨年同様の事業計画ですが、幹事クラブと
して会員の皆様にはぜひとも大勢のご参加とご協力を
お願いする次第であります。かいつまんで今年度の 5 ロ
ータリーの事業をご説明いたします。現在まだ予定の段
階ですが 10 月 10 日 祝日 に 5 ロータリーチャリティー
ゴルフコンペを開催の予定です。本田ゴルフ部長には
宜しく差配のほどお願い致します。
次週に合同夜間例会を行う予定です。100 名以上の
登録を例年頂きますので SAA さん親睦活動委員会はじ
め皆さんのご協力をお願い致します。IM につきましても
今年度も開催予定です。2 月に桐生西さんの主管で行
われ夜はガバナー歓迎会を合わせて行う予定です。4
月くらいに群馬大学外国人留学生との交流会もおそら
く行われると思います。その時は高橋委員長はじめ国
際奉仕委員会の皆さん宜しくお願い致します。
以上説明とお願いでしたが 1 年間どうぞよろしくお願
い致します。

桐生ローターアクトクラブ
2015-2016 年度 最終例会
平成 28 年 6 月 28 日(火)

桐生 RAC2015-2016 年度最終例会が「桐生倶楽部」
にて開催されました。 また、例会終了後は会場を「串
焼きダイニング 紅屋」に移して懇親会が開かれました。

本題に入ります前に少し自分のことをお話しさせてい
ただければと思います。
私は平成 18 年 6 月に桐生ロータリークラブに入会し
ました。当時の会長は舘会長、幹事は川島さんでした。
同期は桑原さん、竹内靖博さん、桐生信用金庫の当時
の中島専務理事さんでした。早いもので 10 年お世話に
なりました。仕事は主に洋服に刺繍をすることで、ゴルフ
ウェアーとスカジャンの刺繍が最近のメインです。
さて本題に入らせていただきますが、今年の 2840 地
区のガバナーは藤岡南ロータリークラブの豊川一男さ
んです。藤岡南ロータリークラブの会員数は 20 名に満
たないと聞いております。第二分分区 A のガバナー補
佐は西クラブの阿左美 博さんです。

【例会予告】
7 月 18 日(月) 休 会

今年度の桐生ロータリークラブの事業計画はおおむ
ね昨年を踏襲したかたちでおこないたいと思いますが、
今年度一つ記念すべき例会がございます。10 月 3 日第
一例会が 3000 回例会となります。SAA さんと相談してお
祝いの例会をしたいと思います。
今年度は第二分区 A の 5 ロータリーの幹事クラブに桐
生ロータリークラブがなります。

7 月 25 日(月)
♦ 卓 話 クラブ管理運営室長
出席・ニコニコ箱委員長
プログラム委員長
親睦活動委員長
♦ 食 事 大龍

