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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

８月８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２９９３回例会
(８月１日(月)第１例会)

楽しい例会・待ち遠しいロータリー
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点 鐘
国歌斉唱
桐生市歌斉唱
四つのテスト唱和
来訪者紹介
地区 IAC 委員長挨拶
新会員入会式
結婚・誕生祝
乾 杯

１０． 会長の時間
１１． 幹事報告
１２． 委員会報告
１３． 卓 話
「新年度を迎えて」
会員組織強化室長 野間 義弘 君
会員増強・選考委員長 森 末廣 君
会員研修委員長
牛膓 章 君
１４．点 鐘

地区 IAC 委員長挨拶

歓迎の言葉

会長 吉田

栄佐

第 2840 地区
インターアクト委員会
委員長 桑原 志郎君

誕生祝

新会員入会式

㈱サン建設
代表取締役社長
腰塚 富夫 君

赤松 隆君
富澤 剛君

会長の時間

桐生第一高等学校
校長
久保田 信一郎 君

《報 告》
・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
《予 定》
・例会終了後、定例理事会
・8/6 第１回地区補助金委員会 ガバナー事務所
村田地区委員

幹事報告
・国際ロータリーよりロータリーレートのご案内です。
8 月は、１＄＝102 円です。
・樹徳高等学校より「樹幹だより」が届いております。
・飛天より「暑中お見舞い」が届いております。
・桐生南、桐生西、桐生中央、各 RC より週報到着。
・例会終了後、定例理事会を開催致しますので、関係
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 8 月 1 日)
総員 67 名：出席 41 名
平成 28 年 7 月 11 日例会修正出席率：88.88％
ニコニコボックス
牛膓章君、吉田栄佐君、岸田信克君、森末廣君、園田
誠君、桑原志郎君、水越稔幸君…新入会員に腰塚さん、
久保田さんをお迎えして／吉田栄佐君、柳明彦君、水
越稔幸君…IAC 年次大会皆様大変お疲れ様でした。
大成功おめでとうございます／桑原志郎君…IAC 年次
大会皆様のおかげで大成功に終わる事ができました。
ありがとうございました／朝倉剛太郎君…IAC 年次大会
では皆様に大変お世話になりました。おかげさまで無事
終了することができました。大変ありがとうございました
／牛膓章君…「新年度を迎えて」委員会説明をさせて
頂きます／森末廣君…卓話をさせていただきます／坪
井良廣君…乾杯をさせていただきます／吉田栄佐君…
美喜仁お持ち帰り店 8/2 開店おめでとうございます／
富澤剛君･･･誕生祝。
卓 話
「新年度を迎えて」
会員組織強化室長
野間 義弘 君

みなさんこんにちは、会員組織強化室室長の野間で
ございます。会員増強・選考委員会森委員長、会員研
修委員会牛膓委員長の委員会を担当いたします。
ロータリー目標 優先項目１クラブサポートと強化
目標１ 最近の退職者および若い職業人に働きかけて、
会員増強を図る。
目標２ 会員の積極的参加とクラブの充実化を図り、会
員維持率を向上させるとなっています。
２８４０地区豊川ガバナーの地区目標の２．会員基盤
を拡充しようのなかで、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
しょうです。
会員増強の数値目標は５０名を超えるクラブですので
純増２名以上です。
地区の会員組織強化委員会の活動方針は以下のよう
になります。
１． ここ数年間の当地区の会員数の増加はめざましい
ものがあります。これは会員各位が多くの方にロータリ
ーへの入会を促した結果であると考えます。その為、引
き続き本年度も入会の為の「声かけ運動」を展開してゆ
きたいと思います。
２． 各クラブの会長ならびに会員増強委員長はクラブ
の状況を把握し会員増強とクラブ活性化のための計画
を立案する。特に期の前半には会員増強を、期の後半
には退会防止のための方策を立案する。
３． 女性ネットワーク委員会と協力して女性会員の増加
と女性会員ゼロクラブをなくす。
４． 会員増強を推進するのは、地域や会員数の多少で
はない、会長以下全員の熱意である。期間を通じて会
員増強と組織の活性化を意識して行動することをお願
いしたい。となっています。
会員増強・選考委員会と会員選考委員会との連携を深
め会員の増強と退会防止に勤めていきたいと思います
ので皆様のご協力をお願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。

「新年度を迎えて」
会員増強・選考委員長
森 末廣 君

今年度、会員増強・選考(職業分類)委員長をお仰せ
付かりました森です。
一年間、よろしくお願いいたします。
委員会メンバーは、副委員長に館パスト会長、そして
委員には、北川パスト会長、山崎パスト会長、山口会員、
吉野会員、石島会員で総勢７名の構成で、私にとって
は大変心強い強力な布陣です。どうぞ一年間御協力の
ほどよろしくお願い致します。
さて今年度、豊川ガバナーのガバナーメッセージに、
１０項目の地区目標があります。その中の二番目に「会
員基盤を拡充しよう」と書いてあります。
その内容は、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。また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。そして、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。
地区数値目標は、地区全体で 3％の増強を図る 純
増 62 名
会員 50 名未満のクラブは、純増 1 名以上

会員 50 名を超えるクラブは、純増 2 名以上
これを受けて、
吉田会長の今年度目標は、「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。」と掲げておられます。

話す為クラブ内でも経験豊富なベテラン会員で、ロータ
リーに対して勤勉で論客が適していると云われておりま
す。よって我がクラブではロータリーに関して最も勉強し、
多くの貴重な経験をし、最新の情報を持っていると思わ
れる直近の３人のパスト会長がその任を担当します。

ちなみに、過去５年間の会員数の推移は、
２０１１年度は、会員数６４名スタートし、一年間で新入会
員７名増、退会者４名 純増３名でした。
２０１２年度は、７月スタート時は６７名で新入会員１名、
退会者７名 マイナス６名
２０１３年度は、７月スタート時は６１名で新入会員３名、
退会者５名 マイナス２名
２０１４年度は、７月スタート時は５９名で新入会員９名、
退会者２名 純増７名
２０１５年度は、７月スタート時は６６名で新入会員７名、
退会者６名 純増１名
２０１６年度は、６７名のスタートです。

又、この委員会では有りませんがこのメンバーに直近
のパスト幹事３人が加わりますと、次々年度の会長候補
を選ぶ為の「推薦委員会」となり、現会長の要請で１回
目の委員会が開催され、それ以降は「推薦委員会」が
推薦する会長予定者が決まるまで独自に活動し、決し
て他の会員に知られる事なく候補者選びをします。候補
者が決まった時点で歴代会長と歴代幹事で構成される
「会長指名委員会」に推薦され、時期を見計らって会長
より報告され次年度会長（会長エレクト）の役員として総
会の１か月前の例会で公示され１２月の総会で承認され
会長ノミニーとなります。（次年度エレクト）
この様にロータリーの知っていそうで知らない話題を
提供していきたいと思います。

そして現在の年齢構成ですが、
40 歳代 10 名(15％) 50 歳代 23 名(35％) 60 歳代
21 名（31％）70 歳代 10 名（15％）
80 歳代 3 名（4％）です。
今年度は、まずは退会防止に力を入れたいと思いま
す。対策は特別ありませんが、会員の皆様にお願いい
たします、「今年度は、健康に留意して決して退会しな
い」と約束してください。
「新年度を迎えて」
会員研修委員長
牛膓 章 君

今年度、吉田会長の年度目標を達成する為に委員会
を挙げて協力をして行きたいと思います。
この委員会は３年委員会で直近の３人のパスト会長で
構成されています。３年生の私と２年生の坪井パスト会
長、１年生の堀パスト会長で１年間少数精鋭で頑張って
参りますので皆さんのご協力をお願いいたします。
委員会活動は
1) 入会予定者に対して推薦者と当委員会のメンバー
が事前に本人と面談して入会の意思の確認とロータリ
ー全般の説明を行い、早くロータリーに馴染んで戴き他
の会員と親睦を深め積極的にロータリー活動が出来る
為の環境造りをする。
2) 「ロータリー情報アワー」の実施が有ります、これは３
人の委員会メンバーが輪番制で奇数月の例会に必ず１
回ロータリーに関する情報を３～５分程度（時々幹事より
例会の進行調整の為に持ち時間の長短の要請あり）ス
ピーチします。年６回実施される事になり１人が年２回担
当する事になります。
この「ロータリー情報アワー」は３年前の私の年度までは
委員会名が「ロータリー情報委員会」でしたのでその呼
称を使っております。そしてロータリアンに必要な情報を

以上

【例会予告】
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

アントラン 41 名

国 際 ロータリー第 ２８４０地 区

インターアクト年次大会
【紡ぐ力～人々の思いやり～】

第１分科会
「エコを知ろう乗ろう！桐生の技～MAYU 試乗～」

歓迎の言葉
桐生第一高等学校
校長 久保田信一郎 様

第２分科会
「感じよう！桐生の伝統～織と染め体験～」
桐生第一 IAC
部長 阿久澤花波 さん

桐生 RC
会長 吉田栄佐 君

第３分科会
「作ろう！桐生の味～うどん打ち体験～」

式辞
第 2840 地区
ｶﾞﾊﾞﾅｰ 豊川一男 様

来賓・地区役員紹介
青少年奉仕委員長
朝倉剛太郎 君

講評
第 2840 地区
IAC 委員長
桑原志郎 君

基調講演
群馬大学
大学院理工学府
教授 板橋英之様

第４分科会
「たたこう！桐生の太鼓～心と体で音色を体験～」

