
 

 

R.I会長 ジョン F.ジャーム 

国際ロータリー第2840地区 2016-2017年度 国際ロータリーのテーマ 

     Ｒｏｔａｒｙ Ｓｅｒｖｉｎｇ Ｈｕｍａｎｉｔｙ 

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。 

２０１６年 

会長 吉田 栄佐 幹事 柳 明彦 

       クラブ会報・情報委員会  平岩千鶴子・岡部信一郎・日野昇・桑原志郎 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２９９６回例会 
(８月２９日(月)第４例会) 

９月５日号 

 楽しい例会・待ち遠しいロータリー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 青少年交換学生受入家庭表彰状授与  

５． 会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

８． シニアメンバーに学ぶ  舘 盛治 君 

９． 卓 話   「新年度を迎えて」 

      青少年奉仕委員長    朝倉剛太郎 君 

      国際奉仕委員長      髙橋 弘史 君 

１０．点 鐘

〈桐生赤城 RC会長〉 長谷川 義雄 君 〈桐生赤城 RC幹事〉 清水 哲 君

青少年交換学生受入家庭表彰状授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

去る 8 月 22 日の家族合同納涼会には、美喜仁館にお

いて 85名の方にお集まり頂きましてありがとうございま

す。また、みどり市長石原条様を始め、多くの来賓の

皆様にお越し頂き、盛大に催す事ができました。また、

ご出席予定でありました桐生市長亀山豊文様におか

れましては、当日大雨警報が発令されたとの事で市庁

舎から離れる事が出来ないということで、やむなく欠席

をされました。くれぐれも皆様に宜しくとの事でござい

ました。今回の家族合同納涼会においては、増山親

睦活動委員長を始め、親睦活動委員の皆様、また多

くの皆様にご尽力を頂き、楽しいひとときを過ごす事

ができました。この場をお借りして御礼申し上げます。 

《報 告》 

・8/15 休会（定款第６条第１節(c)項の規定を適用） 

・8/20 地区Ｒ財団セミナー 伊勢崎プリオパレス 

     柳幹事、坂入Ｒ財団委員長、村田地区委員 

・8/22 家族合同納涼会 海鮮ダイニング美喜仁館 

  

《予 定》 

・9/3 米山奨学セミナー 

    柳幹事、荒木米山奨学委員長 出席 

 

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。 

 ９月は、１＄＝１０２円です。 

・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。 

・ガバナー事務所より「日程重複についてのお詫び」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。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各 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 8月 29日) 

総員 69名：出席 41名 

平成 28年 8月 1日例会修正出席率：87.30％ 

平成 28年 8月 8日例会修正出席率：75.00％ 

 

ニコニコボックス 

吉田栄佐君、柳明彦君…家族合同納涼会大変お世話

になりました／舘盛治君、前原勝良君、蛭間茂君、飯塚

荘一君、松田秀夫君、荒木千恵子さん、田中一枝さん

…納涼会で景品あたりました。ありがとうございました／

吉田栄佐君…疋田先生受章おめでとうございます／朝

飯塚 荘一 君 

高橋 弘史 君 



 

倉剛太郎君…卓話をさせていただきます／木村洋一

君･･･結婚祝。 

 

  

シニアメンバーに学ぶ  

 

 

     

                  舘 盛治君 

 

私は桐生 RC に昭和 60 年 8 月 26 日に入会しました。

そして、今日迄 31年間過ごしています。 

本日は入会して 5年目に始めて参加した国際大会につ

いてお話したいと思います。国際大会は、アメリカオレゴ

ン州のポートランドでした。まだ 1＄が 250～260 円の時

代、平成 2年 6月 24日(1990年)から 6月 30日迄一週

間の日程旅行です。今の 2840 地区がまだ 256 地区で

ガバナーは桐生 RC の吉野一郎君でした。旅行の企画

は JTB の商品開発会社サン＆サン部長の菊沢雄吉さ

んに添乗員を兼ねてお願いし同行していただき、事務

局員の蛭川明美さんを助手として加え時の会長以下総

勢 21名で結団しました。 

日程は国際奉仕委員長の森喜美男君の配慮により、 

1日目 6月 24日国際きのこ会館のバスで成田へ行き、

デルタ航空 DL52 便 17 時 35 分出発日付変更線で 1

日戻り 6 月 24 日ポートランド着国際大会に登録し開会

式に参列する時間を利用し市内観光をして会場に入り

開会式と交流会に参加しました。終了後は、チャーター

してあったバスにて50ｋｍ離れたゴルフリゾートのリップリ

ニグリバーリゾートへ移動して宿泊しました。 

2日目 6 月 25日は朝食後、日本を始めインターナショ

ナルチームなどが夏合宿をするマウンフッド(別名オレゴ

ン富士)のスキー場で午前中の2時間滑り、午後はリップ

リニグリバーリゾートに戻り 10 名位がゴルフ他は水泳や

散策をして過ごしました。 

3日目 6月26日大型バスにてカスケード山脈の東に位

置するベンド迄 200ｋｍの旅に出発。途中マーケットや

国立公園に寄りながらベンドへ行き宿泊。 

4 日目 6 月 27 日ベンドからカスケード山脈を横断しマ

ッケンジー渓谷沿いにオレゴン大学の学園都市ユージ

ンに 200kmの走行で到着しました。ここのホテルはクリス

チーナ inn という名前でしたがすばらしいホテルでした。 

5日目 6月 28日ユージンからハイウエイ 5号線を北上

して 150km の走行にてポートランドへ到着しました。着

後、ショッピングなどして市内見学、ホテルにてサヨナラ

パーティ－をして最後の夜を楽しみました。 

6日目 6月 29日ポートランド発 13時 25分の DL51便

にて帰国の途につき日付変更線を越え 1日進めて 6月

30日 16時 45分成田に着きました。そして 22時頃無事

桐生へ到着。 

平成 1～2年会長 飯山清冶君、直子夫人 

            金谷善介君、つね夫人 

            金子匤男君、百合子夫人 

平成 1～2年親睦活動委員長 

           片柳康宏君、倫子夫人、子息光博君 

          小泉深司君、多田明君、舘盛冶(SAA) 

          塚越平人君、晶子夫人、丹羽勝子さん 

平成 1～2年国際奉仕委員長 森喜美男君、晶子夫人    

          吉田栄佐君、吉原忠男君、玉枝夫人 

         事務局員蛭川明美さん以上 21名です。 

 

今から 26 年前のことでしたが参加メンバーの中で現在

も桐生 RC に在籍されている方は今年度会長の吉田栄

佐君、そしてこの所出席が疎遠になっていますが森喜

美男君そして私舘盛冶と 3人です。 

この一週間の国際大会への旅行が成田へ向かうバスの

中で森さんが漫談をはじめて参加メンバーの方々の距

離が一挙に縮まり素晴らしい絆ができ楽しい旅行の予

感を得ました。そして素晴らしい旅行が出来ました。そ

の後、1995年(平成 7年)フランスのニース大会、1997年

(平成 9 年)スコットランドのグラスゴー大会と森さんご夫

妻、吉原さんご夫妻に同行させていただき良い思い出

をたくさんいただきました。機会があればその時の楽し

い思い出を話したいと思います。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６～２０１７年度 青少年奉仕委員会 委員長拝命

いたしました、朝倉剛太郎です。当委員会は、副委員

長に大島千賀子さん、委員に金子篤郎さん、坪井良廣

さん、岡部信一郎さん、蛭間茂さん、坂本長規さんと、

経験豊富なメンバーと若さと行動力に満ち溢れたメンバ

ーに恵まれた顔ぶれとなっております。 

さて、まずは、先日 7 月 9 日に行われました、IAC 合同

会議、7 月 30 日に開催されました、桐生第一高等学校

IAC 部主催の IAC 年次大会に於きましては、IAC 実行

委員会を始めとする多くの会員の皆様に大変暑い中、

ご多用の中お世話になり、無事成功裏に開催できまし

たこと、深く深く感謝申し上げます。 

また、来月 12 日には、市内各中学、高校から推薦され

た生徒を対象として善行青少年表彰を開催させていた

だきます。地域の未来を担う青少年の日頃の模範的な

姿勢を評価し、健全な成長を支援して行く一助になれ

ば・・・と考えております。是非会員諸兄の皆様にも地域

を代表する若者に対する応援も含めて例会のご参加を

お願いしたいと思います。また、当日は、受賞生徒と引

率の先生に当クラブの駐車場をお使いいただきますの

でメンバーの皆様には、桐生ガスプラザ駐車場への駐

車ご協力をお願いいたします。 

表彰式の記念講演には、地域の子育てや若者育成等

に日頃から活躍している、NPO法人キッズバレイ代表理

事の星野様をお招きして講演いただきます。若き女性

代表者から見た、「答えの出し方」についてご講演頂く

「新年度を迎えて」    

 

 青少年奉仕委員長   

     朝倉剛太郎 君 

 



 

予定となっておりますので、是非楽しみにしていて下さ

い。 

 

Ａ．今年度の目標 

 桐生ローターアクトクラブ、桐生第一高校インターアク

トクラブへの積極的に支援し、ロータリアンと地域に於け

る若者の社会奉仕を共に行い、地域の未来を担う青少

年を育む為の活動を行っていく。特に、本年度は IAC

年次大会の主管校を桐生第一高校が担う為、全面的な

支援を行う。 

  

Ｂ．前半の活動状況および予定 

１．ローターアクトクラブ、インターアクトクラブへの活動 

  支援 

２．インターアクトクラブ合同会議への参加と開催支援 

  (7月 9日) 

３．インターアクトクラブ年次大会への参加と開催支援 

   (7月 30日) 

４．善行青少年表彰の実施(9月) 

５．ライラ研修への参加(10月 1日～10月 2日) 

６．その他必要と思われる行事への支援・協力 

 

Ｃ．後半の活動予定 

１．ローターアクトクラブ、インターアクトクラブとの交流会 

  の開催(2月) 

２．若者たちの奉仕プロジェクトを立案、実施 

３．ローターアクトクラブ会員増強活動への支援 

４．ローターアクトクラブ開催の足尾植樹例会への参加 

  と未来創生塾児童の引率 

５．その他必要と思われる行事への支援・協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．世界理解月間の卓話を計画しています。（２月） 

２．群馬大学留学生との交流会の企画・運営を行います。

（来春） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新年度を迎えて」    

 

 国際奉仕委員長 

      高橋 弘史 君 

 

 

【例会予告】 

  9月 12日(月) 善行青少年表彰 

     ♦ 食 事 きよ多 

  9月 19日(月) 休会（祝日） 

  9月 26日(月)   

     ♦ 卓 話 「笑う古文」 山田耕司様  

     ♦ 食 事 やまもと 

 

 

 

利休 41 名 


