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国際ロータリー第 2840 地区

2017-2018 年度

国際ロータリーのテーマ
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Ｅ R.I 会長 イアンＨ.Ｓ.ライズリー
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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第３０３４回例会
(７月１０日(月)第２例会)

１．
２．
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点 鐘
ロータリーソング斉唱
来訪者紹介
新会員入会式
㈱トヨタ東京教育センター
トヨタドライビングスクール群馬
取締役 群馬事業所長 田中 淳 君
(1) 推薦の言葉
舘 盛治 君
(2) バッチの贈呈
(3) 歓迎の言葉
会長 前原 勝 君
(4) 新会員挨拶
５． 会長の時間

６． 幹事報告
７． 委員会報告
８． 卓 話 「新年度を迎えて」
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
Ｒ財団・米山奨学室長
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長
米山奨学委員長
９． 点 鐘

月門 快憲君
富澤
剛君
岡部信一郎君
澤田 匡宏君
柳
明彦君
須永 博之君
小林 康人君

ようこそビジター
〈米山奨学生〉 沈 軼驊 君
〈短期交換学生〉 MARTIN Ada Sophia さん
Ｌａｕｒｅｎ Ｅｒｉｃａ Ｈｅｇｅｍａｎｎ さん
木村 泰史 君
木村 久美子さん(保護者)

新会員入会式

㈱トヨタ東京教育センター
トヨタドライビングスクール群馬
取締役 群馬事業所長
田中 淳 君

会長の時間
《報 告》
・7/4 桐生赤城ＲＣ 表敬訪問 桐生プリオパレス
・7/5 桐生南ＲＣ 表敬訪問 桐生グランドホテル
・7/6 桐生中央ＲＣ 表敬訪問 桐生プリオパレス
・7/7 桐生西ＲＣ 表敬訪問 桐生プリオパレス
・7/8 ＩＡＣ合同会議 太田ナウリゾートホテルにて
坂本青少年奉仕副委員長、IAC 顧問、IAC3 名出席

〈一年交換学生〉 柴﨑 葵衣さん
柴﨑亜由美さん(保護者)

《予 定》
・7/10 管理運営セミナー 幹事出席
・7/11 青少年奉仕委員会家庭集会
親睦活動委員会家庭集会
・7/12 桐生５ＲＣ会長幹事会 桐生グランドホテル
会長・幹事・桑原青少年交換ｶｳﾝｾﾗｰ出席
・7/17 祝日(海の日)の為、休会
・7/22ＩＡＣ年次大会 太田市社会教育総合センター
副会長・幹事・大島青少年奉仕委員長
坂本副委員長・桑原委員・ＩＡＣ顧問・生徒 14 名

幹事報告
・太田ＲＣより創立 60 周年記念誌が届いております。
・第 59 回桐生市発明考案展覧会開催要領並びにポス
ターが届いております。
・桐生西、桐生中央、桐生赤城の各 RC より週報到着。
・次週１７日は、祝日の為休会です。次回例会は、２４日
となりますのでお気を付けください。

飯田事務局員花束贈呈

委員会報告
出席委員会
本日の出席(平成 29 年 7 月 10 日)
総員 64 名：出席 40 名
ニコニコボックス
舘盛治君…新入会員田中淳君の推薦人をさせていた
だきます／前原勝君、桑原志郎君、柳明彦君…ようこそ
青少年交換学生ローレンさん、エイダさん、木村君、柴
﨑さんをお迎えして／岡部信一郎君、須永博之君、澤
田匡宏君、柳明彦君、月門快憲君、富澤剛君、小林康
人君…卓話をさせていただきます／養田隆君…雑誌・
広報委員長退任／久保田寿栄君…Ｒ財団・米山奨学
室長退任・雑誌・広報委員長就任／大島千賀子さん…
会計・青少年奉仕委員長就任／久保田寿栄君…誕生
祝。

平成 28 年 9 月 13 日から
平成 29 年 7 月 14 日まで
短い間でしたが、
ありがとうございました。

卓 話
「新年度を迎えて」
クラブ管理運営室長
月門 快憲 君

クラブ管理運営室は、出席・ニコニコ箱委員会、プログ
ラム委員会、親睦活動委員会の３委員会です。この３委
員会は、ロータリー活動の基幹となる例会の運営が主な
活動です。委員会相互の交流と連携を蜜にし、さらには
Ｓ．Ａ．Ａとも情報を供用し、明るく、楽しく、元気よく、充
実したロータリー活動に寄与すべく、一年間真摯で積
極的な、委員会全員参加の活動をしたいと思います。
各委員長は、ベテランで能力のある方ですので、間違
いなくすばらしい例会運営になりますのでご期待くださ
い。よろしくお願い致します。

米山奨学生
沈 軼驊 君
奨学金授与

青少年交換プログラム
短期交換学生
MARTIN Ada Sophia
オレゴン州出身
6/23～7/24
樹徳高等学校

木村 泰史 君
樹徳高等学校
7/24～8 月末予定

Lauren Erica Hegemann
オレゴン州出身
6/23～7/24
伊勢崎市立四ツ葉学園
中等教育学校

「新年度を迎えて」
出席・ニコニコ箱委員長
富澤 剛 君
本年度出席・ニコニコ箱委員会委員長を仰せつかりまし
た、富澤剛と申します。よろしくお願いいたします。
昨年度、飯塚委員長の元、SAA 副委員長として、色々
と学ばせていただきました。それを生かしながら、１年間
精進していきたいと思います。
また、前原会長より本年度は『メークアップ』の推進を図
ってほしいとの命題を与えられておりますので、１年間
かけて一人でも多くのメンバーの皆様にメークアップを
していただけるようメークアップ情報の案内を効果的に
行っていきたいと考えておりますので、ご協力のほどよ
ろしくお願いいたします。

「新年度を迎えて」

一年交換学生
柴﨑 葵衣さん
伊勢崎市立四ツ葉学園
中等教育学校
8 月末～１年予定

プログラム委員長
岡部信一郎 君
資料の説明だけでなく思いが伝わる楽しい卓話を目指
したい。会員諸兄の情報提供をお待ちしています。
一年間よろしくお願い申し上げます。

「新年度を迎えて」
親睦活動委員長
澤田 匡宏 君
・各行事を実りあるものにするために、計画・検討・実践
を全委員で行う
・ＳＡＡと緊密な連携をとり、例会、各行事を充実した
有意義なものとする
・毎月第一例会に、会員の結婚・誕生祝にそれぞれ
記念品を贈呈する
・家族会総会・役員会の開催
・家族合同納涼会・クリスマス会の開催
・新年初例会は、ＳＡＡと協力して祝賀を行う
・観桜会の開催
・家族会旅行

「新年度を迎えて」
Ｒ財団・米山奨学室長
柳 明彦 君

本年度ロータリー財団・米山奨学室の室長をさせて頂き
ます柳 明彦です。具体的な委員会活動につきまして
はロータリー財団委員会の須永博之委員長、米山奨学
委員会の小林康人委員長にこの後お話をしていただき
ますのでわたくしは室としての役割をご説明したいと思
います。現在桐生ロータリークラブとして財団関係では 2
名の出向者がおります。地区補助金委員会の村田勝俊
君、グローバル補助金委員会の久保田寿栄君です。
御二方にはそれぞれ地区補助金の流れは実際の手続
きグローバル補助金の現状などを委員会メンバーやクラ
ブ会員にレクチャーをしていただけるような場所を作っ
ていきたいと思います。クラブメンバーに財団や米山奨
学金への関心や理解が深まるように室としての活動をし
ていきたいと思います。

「新年度を迎えて」
ロータリー財団委員長
須永 博之 君
今年度の活動目標は以下の 3 つについて活動を行い
たいと考えています。
（１）「未来の夢計画」による事業の実施
今年度は会長方針に則り教育問題（子ども育成環境
の整備など）を中心に取り組んで行きたいと考えます。
（２）次年度に向けた「未来の夢計画」の事業の立案

会長・幹事および未来企画委員会及び会長エレクト
等との連携を図り、会員の理解と協力が得られる様
な企画立案をしたいと考えています。
（３）財団寄付の増進
ロータリー財団は、会員および財団支援者からの寄
付により支えられています。その資金は、世界の病
気予防、教育の提供、地域社会の発展、平和維持
等を行うために使われています。
会員の皆様が、一層の資金支援をして頂けるような
活動を行います。
以上を所信として１年間活動を行ってゆきたいと考えて
おりますので、委員会の皆様をはじめ、会員の皆様のご
協力をお願いいたします。

「新年度を迎えて」
米山奨学委員長
小林 康人 君

2017-2018 年度 前原会長のもと、米山奨学委員会
委員長としてご指名いただきました小林康人と申します
よろしくお願いいたします。
さて、今回米山奨学委員会の委員長をと園田幹事か
らお話をいただいたときに、うっかり返事をしてしまった
のですが、返事してしまったのはいいのですが、いった
い何をどうすればいいのかと、受けてしまったのはいい
が事業計画さえ書けないありさまです。とは言え慌てて
米山奨学に関係していた方々からの情報収取や、米山
奨学制度の成り立ちや歴史などから知ったことは、発足
から５年で日本全国のロータリークラブの共同事業に発
展したこと、５０年以上の歴史、さらにＲＩから認証を受け
日本のロータリー独自の多地区合同奉仕活動であるこ
となど、米山奨学制度の偉大さと重みを感じました。
今年度の米山奨学委員会では、委員長小林康人、副
委員長に飯山順一郎さん、委員に金子篤郎さん、赤松
隆さん、大友一之さんの５人態勢でのスタート予定でし
たが、残念ながら金子篤郎さん、赤松隆さんの退会で３
人でのスタートになりました。一年間皆様のご協力を頂
きながら頑張ってやりたいと思いますのでよろしくお願
いいたします。引き続きこの時間をお借りして桐生観光
協会のＰＲを少しだけさせて頂きたいと思います。本日
テーブルの上にきりゅうファンクラブのご案内入会申込
書を置かせて頂きました、桐生観光協会は法人会員を
主な会員として構成されていますが、きりゅうファンクラ
ブは桐生観光協会友の会として６年前に個人を対象に
発足しました。発足当時は 1,000 人を目標に始まったの
ですが、多くの地元企業さんからのご協力を頂き、平成
28 年度 3 月末日では 2,000 人を数えるまでになりました。
年会費も 1,000 円と格安ですし、いろいろな特典もござ
いますので奮ってご入会のほどよろしくお願いいたしま
す。まとまりのない卓話になりましたが、ありがとうござい
ました。

本日のお弁当

✿本日のお花✿
【例会予告】
7 月 31 日(月) ♦ 卓 話
クラブ会報・情報委員長
奉仕プロジェクト室
♦ 食 事 友 奴

京増
ぜいたく幕の内弁当

2016-2017 年度
桐生５ＲＣ合同
群馬大学理工学部留学生との交流会
平成２９年７月１５日(土)
群馬大学理工学部キャンパス生協ホール

1.開会
司会 桐生ＲＣ 柳 明彦君
2.挨拶 桐生ロータリークラブ 吉田栄佐君
3.来賓挨拶
群馬大学大学院理工学府長 関 庸一 様
4.来賓紹介
5.留学生へのプレゼント
6.会食歓談
7.余 興
桐生八木節 実演披露
桐生八木節昭友会(春山雅子会長)
留学生ロータリアンへの演技指導

8.留学生代表挨拶
プウビライさん ラオス
ラタナーさん カンボジア
9.閉会挨拶

