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国際ロータリーのテー
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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。
パストガバナー
会長

クラブ会報・情報委員会
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点 鐘
ロータリーソング斉唱
来訪者紹介
米山功労クラブ表彰 第４０回
ロータリー情報アワー
会長の時間
幹事報告
委員会報告

前原 勝

前 原
幹事

勝 樹

園田

誠

平岩千鶴子・木村洋一・山﨑一順・牛膓章

第３０３５回例会
(７月２４日(月)第３例会)

ロータリー情報アワー 会員研修委員長 坪井良廣君
会長・幹事候補者推薦手続
（１）元会長・幹事会（指名委員会）は会長候補者を推薦
する時は、会長候補者推薦委員会（以下『推薦会』と
いう）に委嘱する。
（２）推薦会の委員は６名とし、元会長より３名、元幹事よ
り３名をそれぞれ新しい順位をもって構成する。
（３）推薦会の委員長は、先任元会長とする。
（４）推薦会の結果は委員長が指名委員会（元会長・幹
事会）に報告する。
（５）会長候補者がその年度の幹事候補者を決める。
（６）但し、幹事候補者が決まらない場合は、推薦会に
委嘱する。
（桐生ロータリークラブ内規）

会長の時間
《報 告》
・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
会長・幹事・桑原青少年交換ｶｳﾝｾﾗｰ 出席
・7/15 群馬大学理工学部留学生交流会
・7/17 祝日(海の日)の為、休会
・7/21 桐生 5ＲＣ会長幹事合同例会打合せ
・7/22 ＩＡＣ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 1 名
生徒 14 名 出席
・7/24 会長候補者推薦委員会

９． 卓 話

「新年度を迎えて」
公共イメージ室長
雑誌・広報委員長
会員組織強化室長
会員増強・選考委員長
会員研修委員長

松島 宏明君
久保田寿栄君
村田 勝俊君
津久井真澄君
坪井 良廣君

１０． 点 鐘

《予 定》
・7/25 桐生ＲＡＣ初例会
・7/26 家族会総会
・7/30 ゴルフ部研修会

幹事報告
・国際ロータリー日本事務局より、2016-2017 年度「年次
基金寄付ゼロクラブ」ゼロ達成のお知らせが届いてお
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。
・「夏至祭 in Kiryu 2017」実行委員会よりお礼状が届い
ております。
・桐生南、桐生西、桐生中央、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 29 年 7 月 24 日)
総員 64 名：出席 47 名
7 月 3 日例会修正出席率：85.25％
ニコニコボックス
柳明彦君…群馬大学理工学部留学生交流会では大変
お世話になりました／久保田信一郎君…結婚祝の豪華
なお花が届きました。ありがとうございました／坪井良廣
君、松島宏明君、村田勝俊君、久保田寿栄君、津久井
真澄君…卓話をさせていただきます。
卓 話

「新年度を迎えて」
公共イメージ室長
松島 宏明 君
近年、戦略計画にも重要なテーマとなっています公共イ
メージは、より広くロータリークラブを知ってもらうというこ
とだけではありません。活動や方針をより鮮明にすること
は、受ける評価や批判が大きくなるということです。その
ことを十分に理解し一歩も二歩も前に出て行こうという
意志であると思います。我々桐生ロータリークラブとして
も、勇気をもってそれに挑戦していこうという会長の基本
方針のもと、奉仕活動や広報活動においても更なる発
信をしていきたいと考えています。

会員研修委員会は、坪井委員長をはじめ過去 3 年間の
パスト会長さんによって構成されています。会長時代の
経験を踏まえて、当クラブの一層の活性化のために新
入会員の方をはじめとして会員のみなさんのロータリー
への理解と活動を盛り上げる研修をしていただけること
と思います。
室長としましては、両委員会の活動を側面から支援する
ととともに、連携を図るとともに、円滑な運営と目標の達
成を進めて参ります。会員増強につきまして、全会員の
積極的なご協力を重ねてお願い致します。
最後に、昨年の RI の規定審議会において会員資格等
ロータリークラブの根幹にかかわる規定改正がなされま
したが、会員増強や研修に深く関係しますのでこの変
革の潮目を意識しつつ、運営していきたいと考えていま
す。

「新年度を迎えて」
「新年度を迎えて」
雑誌・広報委員長
久保田寿栄 君
雑誌の購読はロータリアンの三大義務の一つと言われ
ています。
そこで、当委員会では、「ロータリーの友」に掲載されて
いる最新情報や全国各地のクラブ活動情報を会員に紹
介することで、
ロータリーに関する知識を深め、今後の活動の参考にし
ていただきたいと考えております。
また、地域メディアの活用等を通じて、ロータリーの活動
を紹介し、イメージアップに繋げていきたいと考えており
ます。

会員増強・選考委員長
津久井真澄 君
① 会員増強とは、全会員がロータリー精神とロータリー
の存在意義を十分に理解することから始まります。
② ロータリアンにふさわしい人物を、各会員ひとりずつ
推薦していただく紹介者運動を、展開したいと思い
ます。
③ 特に若手候補者や女性候補者を増やしていきたい
と考えます。
④ 退会防止のため、活動への積極的な参加をフォロ
ーアップし、例会や行事への参加１割増を目指しま
す。
⑤ 年度末目標は、前原会長のもとで純増１割を掲げま
す。

「新年度を迎えて」
会員組織強化室長
村田 勝俊 君
クラブの委員会はそれぞれ大切な役割を担っています
が、会員組織強化室の会員増強・選考委員会と会員研
修委員会は、みなさんご承知の通り、大変重要な役割
を担っています。
会員増強・選考委員会の役割は新入会員の掘り起こし
と選考、そして既存会員の退会防止ですが、津久井委
員長の素晴らしいリーダーシップと経験豊富な委員会メ
ンバーの皆さんの参画のもと、目標達成に向け動きださ
れますので、他の委員会のご協力と会員各位のご協力
をお願いします。

全会員に紹介者カードによる推薦をしていただき、紹介
者カードによりリスト作成をする。
紹介者と委員会メンバーが同行し、入会促進を行う。

「新年度を迎えて」

家族会総会
平成２９年７月２６日(水)
たつ吉

会員研修委員長
坪井 良廣 君

ロータリー創立の基本原理は、定期的に仲間との会合
を楽しみ、事業と専門職務を通じて知り合いの輪を広げ
ることでした。ロータリークラブの会員たちは、地元地域
の事業主、管理職、支配人、政治的リーダー、専門職
業人の断面図を代表しています。
当委員会は、専門職業人の新入会員と共に、前原会
長の方針や、国際ロータリー、２８４０地区そして桐生ロ
ータリークラブの伝統と歴史を学びたいと思います。
1. 新入会員に対するオリエンテーションの実施。
2. 新入会員の退会防止の為、例会でのフォローを行う。
3. クラブに対する会員の満足度を高める。
4. その他、様々なロータリーに関する情報の提供。
７月 坪井良廣
１月 坪井良廣
９月 堀 明
３月 堀 明
１１月 吉田栄佐
５月 吉田栄佐

今年度会長幹事より、前年度家族会吉田会長と柳幹事
に花束贈呈です。お疲れ様でした。

2017-2018 年度
インターアクト年次大会
平成２９年７月２２日(土)
太田市社会教育総合センターにて
大友副会長、園田幹事、大島青少年奉仕委員長、坂本
青少年奉仕副委員長、桑原青少年奉仕委員、桐生第
一高校ＩＡＣ顧問田村先生と生徒１４名が参加しました。

本日のお弁当

✿本日のお花✿

五 大 和食弁当

【例会予告】
8 月 7 日(月) ♦ 卓 話
群馬第 2 分区Ａガバナー補佐
遠藤 二三男 君
♦ 食 事

たつ吉

※田中久夫ガバナーがメイクに来訪され、ミニ卓話
もあります。

桐生ローターアクトクラブ初例会
平成２９年７月２５日(火)
桐生倶楽部
今年度は、西村美穂会長、服部匡祥幹事です。
桐生ＲＣから 7 名出席致しました。

