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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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平岩千鶴子・木村洋一・山﨑一順・牛膓章

第３０３６回例会
(７月３１日(月)第４例会)
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点 鐘
ロータリーソング斉唱
来訪者紹介
2016-2017 年度収支決算報告 園田 誠君
2016-2017 年度会計監査報告 北川 洋君
会長の時間
幹事報告
委員会報告

2016-2017 年度
収支決算報告
会計 園田 誠君

2016-2017 年度
会計監査報告
監査 北川 洋君

会長の時間
《報 告》
・7/25 桐生ＲＡＣ初例会
・7/26 家族会総会
・7/30 ゴルフ部研修会
《予 定》
・8/7 例会前、定例理事会
群馬第２分区Ａ
ガバナー補佐 遠藤二三男君 訪問
ガバナー田中久夫君、広瀬地区幹事、
阿久澤地区副幹事 メークに来訪
例会終了後、クラブ協議会

９． 卓 話

「新年度を迎えて」
ｸﾗﾌﾞ会報・情報委員長
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長
職業奉仕委員長
社会奉仕委員長
国際奉仕委員長
青少年奉仕委員長
１０． 点 鐘

平岩千鶴子さん
高橋 弘史君
増山 大祐君
後藤 圭一君
飯塚 荘一君
大島千賀子さん

幹事報告
・イアン・ライズリーＲＩ会長より、故サム・オオリＲＩ会長エ
レクトの葬儀のご連絡が届いております。
・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＄＝１１１円です。
・「第 16 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内が届いて
おります。
・2017-2018 年度地区大会実行委員会より、地区大会
のご案内が届いております。
・桐生市社会福祉協議会より「福祉ぐんま」が届いており
ます。
・樹徳高等学校より「樹幹だより」「樹妙だより」が届いて
おります。
・桐生南、桐生西の各ＲＣより週報到着。
・次週 8 月 7 日(月)例会は、遠藤ガバナー補佐訪問で
す。田中久夫ガバナー、広瀬地区幹事、阿久澤地区
副幹事は、メークに来訪予定です。
例会前に定例理事会、例会終了後にクラブ協議会が
ありますので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 29 年 7 月 31 日)
総員 64 名：出席 45 名
7 月 10 日例会修正出席率：73.30％

ニコニコボックス
牛膓章君…須永会員に大変楽しいゴルフをセッティン
グしていただきました／後藤圭一君…職業奉仕委員長
退任、社会奉仕委員長就任／坂入勝君…ロータリー財
団委員長退任／飯塚荘一君、後藤圭一君、高橋弘史
君、増山大祐君、大島千賀子さん、平岩千鶴子さん…
卓話をさせていただきます。
卓 話
「新年度を迎えて」
クラブ会報・情報委員長
平岩 千鶴子さん
昨年に引き続きクラブ会報・情報委員長を仰せつかりま
した平岩千鶴子でございます。前幹事の柳さんに「来年、
写真を撮るのをやりませんか？」と言われ「写真を撮るぐ
らいなら」とお引き受けいたしましたが委員長ということ
で大変驚きました。１年間写真を撮らせていただいたこ
とでロータリーの活動の流れがわかりました。増山会員
が毎週用意してくださるお花、SAＡさんが心を込めて準
備してくださるお弁当を週報に載せさせていただきまし
た。今年もロータリーに参加していなければ経験できな
いことを写真撮影を通じて楽しんで参りたいと思います。
また今年度は週報をより楽しいものとするために会員の
皆様からの写真を載せたいと思っております。楽しい写
真、素敵な写真が撮れましたらクラブ会報・情報委員会
にお持ちください。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

「新年度を迎えて」
奉仕プロジェクト室長
高橋 弘史 君

今年度、奉仕プロジェクト室長を仰せつかりました高橋
です。プロジェクト室の各委員長さんは、大島さん、飯塚
さん、後藤さん、増山君の最強布陣となっており、そこで
当室では、前原会長の方針を受け、２つの目標を掲げ
させて頂きました。
１. ４委員会の横の連携・協力を推進すること。
２. ４委員会は奉仕活動の中核であり、組織を活性化さ
せるためにも、新たな奉仕活動の可能性を探って
いくこと。
この２つを目標に１年間活動して参りたいと思いますの
で、各奉仕事業への積極的なご参加、またご支援ご協
力をよろしくお願い致します。

「新年度を迎えて」
職業奉仕委員長
増山 大祐 君
私はロータリアンになって５年目を迎えました。ロータリ
ーと真剣に向き合ったことはありませんでした。どちらか
というと、楽しければそれで良いと思っておりました。し
かし今年度委員長を受けたこの機会にまずは、職業奉
仕をどう理解したらよいのか、具体的にはどういうことを
すればよいのか、１年かけて勉強してみようと思いました。
どうぞよろしくお願い致します。
ロータリーでは五大奉仕(クラブ、社会、国際、職業、
青少年)をいわれますが、社会奉仕は「社会に奉仕す
る」、国際奉仕は「国際社会に奉仕する」と判り易いので
すが、職業奉仕が「職業に奉仕する」では意味が判りま
せん。つまり五大奉仕の中で異質なものであることと思
っており、理解に苦しんでおります。
“ロータリアンは、職業を通じて社会に貢献しなければ
ならない”私たちは、自身の職業に対して「誇り」を持た
なければならない。では、誇りとはなんぞや？誇りとは自
分の職業の「社会的使命の重大性の認識」であります。
すなわち、「自分の職業が社会にどれだけ重要性があり、
どれだけ影響を及ぼしているか」が誇りだと考えます。職
業に責任を持つこと。誇りに対する「責任」を持たなけれ
ばなりません。更に、誇りや責任だけでは事業は発展し
ないと考えます。そこには当然、経営者の努力が必要な
ことは言うまでもありません。
「自分の職業を通して社会に奉仕するのが職業奉仕
である」という言葉があり、このように思われている方が
非常に多いと思います。自分の職業を通そうが通すま
いが、社会に奉仕するのですから、この奉仕活動は社
会奉仕と言えるでしょう。それでは、この中に職業奉仕
が含まれていないのかとういうとそうではありません。そ
れは「受益者が誰であるか」ということで区別することが
できます。ある会員が、公立幼稚園の砂場における「蟯
虫検査」の奉仕活動を行いました。砂場という非常に不
衛生なところで、野良猫や野良犬が来て糞をします。そ
の中には蟯虫が混じっていることがあり、園児が知らな
いうちに感染してしまうことがあるそうです。そこで砂場
の蟯虫検査をすることにより、より安全な砂場で園児が
遊べるよう、園児の健康管理を目的に行いました。“この
奉仕活動において、受益者は誰であるのか？”自分以
外の人々としての受益者は幼稚園児であり、その親で
す。そして地域社会としては幼稚園であり、教育委員会
です。この意味からいうとこの奉仕活動は社会奉仕にな
ります。次に、この奉仕活動において、自分自身が受益
者になるのはどういう場合でしょうか。それは園児の親
や幼稚園、教育委員会が会員に対してどのような感情
を持つのかです。自分の職業を通して子供たちの健康
管理というものを考え、自分で何が出来るのかを考えて
行ったこの砂場の蟯虫検査は、園児の親や幼稚園は、

会員に対し、尊敬の念を持つのに違いありません。それ
と同時に、会員は、信用と信頼を「砂場の蟯虫検査」と
いう奉仕活動で、自分自身が得るのです。これはお金
では決して得ることの出来ないものです。社会奉仕をす
ることによって、その地域の人々、地域社会から「尊敬と
信頼と信用」を自分自身が得るのです。そして自分の職
業がその反射的効果として繁栄するのです。これがロー
タリーの「職業奉仕」だと考えます。奉仕活動によって自
分自身が受益者になるのです。社会奉仕と職業奉仕は、
「一対」のものであると考えてもよいと考えます。
奉仕活動によって、受益者が自分以外の地域の人々
や地域社会の場合は「社会奉仕」であり、奉仕活動によ
って、受益者が自分自身の場合は「職業奉仕」であると
考えます。
また先日、妻の小林麻央さんを亡くした市川海老蔵氏
に当てはめると、妻を亡くした次の日の午前と午後の公
演を行い、午前と午後の公演の合間には小林麻央さん
が亡くなった記者会見をし、考えられないほどの対応を
見せてもらいました。これもまさしく職業奉仕だと言える
でしょう。
様々な職業と世代が集うロータリーにおいて、メンバー
の奉仕への想いは多様であり、一様ではありません。職
業奉仕にはいろいろな取り組みがあるかと思います。そ
れを一年かけて更に勉強していきたいと思います。

「新年度を迎えて」
社会奉仕委員長
後藤 圭一 君
今年度、社会奉仕委員会の委員長を務めます後藤圭
一と申します。一年間、よろしくお願いいたします。
まずは、岩崎副委員長、前原、山﨑両先生という素晴
らしい委員会メンバーを配属していただき本当にありが
とうございます。思い起こせば、十数年前に桐生天満宮
で神前式をさせていただきました。その時から前原会長
との御縁をいただき、こうして委員長をさせていただくこ
と大変うれしく思っています。
今年度、社会奉仕委員会の活動としましては、例年通り
クラシックカーフェスティバルへの協力や清掃活動を行
います。また他団体との協働の模索として、アースデイ
の視察や未来の夢計画における社会福祉協議会子育
て小屋への協力を今年度より新たな活動としていきたい
と考えます。社会奉仕と一言で言っても、なかなか本質
をとらえづらく、まだまだ理解できないのが本音ですが、
会長経験者や諸先輩方に助言をいただきながら、精一
杯頑張りますので、一年間、何卒ご支援ご協力お願い
いたします。

「新年度を迎えて」
国際奉仕委員長
飯塚 荘一 君

今年度の目標は、前原会長の提唱する重要項目を基
本として、国際奉仕委員会の活動をすると共に、短期、
長期の交換留学生の受入のサポートをしていきたい。
活動予定
・短期、長期の交換留学生の受入とサポートを行う。
・米山奨学生のサポートを行う。
・５ＲＣと合同で群馬大学の留学生との交流会の企画、
運営を行う。
・国連ＵＮＨＣＲ協会に対する支援事業を行う。

「新年度を迎えて」
青少年奉仕委員長
大島千賀子さん

今年度、青少年奉仕委員会の委員長を仰せつかった
大島です。今年度の当委員会は、副委員長に坂本長
規さん、委員には、五十音順に前委員長の朝倉剛太郎
さん、飯塚荘一さん、何でも知っている大ベテランの桑
原志郎さん、小林雅子さん、小林康人さん、塚越隆史さ
んという大変心強いメンバーです。
今年度の活動予定は、前年と特に変わりありません。
7 月中に IAC 合同会議、IAC 年次大会、RAC 初例会
は無事終了しており、今後の予定としては、9 月 11 日に
善行青少年表彰を開催させていただきます。準備は順
調に進んでおります。他には、桐生第一高校への表敬
訪問、来春の RAC 主催の足尾植樹参加などです。
昨年副委員長だったとはいえ、何もわからなくて、頼りな
い委員長ですが、皆さんに助けて頂きながら一生懸命
やっていきたいと思います。一年間、どうぞよろしくお願
いいたします。

本日のお弁当

友奴 カツカレー

✿本日のお花✿

▼例会の様子

田中ガバナー合同公式訪問
平成 29 年 8 月 27 日(日)
桐生プリオパレスにて
10 時 30 分
14 時 15 分
15 時 40 分
16 時 20 分

クラブ別懇談会
桐生 5ＲＣ合同例会 点鐘
ガバナースピーチ
各クラブ会員組織強化策と
公共イメージ戦略の発表
ガバナー講評
クラブ別集合写真撮影
18 時 00 分 合同懇親会

【例会予告】
8 月 14 日(月) 休 会
21 日(月) 家族合同納涼会
点鐘：午後 6 時 30 分
場所：海鮮ダイニング美喜仁館
27 日(日) 第 2 分区Ａガバナー合同公式訪問
点鐘：午後 2 時 15 分
場所：桐生プリオパレス
28 日(月) 27 日合同公式訪問に振替の為、休会
9 月 5 日(月) ♦卓 話 Labo-d
代表 大道 裕宣様
♦食 事 大龍

