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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

幹事

勝 樹

園田

誠

平岩千鶴子・木村洋一・山﨑一順・牛膓章

第３０３７回例会

９月４日号
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５．
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９.

前原 勝

前 原

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
結婚・誕生祝
出席１００％表彰
乾 杯
前年度会長挨拶 吉田 栄佐君

(８月７日(月)第１例会)
１０．
１１．
１２．
１３．
１４.

会長の時間
幹事報告
委員会報告
ミニ卓話
ガバナー 田中 久夫君
講 話
「ガバナー補佐講話」
群馬第 2 分区Ａガバナー補佐
遠藤 二三男君
１５． 点 鐘

ようこそビジター
国際ロータリー第 2840 地区 ガバナー 田中 久夫君
〃
地区幹事 広瀬 雅美君
〃
地区副幹事 阿久澤嘉一君

誕生祝

群馬第２分区 A ガバナー補佐 遠藤二三男君
米山奨学生
沈 軼驊君

富澤 剛君

出席１００％表彰
前原
勝君
吉野雅比古君
田中 一枝さん
富澤
剛君

渡せたような現在の心境でございます。前原年度も順
調にスタートを切っておりますが 今後のクラブ運営や
奉仕活動の成功をご祈念申し上げ大変簡単ではありま
すがわたくしの御礼のご挨拶とさせていただきます。
一年間大変ありがとうございました

会長の時間
《報 告》
・例会前、定例理事会

米山奨学生
奨学金授与
沈 軼驊 君

前年度会長挨拶

吉田 栄佐 君
先週は、欠席をさせていただき申し訳ありませんでした。
前回の例会におきまして、昨年度の会計報告並びに監
査報告がおかげさまで無事行われました。これも一年間
ご協力いただきましたクラブメンバーの皆様のおかげと
あらためまして御礼を申し上げたいと思います。また、会
計の園田誠さん、監査の北川先生にも大変お世話にな
りありがとうございました。前原会長にどうにかたすきを

《予 定》
・例会終了後、クラブ協議会
・8/11 RLI 研修ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ研修会 松島君出席
・8/12 故豊川直前ガバナーお別れ会
疋田ＰＧ、松島君、桑原君出席
・8/19 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団セミナー
大友副会長・松島会長Ｅ・須永Ｒ財団委員長・
木村副幹事・村田地区補助金委員・
久保田ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員出席
・8/21 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

講 話

幹事報告
・ガバナー事務所より、夏季休暇のお知らせと九州北部
集中豪雨被害義捐金募集のお願いが届いております。
募金箱を回しておりますので、ご協力お願い致します。
・第 13 回桐生市マーチングフェスティバルの開催案内
が届いております。
・歌津地区復興支援の会より「一燈」が届いております。
・群馬県自閉症協会より講演会のご案内が届いてます。
・桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。
・次週１４日(月)は、休会です。次回例会は、２１日(月)
家族合同納涼会となります。午後 6 時 30 分海鮮ダイ
ニング美喜仁館です。２７日(日)田中ガバナー合同公
式訪問です。２８日(月)は、合同公式訪問に振替の為、
休会となります。次回桐生倶楽部での例会は、9 月 4
日(月)となります。
・本日例会終了後、クラブ協議会を開催致しますので、
関係理事役員の方々は、ご出席お願い致します。

委員会報告
出席委員会
本日の出席(平成 29 年 8 月 7 日)
総員 64 名：出席 46 名
平成 29 年 7 月 24 日例会修正出席率：81.70％
ロータリー財団委員会
疋田博之君 90＄
ニコニコボックス
田中久夫ガバナー・遠藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐…ニコニコ箱にご
献金いただきました／疋田博之君、前原勝君、牛膓章
君、吉田栄佐君、堀明君、松島宏明君、森末廣君、坂
入勝君、村田勝俊君、大友一之君、澤田匡宏君、柳明
彦君…田中久夫ガバナー、広瀬地区幹事、阿久澤地
区副幹事をお迎えして／前原勝君…伝統を誇る桐生
祇祭の第 259 年番町の祭礼が無事に終了いたしました
／山﨑一順君…本田会員にお世話になりました／牛膓
章君…乾杯の音頭を取らせて頂きます／本田雄一郎
君…7 月 30 日ゴルフ部研修会が行われ女子プロ 2 名
と楽しくレッスンとラウンドが出来ました。企画をしていた
だきました須永会員ありがとうございました／前原勝君、
吉野雅比古君、田中一枝さん･･･出席１００％。
卓 話

国際ロータリー第 2840 地区
ガバナー 田中 久夫 君

「ガバナー補佐講話」
群馬第２分区Ａ
ガバナー補佐
遠藤 二三男 君
ガバナー補佐訪問ということでありますが、田中ガバナ
ーがメイクでいらしているということでなにか大学のゼミ
で先生が書いた本の内容を調べて先生の前で発表す
るような何か懐かしい緊張感を感じております。公式訪
問など本年度の行事の話の前に本年度ＲＩ会長のイア
ンライズリーでありますが、この方は、オーストラリアの公
認会計士であり、そのテーマは「ロータリー：変化をもた
らす」というものであります。当然に私たちは社会情勢の
変化に対応し奉仕活動や自己の組織も変化させて行く
べきであるということは勿論そこから一歩踏み出しまして
ロータリー自らが社会に変化をもたらすという積極的な
意味をもつものと解釈致します。その代表例がポリオプ
ラスの活動であると考えます。また本年度ロゴですが、
変化をもたらした結果は多様性が生ずる結果となるとい
うことを象徴するデザインとなっております。ロータリー活
動の多様を認め会員の個性を認めさらに広くは、人種、
宗教などの多様性を認め、共生して行くべきであるとい
う現代社会の抱える問題へのメッセージを含むものであ
ります。次に田中久夫ガバナーの基本テーマであります
がロータリーのある人生を誇りにしようの方ですが、どう
しても日本人というものは自分を過少評価する傾向があ
る自分を小生と言ったり奥さん愚妻といったり私の父の
話そのようなことではなくこれは自分たちロータリアンや
先輩のロータリアンのやってきたことをよい方向から見て
いこうというものであります。自分もほとんど忘れていた
事なのですが私ども中央ロータリーで桐生厚生病院に
車椅子を寄付したことがありました。それが今から 5 年位
前寄付してから十数年が経過したころだと思いますが私
のお客様からそのお客様のおとうさんが入院中に中央
ロータリーの寄付した車椅子を使わせてもらったことを
感謝されました。これを聞いてわたしは、何か誇らしい
気持ちになれました。これはほんの一部で考えてみれ
ば偉業といえることを私たちはたくさんおこなっているの
ではないでしょうか。自分たちの行っている活動の良い
面を正しく評価する自分たちがより輝いて見えるというこ
とであります。ただ自画自賛では意味がありませんので、
これを社会に広く認知してもらう必要あるということになり
ます。そのために田中年度は公共イメージ向上というこ
とが大きな目標となるわけであります。ロータリアンとして
の誇りと公共イメージの向上は表裏一体をなすものであ
ります。そこで 8 月 27 日の当分区の合同公式訪問では
各クラブの公共イメージ戦略の発表が重要な意味をも
つことになります。
本日のお食事
✿本日のお花✿

・会員増強について
・公共イメージ向上
・11 月 19 日(日)地区大会
高崎アリーナにて

たつ吉 うな重

