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国際ロータリー第 2840 地区

2018-2019 年度 国際ロータリーのテーマ

BE THE INSPIRATION

R.I 会長 バリー・ラシン
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

７月９日号
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松島宏明

前 原 勝 樹
幹事

木村洋一

飯塚荘一・大島千賀子・飯山順一郎

第３０７５回例会
(７月２日(月)第１例会)

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
新旧会長・幹事バッチの交換
感謝状ならびに記念品・バッチの贈呈
役員就任式
委嘱状の伝達 〈第２８４０地区〉
ガバナー諮問委員会委員
女性ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 疋田 博之 君
青少年交換委員会委員
桑原 志郎 君

米山記念奨学委員会委員
大友 一之 君
1０. 結婚・誕生祝
１１．乾 杯
１２．会長の時間
１３．幹事報告
１４．委員会報告
１５．卓 話
「新年度を迎えて」
会 長 松島 宏明 君
幹 事 木村 洋一 君
１６．点 鐘

ようこそビジター
群馬第２分区 A ガバナー補佐 瀬谷 源君
〈桐 生 南RC 会長〉 高山 淳史 君
〈桐 生 南RC 幹事〉 増田 浩三 君
〈桐 生 西RC 会長〉 正田 惠一 君
〈桐 生 西RC 幹事〉 浦野 幸子 さん

桐生５RC 会長幹事の皆様

〈桐生赤城 RC 副会長〉 新井 清一 君
〈桐生赤城 RC 幹 事〉 田村 浩道 君
大川美術館 事務局長 川合 宏一 様

役員就任式

委嘱状の伝達

新旧会長・幹事感謝状並びに記念品・バッチの交換

誕生祝
北川 貴久君
森
末廣君
田中
淳君
木村 洋一君
川島 崇史君
久保田寿栄君
水越 稔幸君

会長の時間
2018～2019 年度桐生ロータリークラブ会長を務めます
松島宏明です。ここの所会長の時間では多くの報告事
項や予定事項が取り上げられるにつけて、ロータリーク
ラブとしての諸業務が明らかに増えていることに気づか
されます。そういった様々な諸事に足元をふらつかせる
のではなく、少し先を見据えて前を向きつつ、進んでい
きたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
《報 告》
・6/27 会員増強委員会 家庭集会 桐生倶楽部にて
・6/30 第 1 回定例理事会 たつ吉にて
《予 定》
・7/2 青少年交換学生 Evan 帰国
桑原ｶｳﾝｾﾗｰ、森直前地区国際奉仕委員長
成田空港見送りへ
・7/3 桐生赤城 RC 表敬訪問
・7/4 桐生南 RC 表敬訪問
・7/6 桐生西 RC 表敬訪問
・7/7 石川結貴さん講演会 会長
インターアクト合同会議
松田青少年奉仕委員長・桑原青少年奉仕委員
出席

堀明君…会員研修委員長就任／吉田栄佐君…直前会
長退任／野間義弘君…職業奉仕委員長就任／村田勝
俊君…会員組織強化室長退任／大友一之君…R 財団
委員長就任・副会長退任／澤田匡宏君…親睦活動委
員長退任／柳明彦君…雑誌広報委員長就任・直前幹
事・R 財団米山奨学室長退任／木村洋一君…幹事就
任・副幹事退任／月門快憲君…クラブ管理運営室長退
任／久保田寿栄君…雑誌広報委員長退任／飯塚荘一
君・・・副幹事・クラブ会報情報委員長就任・国際奉仕委
員長退任／後藤圭一君…親睦活動委員長就任・社会
奉仕委員長退任／高橋弘史君…奉仕プロジェクト室長
退任／荒木千恵子さん…国際奉仕委員長就任／岡野
紀子さん…プログラム委員長就任／小林雅子さん…米
山奨学委員長就任／田中一枝さん…会員増強委員長
就任・S.A.A 退任／松田秀夫君…青少年奉仕委員長
就任／津久井真澄君…会員増強選考委員長退任／平
岩千鶴子さん…公共イメージ室長就任・クラブ会報情報
委員長退任／富澤剛君…S.A.A 就任・出席ニコニコ箱
委員長退任／岩崎靖司君…副 S.A.A 就任／中山賀司
君…出席・ニコニコ箱委員長就任・副 S.A.A 退任／田
中淳君…副 S.A.A 就任／木村洋一君、久保田寿栄君、
北川貴久君、田中淳君･･･誕生祝。
卓 話

幹事報告
・田中年度任期満了のお礼状が届いております。
尚、現在の事務所で引き続き宮内ガバナー事務所と
なります。
・国際ロータリーよりロータリーレートのご案内です。
7 月は、１＄＝１１0 円です。
・国連 UNHCR 協会より活動報告等が届いております。
・てんかん協会より「からっかぜ」が届いております。
・桐生市国際交流協会より「ニュースレター」が届いてお
ります。

委員会報告
出席委員会
本日の出席(平成 30 年 7 月 2 日)
総員 61 名：出席 43 名
平成 30 年 6 月 4 日例会修正出席率：84％
平成 30 年 6 月 11 日例会修正出席率：74％
ニコニコボックス
瀬谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・桐生南 RC 様・桐生西 RC 様・桐生赤
城 RC 様…ニコニコ箱にご献金いただきました／松島宏
明君…桐生 4RC の会長・幹事をお迎えして／吉田栄佐
君、前原勝君…松島会長年度のスタートを祝して／木
村洋一君…一年間よろしくお願い致します／牛膓章君
…乾杯をさせていただきます／松島宏明君…会長就任、
会長ｴﾚｸﾄ・公共ｲﾒｰｼﾞ室長退任／須永博之君…会長
ｴﾚｸﾄ・R 財団米山奨学室長就任・R 財団委員長退任／
坪井良廣君…会員組織強化室長就任・会員研修委員
長退任／前原勝君…直前会長就任・会長退任／

「新年度を迎えて」
会長 松島 宏明 君
桐生ロータリークラブでは私が 66 人目の会長となります。
自分の年齢よりも歴史のある団体の会長を務めるという
ことは、自分自身でその歴史を想像することはできませ
ん。桐生ロータリークラブは群馬で最初のロータリークラ
ブとして、その歴史と伝統は計り知れないものがあります。
しかしながらその歴史と伝統の中には、気づかずに積も
ってしまったものや、本来はもう少し目を向けるべきなの
に、時間の経過とともに意識しなくなったものがあるよう
に感じます。それが自分自身、このところの言いようのな
い危機感に繋がってきました。
会員の減少は喫緊の課題です。本年度 61 名でスター
を切りますが、皆様のご協力のもと活気ある 70 名のクラ
ブとします。すでに会員増強委員会を前倒しでスタート
していますが、今後全体の組織として展開していく必要
があります。
もちろん親睦は重要です。誰もが参加したい空間づく
りに努めたいと思いますし、何より自分自身楽しみたい
と思います。
決定的施策があるわけではありませんが、ロータリーク
ラブを取り巻く様々な要件を丁寧に一つ一つ行っていく
ことで、やがて更に魅力あるクラブとなると確信していま
す。
“なんだ気づいてみたら 70 人超えていましたね”と年度
末に振り返りたいと思います。

「新年度を迎えて」

2017-2018 年度 青少年交換長期受入学生
Everett Michael BISHOP 君 帰国

幹事 木村 洋一 君

一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。
皆様の協力があり、初例会を終えることができました。
幹事の役割は広い、と実感しています。
スムーズに、和やかに例会を進めるための時間管理、
気配り目配り、不足の事態への構え…。この仕事を一年
通じてこなされてこられた歴代幹事のみなさんには感服
いたします。初例会までの研修等、ここまででくたくたで
す。いやいや参りました。
ここ数年来、皆様には複数の委員会に所属いただき、
互いにサポートしあい、例会行事を、クラブ運営を支え
ていただいております。
委員会構成決定後の退会者があり、委員会単体では円
滑な運営が難しくなりました。皆様には各室単位で、チ
ームとして仕事を分担していただきたく存じます。
お食事は大まかな配分はいたしますので、各テーブ
ルで配膳をお願いいたします。
「おくれまい みんなで時を大切に」。一階トイレにある
標語です。例会開始前だけでなく、例会終了後、それ
ぞれが企業活動に一分でも早く戻れるよう、ご使用いた
だいた湯呑等をおまとめいただくと助かります。
新しい仲間を増やしていくことについて、歴史と伝統
のある当クラブのカラーをふまえつつ、年齢、地域、事
業規模等、少し対象を広げ、今期中２０人にお声がけす
ることを目指します。
事業数の減少、後継者のいない経営者の高齢化、経
済が減退する中、会員を増やすことは容易ではないで
しょうが、動けば何かしら結果を残せるでしょう。とにかく
汗をかきます。お力をお貸しください。情報をください。
田中パストガバナーは「最初に誘ってくれたクラブを意
識してくれるし、入会してくれる」とおっしゃります。今年
度の入会がかなわなくとも、それがのちのきっかけにな
れば幸いです。
誘われた方々がロータリーをイメージしやすいよう、ブ
ランディングにも力を入れます。４ＲＣでの共同事業を呼
びかけます。地元紙を積極的に活用し、知名度を向上
させます。

本日の食事

たつ吉 二段弁当

✿本日のお花✿

７月２日桑原カウンセラーと
森国際奉仕委員長、ホストファミリ
ー柴﨑さん、交換派遣学生で６月
末に帰国した柴﨑葵衣さんと成田
空港まで見送りに行ってきました。
1 年間皆様のご協力ありがとう
ございました。

大川美術館
松本竣介のアトリエ再見プロジェクト
実現のためのクラウドファンディングのご案内
公益財団法人大川美術館事務局長川合様と振込銀行
の桐生信用金庫津久井理事長よりご案内がありました。
目標金額 500 万円で、ご支援すると金額により返礼品も
あるそうです。

【例会予告】
7 月 16 日(月) 休 会
23 日(月) ♦ 卓 話
親睦活動委員長
公共イメージ室長
雑誌・広報委員長
ｸﾗﾌﾞ会報・情報委員長
R 財団委員長
♦ 食 事 五 大
30 日(月) ♦ 卓 話
会員組織強化室長
会員増強・選考委員長
会員研修委員長
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長
米山奨学委員長
♦ 食 事 大 龍

