
 

 

R.I会長 バリー・ラシン 

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 

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。 

２０１８年 

会長 松島宏明 幹事 木村洋一 

        クラブ会報・情報委員会  飯塚荘一・大島千賀子・飯山順一郎 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第３０７７回例会 
(７月２３日(月)第３例会) 

７月３０日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 新会員入会式 

㈱群馬銀行 桐生支店 支店長 小金澤 啓人君 

(1)推薦の言葉    松島 宏明君 

(2)バッチの贈呈 

(3)歓迎の言葉 

(4)新会員挨拶 

５． ポール・ハリス・フェロー表彰    後藤 圭一君 

                         蛭間  茂君  

６． 米山功労クラブ表彰  第４１回 

 ７. ロータリー情報アワー 

 ８. 会長の時間 

 ９. 幹事報告 

１０． 委員会報告 

１１． 卓 話 「新年度を迎えて」 

          親睦活動委員長   後藤圭一君 

          公共イメージ室長  平岩千鶴子さん 

          雑誌・広報委員長  柳  明彦君 

          ｸﾗﾌﾞ会報・情報委員長 飯塚荘一君 

          ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長  大友 一之君 

１２． 点 鐘 

 

地区副幹事(館林ＲＣ) 小池 敏郎 君 

地区副幹事(館林ＲＣ) 関口   昇 君 

会員増強委員長(館林ＲＣ)  多田 善洋 君 

出席・ニコニコＢＯＸ委員長(館林ＲＣ) 根岸 利正 君 

桐生赤城ＲＣ 会長  草処 晋一 君              米山奨学生 孫 逸菲さん 

 

新会員入会式 

 

                 ㈱群馬銀行 桐生支店 

                 支店長 小金澤 啓人君 

 

  

ポール・ハリス・フェロー表彰 

 

           後藤 圭一君 

           蛭間  茂君 

 

米山奨学金授与 

                     

                 米山奨学生           

                  孫 逸菲 さん 

 

米山功労クラブ表彰 

 

      第 41回 

 

 

 

 

2018-2019年度 地区大会のご案内 

 

 

 

 

 

10月 7日(日)館林市文化会館にて開催されます。 

皆様是非ご参加ください。 

ようこそビジター 



 

ロータリー情報アワー 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   会員研修委員長 

        堀 明 君 

 

7月となり RCの新年度がスタ－ト致しました｡ 松島会

長も三回目の例会を向え無事に港を離れ大海に船出

さらました｡大変喜ばしい次第です｡   

さて､ 今年度初の会員研修委員会のロ－タリ－情

報アワ－となりました｡ この一年間宜しくお願い致しま

す｡今回は､スタ－トに当たり 桐生 RCが第 2840地区

に対して 度のように関わって行かなくてはならないか 

について 話してみたいと思います｡ 地区内の総ての

RC は桐生 RC に地区に対しもっと積極的に参加して

欲しいと考えています｡   

桐生 RC は､2012 年疋田ガバナ－を輩出して地区

役員及び委員 13人を送りました｡その後 毎年地区委

員を 7人出向させ 地区運営を行なっています｡ 

私も疋田年度から地区副幹事をとして地区運営に

関わり それから地区の青少年交換委員会を 5 年間

努め 多くの事を体験し 多くの知人を作る事が出来 

私の大事な宝物となりました｡それは､桐生 RC で学ぶ

事も大事ですが､地区で学ぶ事は RI や地区が果た

す役割及びその年度のリ－ダ－の考えをより良く理解

出来る事 地区内 45 クラブのクラブ運営が分る事 多

くのロ－タリアンと知合える事で RC に対する考えが大

きく広がる事等があります｡ 桐生 RC もロ－タリ－の素

晴らしさを学ぶ為 多くの会員が地区に出向して活躍

して欲しいと願っています｡ 新しい自分が発見出来ま

す｡是非チャレンジして下さい｡ 
 

会長の時間 

連日猛暑が続きますが、くれぐれもご自愛ください。 

情報アワーの堀パストのお話しを伺い、急きょ予定を

変更して、経験は本当に大切だということから、会長の

時間をはじめさせていただきます。 

私自身、大学生の時にライオンズクラブの交換学生と

してカナダ、アメリカ（ワシントン州シアトル）のホームス

テイの機会を与えていただきました。6 週間という短い

間でしたが、これまでの自分自身の重要な部分をつく

るきっかけを与えられたと感じています。ロータリークラ

ブでは長期交換学生は 1 年の機会が与えられます。

幸運にもこの機会を得た学生は、それからの人生にと

って言葉に尽くせない経験となることでしょう。そんな

機会に関われるロータリーの機会を大切に、是非ご自

分からもその機会を選択して行っていただきたいと思

います。またロータリー以外でも同じことで、会員の岡

部さんに連れられて行った柳川でお会いした、市役所

職員（広松伝さん）の記憶が今でもよみがえります。 

役所の職員ながら、柳川のお堀の浄化にずっと取り組

み、ご自分のお宅に浄化システムまで作ってしまいま

した。足を運んでこそ出会えた方です。 

 

 

 

《報 告》 

・7/13プログラム委員会家庭集会 

・7/16 海の日(祝日)の為、休会 

・7/21 インターアクト年次大会 群馬会館 

     会長・松田青少年奉仕委員長・ 

     桑原青少年奉仕委員 出席 

《予 定》 

・例会終了後、クラブ管理運営室 家庭集会 

・7/24 RAC初例会・懇親会 

  会長・幹事・松田青少年奉仕委員長 

  桑原青少年奉仕委員 出席 

・7/25 家族会総会  

・7/26 桐生 4RC会長幹事会 桐生プリオパレス 

・7/27 会員増強委員会家庭集会  

・7/28 環境美化清掃活動 新川公園 

     腰塚社会奉仕委員長 

・7/29 地区青少年交換委員会 

     桑原青少年交換委員 
 

幹事報告 

・「第 17回ロータリー全国囲碁大会」のご案内が届い 

 ております。 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」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。 

・大川美術館より、クラウドファンディング目標額達成 

 の御礼状が届いております。 

・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。 

・桐生発明協会より「発明考案展覧会」のご案内が届 

 いております。 

・桐生南、桐生西、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 30年 7月 23日) 

総員 61名：出席 36名 

平成 30年 7月 9日例会修正出席率：71.66％ 

 

ニコニコボックス 

柳明彦君…多田さんをはじめ館林 RC の皆様をお迎

えして／堀明君…ﾛｰﾀﾘｰ情報ｱﾜｰをさせて頂きます

／柳明彦君、水越稔幸君、松田秀夫君…小金澤支

店長入会おめでとうございます／水越稔幸君…園田

会員さんへ新事務所開設おめでとうございます／柳

明彦君、大友一之君、飯塚荘一君、後藤圭一君、平

岩千鶴子さん…卓話をさせて頂きます／岡部信一郎

君…プログラム委員長退任／桑原志郎君…未来企画

委員長退任／小林康人君…米山奨学委員長退任。 

 

 

 

 



 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

本年度、親睦活動委員会の委員長を仰せつかりまし

た後藤です。どうぞ一年間よろしくお願い申し上げま

す。本年度の委員会としての予定は下記の通りなって

おります。 

家族会総会の開催    7月 25日 

家族合同納涼会の開催   8月 27日 

家族合同忘年クリスマス会の開催 12月 17日 

観桜会の開催    4月 

家族会旅行    5月(未定) 

ロータリーライフを支える 2 本の柱、奉仕と親睦。その

一つである会員相互の親睦を担う委員会の重要性を

理解し活動していきたいと思います。2012 年にロータ

リークラブに入会させていただき、多くの方々と知り合

うことが出来ました。その中で、同世代や違う組織で一

緒のメンバーとは親しくなれても、そうでないメンバー

との親睦の機会がなかなかない気がしています。幅広

く親睦できることにより、さらにロータリークラブの活動

が楽しくなると思いますので、そういった活動が一年 

出来ればと考えています。 

桐生ロータリークラブで最も人数の多い委員会です。

新井智二副委員長を始め、素晴らしいメンバーと知恵

を出し合いながら、楽しい一年間にしていこうと思いま

す。また、日頃からロータリー活動を理解し支えてくれ

ている家族会の皆様やＳＡＡとも協力して、楽しい例

会を設営していきたいと思いますので、一年間よろしく

お願いいたします。 

 

 

 

 
 

 

 

この度、公共イメージ室長を仰せつかりました平岩千

鶴子でございます。この１年間よろしくお願いいたしま

す。６月まで、毎週カメラを持ちまして、皆様の視界を

塞いでまいりましたが、松島会長より「この間まで僕が

やっていた、公共イメージ室長をやってくれない？見

ていてわかると思受けど、たいしたことはないから。」と

いうお話を受けましてお引受けした次第ですが、やは

り、何をしたものやらよくわからずにおります。 

公共イメージという言葉の意味を知りたいと思い,ヤフ

ーで「公共イメージ」と入力したところ、出てきたのはロ

ータリーの「公共イメージ」でした。 

研修の手引きによりますと、公共イメージの向上は、会

員増強、パートナーシップの拡大、寄付増進、奉仕活

動への参加向上につながる大切な取り組みとありまし

た。 

 

昨年度から、ガバナーのお話に「公共イメージの向上」

が取り上げられています。 

松島会長は 9 月 29 日の「未来の夢計画」で「石川結

貴先生」の講演会を開催いたします。石川先生は、携

帯電話等の子供たちに与える影響等のお話をしてく

ださる先生ということですが、この講演会について学校

に説明に上がることなどは「公共イメージ向上に大変

役に立つこと思っております。 

私たち会員一人一人が、自分の専門分野において職

業を通して「奉仕」を心がけていることを木村幹事のお

力、また皆様お一人お一人のお力をお借りしてアピー

ルできるように務めさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

今年度 雑誌・広報委員会の委員長をさせて頂きます

柳です。1 年間宜しくお願い致します。 副委員長は

澤田匡宏さん、委員には山﨑一順さんの合計 3 名で

1年間務めさせて頂きます。 

雑誌ロータリーの友の記事の紹介が主ですが記事や

写真の投稿にもチャレンジしたいと思います。またクラ

ブの活動をいろいろなメディアに載せていただけるよう

に公共イメージ向上にも努めたいと思いますのでご協

力よろしくお願い致します。 

 

2003年以降掲載記事 

 

執筆者 内容 掲載月 

久保田裕一君 機中の緊急医療 2003年 6月 

阿部高久君 RI 会長に数千万円の謝

礼金 

2003年 11月 

村田勝俊君 手作り FM 番組で米山奨

学生インタビュー 

2007年 6月 

桐生 RC FM桐生向けラジオ番組 2007年 6月 

吉野一郎君 ロータリー入門書を推薦 2008年 5月 

竹内靖博君 桐生RCの難民援助活動 2009年 10月 

 

桐生 RAC 桐生まちなかミステリー・

クリーンツアー 

2010年 3月 

桐生 RC 市民交流チャリティーコ

ンサート 

2010年 8月 

前原勝良君 第 5 回クラシックカーフェ

スティバル in桐生 

2011年 3月 

竹内靖博君 地域の経営者に学ぼう 2011年 12月 

村田勝俊君 ロータリーの善意で集会

所設置 

2012年 9月 

桐生 RC 62 年の歴史で初の女性

会員入会 

2014年 12月 

「新年度を迎えて」    

 

   親睦活動委員長 

       後藤 圭一君 

 

「新年度を迎えて」    

 

  公共イメージ室長 

    平岩 千鶴子さん 

 

「新年度を迎えて」    

 

   雑誌・広報委員長 

        柳 明彦 君 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｸﾗﾌﾞ会報・情報委員会は、大島千賀子副委員長と飯

山順一郎委員の３名です。週報の発行を通じて、会

員の皆様をはじめとする関係者の皆様にロータリー活

動をご理解して頂くとともに、例会の出席率の向上に

役立つよう努めてまいります。 

・週報の作成及び印刷を行う。 

・会長、幹事及び各委員会の活動・計画を紹介する。 

・理事会での決定事項を報告する。 

・前例会における発表・報告・卓話の紹介・説明を行う 

・近隣RCとの週報交換を行い、クラブ活動の友好、相 

 互理解を深める。 

・新入会員の紹介を掲載し、クラブ内相互の理解を深 

 める。 

・必要に応じて各委員会に協力し、その活動を報告す 

 る。 

・毎月の活動月間のテーマについての記事を週報に 

 掲載し紹介する。 

・地域メディアと連携してロータリーの活動を紹介する。 

・HPの情報更新を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。ロータリー財団委員会の委員長

を仰せつかりました大友です。よろしくお願いします。 

 さて、財団委員会は、私と副委員長の久保田寿栄さ

ん、委員に松田秀夫さんと、3 名で取り組んでまいりま

す。さて、財団委員会の仕事は、皆さんもご承知のこ

とですが、大きく二つあって、一つは奉仕活動の資金

としてＲＩ財団への寄付を皆さんにお願いすること、もう

一つは各クラブで実施する「未来の夢計画」に対する

地区補助金を受けるため、実施計画の作成と申請、

実施後の結果報告を提出することです。 

まず、「RI 財団への寄付」については、寄付額が地区

目標としてガバナーから提示されるわけですが、当ク

ラブにおいては下期の会費納入においてこの額を皆

さんからお預かりしていますので地区目標は毎年達

成されています。この寄付が次にお話しする夢計画の

資金として数年後にある程度戻ってきますので、でき

れば財団月間に際してはご寄付をお願いしたいと思

います。 

 二つめの「未来の夢計画」ですが、これは今申し上

げた財団への寄付額について、地区ごとに 3 年度前

に寄付した額の50％が地区に配分され、それを各クラ

ブの計画が認定されますと、その実施予算の概ね

50％がクラブへ配分されるというものです。 

夢計画については、今年松島年度で実施したものの

結果報告、次の須永年度で実施するものの計画につ

いて、事務手続きをしっかりと進めていきたいと思いま

す。次年度の計画は 12 月中に地区へ報告となります

ので、須永会長エレクトには計画立案をよろしくお願

いいたします。以上の二点が、財団委員会の仕事とな

りますが、ぜひご協力をお願いしまして、この一年よろ

しくお願いします。 

                                

 

    本日の食事          ✿本日のお花✿ 

 

 

 

     

 

 

 

   五 大 重箱弁当 

 

 

家族会総会 

７月２５日(水)たつ吉にて 

 

前原前年度会長と園田前年度幹事１年間お疲れ様で

した。 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第 2840地区 

2018-2019 年度 

インターアクト年次大会 

平成 30年 7月 21日(土) 

群馬会館にて 

 

会長、松田青少年奉仕委員長、桑原青少年奉仕委

員と桐生第一高等学校インターアクトクラブ１２名と顧

問の田村先生が参加致しました。 

  

 

 

 

「新年度を迎えて」    

 

   ｸﾗﾌﾞ会報・情報委員長 

        飯塚 荘一 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

    ロータリー財団委員長 

        大友 一之 君 

 


