
 

 

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３０７６回例会 
(７月９日(月)第２例会) 

７月２３日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 委嘱状の伝達 〈第２８４０地区〉 

グローバル補助金委員会委員 久保田 寿栄 君 

５． 会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

８． 卓 話 「新年度を迎えて」 

副 会 長       森 末廣 君 

S.A.A          富澤 剛 君 

ｸﾗﾌﾞ管理運営室室長 園田 誠君 

出席・ﾆｺﾆｺ箱委員長 中山賀司君 

プログラム委員長  岡野紀子さん 

９． 点 鐘

 

幹事感謝状並びに 

      記念品の贈呈 

 

    園田 誠直前幹事 

 

  

委嘱状の伝達 

 

   第 2840 地区 

   グローバル補助金委員 

      久保田 寿栄君 

 
 

会長の時間 

7 月第二例会です。 

先日、財団の講演会にお願いしている石川結貴先生の

講演会が相模原であるというので、出かけてきました。

教育問題を取り扱う神奈川県主催の大会で、石川先生

は基調講演とその後の、パネルディスカッションのコー

ディネーターを務めていらっしゃいました。ネット社会に

おける問題を題材に熱心な講演をされていました。パネ

ルディスカッションでは地域の代表に校長先生、女子高

生が 2 人という構成で、いくぶん硬さの見られた導入か

ら、コーディネーターの手腕で、ざっくばらんな雰囲気 

 

 

になり、最後には本音が語られるいい機会であったと思

います。ディスカッションの最後に高校生が、ネットの問

題はまだ始まって時間のたっていない問題なので、大

人や子供という枠組みを越えた取り組みが大事と言って

いたのが印象的でした。そして途中に“もし自分がネット

被害にあってしまった時にどのような大人なら相談して

みてもいいか？”と言う質問に、もう一人の高校生が“頭

ごなしに物を言う人はいやです。私の話を最後まで聞い

てくれる人がいい”と答えました。 

最後までか？難しい事かもしれません。 

 

《報 告》 

・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 

・7/9 例会前、臨時理事会 

 

《予 定》 

・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 

   会長・松田青少年奉仕委員長・ 

   桑原青少年奉仕委員 出席 



 

 

 

幹事報告 

・桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・次週１６日(月)は、祝日の為休会です。 

 次回例会は、２３日(月)となりますので、お間違えのな  

 いようお気を付けください。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 30 年 7 月 9 日) 

総員 60 名：出席 36 名 

平成 30 年 6 月 18 日例会修正出席率：74.24％ 

 

ニコニコボックス 

水越稔幸君…松島会長、森副会長、木村幹事 1 年間

頑張って下さい／岡野紀子さん…桐生市民が出演する

桐生の街映画が 15日に上映されます。桐生満載です。

是非お越し下さい／森末廣君、岡野紀子さん、富澤剛

君、中山賀司君…卓話をさせて頂きます／森末廣君…

副会長就任／園田誠君…クラブ管理運営室長・直前幹

事就任、幹事退任／腰塚富夫君…社会奉仕委員長就

任、副S.A.A退任／森末廣君、水越稔幸君･･･誕生祝。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度、松島会長より副会長のお誘いを受けた時、渡し

自身その器ではないと思っておりましたが、松島会長に

は、私が桐生ロータリークラブ入会当初、ロータリーの事

や仲町の夜の事などなどいろいろとご教示頂いた経緯

があり、お断りできなくて、しぶしぶ引き受けさせていた

だきました。 

副会長というのは、会長不在の時、会長代理として例会

を運営したり、理事会の議長を務めたりする役目なので

特に副会長からの方針とか抱負とかを申し上げることは

ありません。あくまで、会長不在の時に会長代理を務め

る役に徹するということだと思います。是非、松島会長に

は、一年間４０回前後の例会ですが、健康に十分ご留

意していただきまして私の出番がないように心から願う

ばかりです。ロータリーの今年のテーマは「インスピレー

ションになろう」から始まります。さて最後になりますが、

今年度の松島会長、木村幹事に対して会員皆様の温

かいご協力とご支援を賜りますようお願い申し上げ、挨

拶とさせて頂きます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

私が桐生ロータリークラブに入会させていただいてから、

丸 3 年が経ち 4 年目を迎えます。昨年度は、出席ニコ

ニコ箱委員長、一昨年は、副 S.A.A をさせていただきま

した。ですが、恥ずかしい限りですが、S.A.A とは何なの

かと思い調べてみました。ロータリー用語集なるものに

S.A.A とは Sergeant-at-arms の略で、元来英国の王室

と議員で「守衛管」を意味する慣用語として用いられ、ロ

ータリークラブにて使用する場合には、例会をはじめす

べての会合が楽しく、秩序正しく運営されるよう配慮し、

会合がその使命を発揮できるよう設営、監督する責任を

有するものという意味合いになるとありました。改めて意

味を知り、責任の重さに身の引き締まる思いです。この

ような大役を果たせるのだろうかとの思いもありますが、

田中、岩崎両副 S.A.Aと協力し支えて頂きながら 1年間

S.A.A としてしっかりとその責任を果たして参りたいと思

います。具体的には松島会長の想いでもあります丁寧

な例会設営。一つ一つの事柄に気を配り、丁寧に行う

事を心に留め、1年間活動してまいりたいと思います。ま

た、例会食事に関しても季節に合わせ配慮を持ったお

食事をご用意させて頂き、会員の皆様にご満足いただ

けるようにしていきたいと考えていますが、何分不勉強

な部分もあると思いますのでリクエスト、新規のお店など

もありましたら、是非忌僤なくご意見をいただければと思

います。1 年間よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、昨年は大変お世話になりありがとうございました。 

松島年度は、クラブ管理運営室長をご指名いただき、

昨年の経験を活かし、出席・ニコニコ箱、プログラム、親

睦活動の各委員会、さらに SAA 等の横の連携にも努め

ていきたいと思います。いずれもクラブ運営の要となる

委員会ですので、しっかりと丁寧に遂行の助けをさせて

いただきます。皆様一年間よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

「新年度を迎えて」    

 

   副会長 森 末廣 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

  S.A.A 富澤 剛 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

   クラブ管理運営室 

      室長 園田 誠 君 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席・ニコニコ箱委員会が円滑に運営出来るように、メ

ンバーで協力し合っていきたいと思います。ニコニコ箱

の拠金については、目標達成する事を念頭に積極的に

協力を呼び掛けていきます。 

・年間出席率 100％の会員に対し、第 2 例会で会長表 

 彰を行い記念品を贈呈する。 

・出席率向上の為「メークアップ情報」を案内する。 

・ニコニコ箱への拠金情報を把握し、例会や週報を通じ 

 て報告するとともに感謝を伝える。 

・家庭集会を開催する 

・出席率の低い会員には、推薦人等を通じて、出席を 

 呼びかける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度 RI テーマは「あなたは(何かの事案において)イ

ンスピレーションをあたえるまさにその人になりましょう」 

インスピレーションを与えられる人になるには、大変な努

力が必要かと思います。そこで会員の皆様の感性をさら

に磨く事のできる企画にしたいと思います。卓話という

形式にとらわれずに計画実行致します。 

・メンバー内より興味深い卓話をして下さる方を発掘し、  

 お願いする 

・地域活動に関わる方からの卓話をお聞きする。 

・首長、会議所会頭の卓話の検討・実施する。 

・メンバーの知識向上を主眼に相応しい卓話者をお迎 

 えする 

・芸術分野で、活動する方々からの五感を刺激する  

 卓話、パフォーマンスをお願いする。 

 

                                

 

     本日の食事          ✿本日のお花✿ 

 

 

 

     

 

 

 

   美喜仁 ステーキ重 

 

 

 

国際ロータリー第 2840 地区 

2018-2019 年度 

インターアクト・顧問教師・ロータリアン 

合同会議 

平成 30 年 7 月 7 日(土) 

中央カレッジグループ本部館にて 

 

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２名と顧問田村先生

が参加致しました。 

 

 

 

 

【例会予告】 

 

7 月 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 

「新年度を迎えて」    

 

   出席・ニコニコ箱委員長 

        中山 賀司 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

     プログラム委員長 

        岡野 紀子さん 

 


