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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。
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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
新会員入会式
㈲ホリスレン 代表取締役 堀 貴之君
推薦の言葉 松島宏明君
アームスタッフ㈱ 代表取締役 丹羽あゆみさん
推薦の言葉 田中一枝さん
㈱Grando・Love ﾛｰｽﾞｳﾞｨﾚｯｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
代表取締役社長 青木貴子さん
推薦の言葉 田中一枝さん
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㈱エンドリズム 代表取締役 金子 勇人君
推薦の言葉 田中 一枝さん
・バッチの贈呈
・歓迎の言葉
会長 松島宏明君
結婚・誕生祝
乾 杯
会長の時間
幹事報告
委員会報告
卓 話
「ガバナー補佐講話」
群馬第 2 分区 A ガバナー補佐
瀬谷 源 君
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
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代表取締役
丹羽 あゆみ さん

㈱Grando・Love
ﾛｰｽﾞｳﾞｨﾚｯｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
代表取締役社長
青木 貴子 さん

㈱エンドリズム
代表取締役
金子 勇人 君

結婚祝
堀
明君
岡部信一郎君

誕生祝
青木 貴子さん
岩崎 靖司君
高橋 弘史君
Randolph 留利子さん

《報 告》
・8/21 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室家庭集会
・8/23 桐生 4RC 女子会 田中さん、ﾗﾝﾄﾞﾙﾌさん出席
・8/25 会員組織強化・女性ﾈｯﾄﾜｰｸ合同委員会 疋田
PG 出席
・8/26 2017-2018 青少年交換長期帰朝報告会
桑原ｶｳﾝｾﾗｰ出席
・8/27 家族合同納涼会 海鮮ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ美喜仁館
・例会前、定例理事会
《予 定》
・例会終了後、クラブ協議会
・9/5 桐生 4RC 会長エレクト・副幹事顔合わせ会
・9/7 S.A.A 家庭集会
・9/9 地区大会記念チャリティーゴルフコンペ
6 名参加
・9/10 善行青少年表彰の為、
例会場 桐生市市民文化会館に変更

幹事報告
会長の時間
９月第１週に会長の時間でお話しするのは、ロータリー
財団事業でもあります。教育講演会についてです。
私自身“桐生の最大、最重要テーマは教育である”と確
信しています。これは教育が危機を迎えていると同時に、
地域再生の切り札でもあると考えているということです。
たとえば桐生市には桐生第一高校と樹徳高校という県
内でも有名な私立高校が２校あります。生徒規模は両
校ともに１２００人前後ですが、桐生市内の高校生の数
はともに２００人前後です。それほど市内の高校生が少
ないと思うと同時に、それだけ多くの市外からの生徒を
お迎えしているということです。桐生で教育を受ける青
少年は桐生を故郷と考えます。小中学校の合併も進行
する中、より小規模でも魅力ある場づくりは可能です。と
りもなおさずそれは家庭や地域スタートでなくてはなりま
せん。多くのひとがもう一度教育の事を考える機会を持
ちましょう。そんな機会の提供を今回桐生ロータリークラ
ブがいたします。また講演会の PR にロータリークラブの
メンバーが伺います。
是非その場で、ロータリーメンバーと教育についてお話
ししていただければありがたいと思っております。我々ロ
ータリーも教育について考えてまいります。
『地域再生を考えて！教育をテーマに！！
桐生ロータリークラブが実施する講演会』
講 師 石 川 結 貴 さん
テーマ 「子育てを楽しもう！心でつながる親子」
日 時 ２０１８年９月２９日（土）
開場 １３：１０
講演 １３：３０～１５：００ （入場無料）
会 場 桐生市市民文化会館・スカイホール A

・国際ロータリーより、ロータリーレートのご案内です。
９月は、１＄＝１１２円です。
・米山梅吉記念館より館報が届いております。
・現況報告書が本日配布のロータリーの友に挟んであり
ます。
・桐生南、桐生西、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。
・次週１０日(月)の例会は、善行青少年表彰で例会場が
市民文化会館となりますので、お間違えのないようお
願い致します。
・本日例会終了後、クラブ協議会を開催致しますので、
理事役員・委員長の方々は、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 30 年 9 月 3 日)
総員 66 名：出席 43 名
平成 30 年 8 月 20 日例会修正出席率：75.54％
ニコニコボックス
瀬谷源第 2 分区 A ガバナー補佐／松島宏明君、須永
博之君…瀬谷ガバナー補佐をお迎えして／松島宏明
君、水越稔幸君…4 名の新会員さんをお迎えて／前原
勝君…瀬谷ガバナー補佐並びに新入会員をお迎えし
て／水越稔幸君…瀬谷ガバナー補佐をお迎えして、愚
息がご子息にお世話になりました／須永博之君・・・堀さ
ん入会待っていました。丹羽さん、金子さん、青木さん
入会おめでとうございます／舘盛治君、松島宏明君、
富澤剛君、ﾗﾝﾄﾞﾙﾌ留利子さん…先週の家族合同納涼
会の抽選会で商品を頂きました／後藤圭一君…家族
合同納涼会に多くのメンバー、ご家族の皆様にご参加
頂きありがとうございました／木村洋一君…田中淳会員
に大変お世話になりました／須永博之君…格安レンタ
カー事業をはじめました／増山大祐君…奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
室長就任・職業奉仕委員長退任／堀明君…結婚祝／
岩崎靖司君、ﾗﾝﾄﾞﾙﾌ留利子さん、青木貴子さん…誕生
祝。

卓 話

「ガバナー補佐講話」
群馬第 2 分区 A
ガバナー補佐 瀬谷 源君
皆様今日は、一年間ガバナー補佐を務めさせて頂くこ
とになりました。ご指導よろしくお願い致します。講話の
依頼をありがとうございます。少しの時間よろしくお願い
します。簡単に自己紹介を致します。昭和 27 年生まれ
の 65 歳でございます。親クラブの西 RC 様より小クラブと
し、桐生赤城が誕生しました。チャーターメンバーとし入
会しました。平成 9 年 6 月 27 日でした。それから 11 年
目幹事 15 年目会長、現在ガバナー補佐として 7 月 1
日より務めさせて頂いております。早いもので 2 ヶ月す
ぎました。思えば、私は、本当に何も分からず入会しま
した。数人の知人と入って、まず 3 ヶ月と思って何回か
自分との戦いもあって、3 年が経ち、仲間が出来、ロータ
リーに来るのが当たり前、楽しみも出来ました。色々な
委員会に入りロータリーの仲間を通じての付き合い、趣
味の合う人たちを通じての参加、そんな事がロータリー
ライフとなり、今の自分がロータリアンとしてのいしずえと
なっています。入会 22 年目となる今、桐生赤城 RC の 4
人目となるガバナー補佐になりますが、何をしていいか
分からないまま現在に至っています。
それでは地区宮内ガバナーの目標をお話します。第
2840 地区 2018-2019 宮内ガバナー年度の第 2 分区 A
ガバナー補佐(AG)に任命されました。この年度の国際
ロータリーバリーラシン RI 会長は、RI 新ビジョン声明をさ
れました。会長のテーマは「Be the Inspiration インスピレ
ーションになろう」です。また宮内ガバナーの信条は「ク
ラブを元気に、世界に奉仕を、みんなで回そうロータリ
ーの輪」です。具体的には、親睦を図り、元気で楽しい
クラブを作り、次に、社会のニーズに応えた奉仕活動を
し、社会と連携することであります。結果的に、われわれ
はロータリアンとしての人格形成ができ、会員基盤強化、
ロータリーの公共イメージと認知度の向上に繋がるもの
と信じ、その原点が「インスピレーションになろう」というこ
とを説明されました。そして私、ガバナー補佐としての役
割は、国際ロータリーの方向性に関する情報あるいはそ
れを受けて具体的に地区での活動を指導するガバナー
の考え方をグループ内の各クラブに伝え、また各クラブ
の活動状況、課題等をガバナーや地区委員会に伝える
ことを支援します。そのうえで具体的には、①年度の開
始前に各クラブの立てる活動計画が地区の目標に応じ
た内容や数値目標が織り込まれることを支援するために
PETS や地区研修・協議会で各クラブのリーダーと話し
合い、②各クラブを数回訪問することで各クラブが持つ
課題や活動内容や方法に関する疑問等を取りまとめ、
ガバナー訪問時に有効なディスカッションができる準備
と年度の活動をウオッチし③グループ各クラブが一体と
なって当年度のテーマに沿ったインターシテ

ィーミーティング(IM)を 2019 年 3 月に実施④1 年間の各
クラブの活動についてまとめを行うことになります。
2840 地区の 2018-2019 地区目標として宮内ガバナー
(クラブを元気に、世界に奉仕をみんなで回そうロータリ
ーの輪)を目標に立て、８つの目標を立てました。地区
の事、地区の目標を話したいと思います。
1.クラブを活性化しよう<魅力あるクラブを創る為に>
ｸﾗﾌﾞを自己点検し、長所短所を把握しよう。他のクラブ
を訪問し、自クラブを元気にするために参考にしよう。会
員増強、退会防止の方策を考えよう。特に若手会員、
女性会員加入促進と養成に努めよう。地区もクラブもロ
ータリー歴の浅い人がロータリーを学ぶ機会を作ろう。
2.ロータリー活動は自己形成である。(4 つのテスト)で常
に自己点検しよう。
3.地区クラブのビジョン(戦略計画)持とう
2020 年は日本ロータリー100 周年 2840 地区 20 周年
を迎える。そのため目標として地区戦略計画が承認され、
当年は 2 年目である全クラブがクラブの戦略計画を立て
よう。ビジョンのない行動は浪費であり、行動のないビジ
ョンは単なる夢である。ビジョンのある行動は、世界に希
望をもたらす。
4.公共イメージ認知度の向上を図ろう
公共イメージと認知度の向上は、ロータリーの宣伝す
ることではない。ロータリアンの人格と奉仕の実践をもっ
て社会の歯車とロータリーの歯車を噛み合わせることで
ある。意義ある事業をしてロータリアン(行動する人)であ
ることをメディアを通じて社会に知らせよう。
5.ロータリー財団の補助金を活用して地域社会、世界
に奉仕しよう。
奉仕事業はニーズを調査し、社会に喜ばれる事業で
なければならない。意義ある地区補助金事業とグローバ
ル補助金事業を実施しよう。複数のクラブあるいは分区
で実施することも考慮に入れよう。そのため中長期の戦
略計画を持とう。
6.RI 会長賞を目指そう
RI 会長賞を申請するために、先ずクラブ会員の 1/2 以
上が(マイロータリー)に登録しクラブは(ロータリークラブ
セントラル)に登録して各項目の進捗状況結果を入力す
ることが条件です。RI 会長賞の申込みはホームページ
を見て下さい。
7.2840 地区の数値目標を達成しよう
会員増強地区目標 110 名、クラブ目標会員数の 5％
以上、ロータリー財団寄付 150＄以上、メジャードナー5
名以上、ポリオ寄付 30＄以上、米山奨学金寄付 16,000
円以上

8.地区大会は地区の総会であり、祭りである。全員参加
しよう。10 月 7 日(日)館林文化会館で開催します。

ロータリー情報アワー

9.IM を開催し、私たちの未来を語ろう 3/31 予定
ロータリーは人の集まりであり、継続した大きな新年を
土台に、毎年新しいが共通性のある目標が立てられ、
それを 1 年間全員が参加して形にして、次年度に引き
継ぐことを繰り返すことで、他に類を見ない「大きな仕
事」、「世の中を変える活動」ができるのだと思います。
先輩たちが作り上げた長い歴史の中で、次年度以降に
続くための 1 年間を精一杯務めさせていただきたいと思
います。もとより、浅学菲才の身でロータリーのことも勉
強不足です。桐生ロータリークラブ会員皆様のご支援を
心よりお願い申し上げます。第 2 分区にお願いと立案を
申し上げます。第 2 分区ガバナー補佐として現状認識、
今の会員数は現状維持なら良いと感じ、減少はありえる
と思います。各クラブの会長、幹事と連携をとり、会員増
強、退会防止について話し合っていきたい。第 2 分区 A
は合併があり今後の注目が集まり会員減少はさせたくな
い。現状は大変難しいと思われます、問題点として年度
末に退会者が出る。
戦略立案として、ロータリアンとして日々の行動を目指
し、頼れる好かれる人を目指し努力する。入会の浅い人、
例会をなんとなく休まれる人、特に仲間が出来にくい人、
皆様一人一人が一つになって退会防止に努めよう。会
員増強と退会防止には特に力を入れよう。

9 月は、基本的教育と識字率の向上月間とロータリーの
友月間であります。この事について話をさせて頂きます。
2014 年 10 月、RI 理事会は 9 月を重点分野「基本的教
育と識字率の向上月間」としました。地域社会で基本的
教育を普及し、識字能力を高めるためのプログラムを支
持し、地域社会の参加を促進・成人識字率の向上・教
育における男女格差を減らすための活動・基本的教育
と識字率向上に関連した仕事に従事する事を目指す専
門職業人のため、奨学金支援を強調する月間でありま
す。海外への支援としては、タイ、フィリピン、ネパール
などアジアの人たちに識字率向上のために学校を建設
したり、教科書・文房具・机・椅子などを贈っているクラ
ブもあります。さらに９月は、日本だけですが、ロータリ
ーの友月間であります。RI の公式機関雑誌であり、同時
に事業及び専門職務に携わる人の国際的雑誌でありま
す「ロータリーの友」は、1952 年 4 月第 60 区の大会が開
催され、新年度から日本の地区は東日本と西日本の二
つに分割が決定。この地区大会では、日本の 2 地区で
共通の雑誌を発行することが決定しました。
「ロータリーの友」は、これまでともに活動をしてきた日本
のロータリアンが、分割されてからも緊密に連絡を取り
合い、情報を共有するための機関紙として企画されたも
のであります。現在、RI よりロータリー地域雑誌に指定さ
れ、ロータリークラブ会員は購読義務があります。国内
の活動、RI の活動や方針の紹介を中心に、会員同士の
意見交換、地区大会の講演や卓話の要旨などを掲載し
ています。2013 年の規定審議会の結果、RI が指定した
地域雑誌を各会員は、郵送で送られる印刷物か、インタ
ーネットを通じた電子版のいずれかの選択肢を選べるも
のとなりました。日本では、2014 年 1 月よりロータリーの
友電子版が開始されました。
「ロータリーの友」ウェブサイトでは、ロータリーの最新ニ
ュース、「ロータリーの友」掲載記事の追加情報や写真
の紹介をしています。ウェブサイトをもっているクラブとリ
ンクしているので、メークアップするクラブの情報を事前
に手に入れることができます。

本日の食事

志多美屋 ソースかつ丼＆サラダ

✿本日のお花✿

会員研修委員 吉田栄佐君

