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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

幹事

木村洋一

飯塚荘一・大島千賀子・飯山順一郎
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乾 杯
会長の時間
幹事報告
委員会報告
卓 話
未来企画答申
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
<桐生赤城 RC 会長> 草処 晋一 君

<桐生赤城 RC IM 実行委員長> 渡辺 幸男 君
<桐生赤城 RC 幹事> 田村 浩道 君

IM のご案内
３月３１日(日)

吉野 さゆり さん
桐生プリオパレスにて
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M １５時３０分点鐘
歓迎会 １８時

新会員入会式

オーナー

結婚祝
澤田
松田

藍原 隆史 君

匡宏君
秀夫君

株式会社 ドリーム
代表取締役

誕生祝

長澤 深幸 さん
株式会社 あさひ
代表取締役
田中
竹内

一枝さん
靖博君

野間
山﨑

義弘君
一順君

後藤
月門

圭一君
快憲君

会長の時間
毎年手元に届く「抜萃のつづり」ですが、目を通すたび
にその内容と意欲に驚かされます。昭和６年の創刊の
言葉から今までの継続にも更に驚かされます。私自身
毎週ラジオコラムを書いている身としては文章を書くこと
の意味を深く考えさせられます。
先日、最近読んでいる本を尋ねられましたが、戦後ま
もなく作成された「民主主義」という本を読んでいます。
作者は文部省となっています。解説にも述べられている
通り、今でも十分リーダブルであり批判的な内容と捉え
られるほど、現代社会の問題点を反面的に映し出して
います。戦後間もない日本は８千万の人口にその飽和
を心配し、１億２千万の現代は人口減少社会と考えられ
ているのも象徴的です。
《報 告》
・1/29 地区研修委員会 会長
・1/30 ＲＡＣ初例会 午後 8 時 紅屋
会長・幹事・松田青少年奉仕委員長
桑原副委員長・北川貴久副委員長
《予 定》
・2/11 建国記念日の為、休会
新会員セミナー 研修リーダー 坪井君
新入会員 青木さん、金子さん
中村さん、丹羽さん
・2/16 ガバナー諮問委員会 疋田 PG
森田年度ガバナー補佐会議 坪井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、
松島地区研修委員
2/16(土)～17(日) 青少年交換派遣候補生
宿泊オリエンテーション
桑原地区青少年奉仕委員

幹事報告
・国際ロータリーよりロータリーレートのご案内です。
2 月は、１＄＝１１０円です。
・㈱クマヒラ社長 熊平雅人様(東京ＲＣ会員)より「抜萃
のつづり その七十八」をご寄贈いただきましたので、
本日配布のロータリーの友に挟んであります。
・青少年交換学生エヴァンより、カードが届いております。
・桐生西ＲＣより週報到着
・本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので理
事役員の方々はご出席よろしくお願い致します。
・次週 11 日(月)は、建国記念日(祝日)の為、休会となり
ます。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 31 年 2 月 4 日)
総員 69 名：出席 41 名
平成 31 年 1 月 21 日例会修正出席率：68.18％
ニコニコボックス
瀬谷源第２分区 A ガバナー補佐／舘盛治君、牛膓章
君、堀明君、森末廣君…瀬谷ガバナー補佐、渡辺 IM
実行委員長、桐生赤城 RC 会長、幹事をお迎えして／
堀明君…新入会員 3 名の皆様のご入会を記念して入

会おめでとうございます／山﨑一順君…NHK 生涯学習
写真展にてネイチャ－賞を授与されました／牛膓章君
…乾杯の音頭をさせて頂きます／前原勝君…昨年度の
未来企画委員会答申を卓話の時間に頂きました／柳
明彦君…青木会員 3 名の新入会員をご紹介頂きありが
とうございます／後藤圭一君…先々月の家族合同忘年
クリスマス会においては、多くのメンバー、ご家族に参加
頂きありがとうございました／澤田匡宏君…結婚祝／山
﨑一順君、野間義弘君、竹内靖博君、月門快憲君、後
藤圭一君、田中一枝さん…誕生祝。
卓 話
2017-18 年度未来企画委員会では、2017-18 年度前原
会長はじめとする委員の意見及び 2018-19 年度松島会
長のクラブの変化に関する指針を基本とし、クラブ活性
化を目標として次のとおり提言いたしました。それをこの
度、テーブルごとにグループになりディスカッションです。
1 例会の開催について
・ 例会開催日を、月曜日から木曜日に変更する事を検
討する
・ 例会のうち月 1 回を、夜間、早朝、土日開催等通常と
異なる例会とする事を検討する
・ 例会数を月に 3 回位に検討する
目的は、会員が参加しやすい例会とし、出席率を向上
させることにあります。
2 例会の内容等について
・ 委員会が担当する例会を増やす
・ 他団体と交流する例会を開催する
・ 旅行、食事、屋外等例会場以外の場所で例会を開
催する
これらは、クラブの活性化はもちろん、ロータリークラブ
会員として意識の向上とクラブ参加への意義やモチベ
ーションを高めることが目的にあります。
3 委員会の活動について
・ 委員会活動として家庭集会年 6 回開催目標とする
・ ＣＬＰにおける室長の仕事を明確にする
・ 継続性が必要な委員会活動について複数年にわた
る人事を行う
ともすればマンネリ化に陥りやすい委員
会活動を活性化し、それをクラブ全体の活性化につな
げていければと考え、上記に限らず委員会活動の検
討が必要と考えます。
4 その他の活動について
・ 第二分区内他ＲＣとの交流を実施する
・ 他地区に友好クラブを作る
・ 家族会も含め多種多様な趣味の会を設けてクラブ内
全体で親睦を図る
本日の食事

とんかつ ほしの

✿本日のお花✿

