２０１９年

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
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松島宏明

前 原 勝 樹
幹事
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幹事報告
ゴルフコンペ表彰式
委員会報告
卓 話 「台湾研修報告」
桐生第一高等学校 IAC
髙田 真央様
戸塚 奈々様
１４． 点 鐘

ようこそビジター
<次年度地区幹事> 岡部 幹雄 君(前橋 RC)
<米 山 奨 学 生> 孫 逸菲 様

ロータリー情報アワー
会員研修委員 前原 勝君
本日は、直前会長の私にとっては、2 回目のロータリー
情報アワーの時間です。
さて今月は、青少年奉仕月間に当りますので、これにち
なんだ話をさせて頂きます。皆様ご承知のように、ロータ
リーの 5 つの奉仕部門の 1 つであります青少年奉仕は、
RAC・IAC・RYLA・青少年交換プログラム等を通じて青
少年や若い世代の社会人がリーダーシップ能力を伸ば
して社会に有用な人材となれるよう支援するものです。
この「青少年奉仕」のルーツをたどってみると、1923 年
のセントルイス国際大会で「善良で健全な市民を育てる」
ための青少年に向けた奉仕活動が討議され、当初は社
会奉仕委員会の小委員会として発足したものです。後
には、青少年育成の重要性から第 5 奉仕部門と呼ばれ
青少年交換・奨学生・IAC・RAC・RYLA・職業相談指導
ロータリー地域共同隊・身体障害者の援助・各種野外
活動などを通じて才能と熱意を呼び起こし奉仕と責任
感を育成することを目的としています。一方、文部科学
省の中央教育審議会からも「青少年の奉仕活動・体験
活動の推進」方策についての答申がなされており、その
内容には正に RC の青少年奉仕の理念と合致する所が
多々あります。このように青少年奉仕活動は、RI で提唱

<桐生第一高等学校 IAC 顧問> 田村 浩之 様
<桐生第一高等学校 IAC>
髙田 真央 様
<桐生第一高等学校 IAC>
戸塚 奈々 様
されて以来、世界中の RC の活動に広く普及するととも
に文部科学省の推進する青少年育成理念にも当ては
まる大変重要な奉仕部門でありますので、ロータリーア
ンの皆様には、この機会にぜひとも青少年奉仕の重要
性を再認識して頂き、今後の活動にご尽力頂ければ幸
いです。

結婚祝

疋田 博之君
森
末廣君
津久井真澄君
木村 洋一君
富澤
剛君

坪井 良廣君 山崎
吉田 栄佐君 月門
蛭間
茂君 前原
増山 大祐君 後藤
丹羽あゆみさん

達也君
快憲君
勝君
圭一君

誕生祝

幹事報告

塚越 隆史君 小林
津久井真澄君 吉田

雅子さん
栄佐君

中村
蛭間

光孝君
茂君

米山奨学生
奨学金授与
孫

逸菲

様

会長の時間
《報 告》
・4/28 第 37 回 2840 地区茶の湯研修会
Randolph 留利子さん、Randolph Michael さん
桐生 RC 春のコンペ 桐生 CC
山﨑一順君ホールインワン達成
・4/29 昭和の日(祝日)の為、休会
・5/6 こどもの日振替休日(祝日)の為、休会
・5/7 定例理事会
・5/10 次年度理事役員予定者会議
次年度理事役員委員長会議
・5/11 台湾研修さよならパーティー
IAC2 名、田村先生
・5/12 地区研修・協議会
境総合文化センター・伊勢崎ﾌﾟﾘｵﾊﾟﾚｽ
・5/13 温泉例会 点鐘：午後 7 時 場所：東葉館
・5/17 家族会旅行 川越方面
第 2 分区Ａ公共イメージ向上作戦
“振込詐欺防止ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ＆ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ街頭頒布”
午後 2 時 マーケットシティ桐生
・5/18 女性フォーラム 前橋商工会議所会館
会長・田中一枝さん・青木貴子さん
・5/19 沼田 RC 創立 60 周年記念式典 会長・幹事
《予 定》
・5/23 太田 RC・足利 RC・桐生 RC 合同夜間例会
・5/25 日水会ゴルフコンペ(桐生赤城ＲＣ主催)
・5/26 早朝清掃
点鐘：午前 8 時 場所：桐生が岡動物園南口広場
・5/27 5/26 早朝清掃に振替の為、休会
次年度家庭集会
・5/30 桐生市ごみ減量化推進協議会総会
腰塚社会奉仕委員長出席
桐生 4ＲＣ女子会
坪井次年度ガバナー補佐、青木さん
田中さん、長澤さん、丹羽さん、平岩さん、
ランドルフさん

・館林東ＲＣより創立 35 周年記念式典に際するお礼状
が届いております。
・桐生第一高等学校より入学式に際するお礼状が届い
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。
・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。
・日本てんかん協会より「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。
・桐生西、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。
・5/12 次年度地区研修・協議会が開催されました。次年
度地区会員必携をロータリーの友に挟んであります。
・次週例会は、26 日(日)早朝清掃です。
点鐘：午前 8 時 場所：桐生が岡動物園南口広場
５月２７日(月)は、振替の為休会。次回桐生倶楽部で
の例会は、６月３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。

ゴルフコンペ表彰式
４月２８日桐生 CC
優勝 長竹 伯晶君

委員会報告
出席委員会
本日の出席(令和元年 5 月 20 日)
総員 69 名：出席 32 名
平成 31 年 4 月 22 日例会修正出席率：79.71％
ニコニコボックス
前橋 RC 岡部幹雄君…貴クラブの例会に参加させて頂
き有難うございます／山﨑一順君…ホールインワンを達
成しましたので／牛膓章君、桑原志郎君…孫逸菲さん
着物早着替えコンテスト世界大会外国人の部で準優勝
おめでとうございます／堀明君…結婚・誕生祝の乾杯
をさせて頂きます／前原勝君…ﾛｰﾀﾘｰ情報ｱﾜｰで話を
させて頂きます／桑原志郎君…IAC の皆様台湾研修ご
苦労様でした／澤田匡宏君…山﨑一順君ホールインワ
ンおめでとうございます／後藤圭一君…5 月 17 日家族
会旅行には多くのメンバーにご参加頂きありがとうござ
いました。寸志を頂いた松島会長、水越君ありがとうご
ざいました／長竹伯晶君…ゴルフコンペで優勝させて
頂きました。ありがとうございました／坪井良廣君、前原
勝君、木村洋一君、月門快憲君、後藤圭一君、津久井
真澄君、富澤剛君、丹羽あゆみさん…結婚祝／津久井
真澄君、塚越隆史君…誕生祝。

卓 話
2018～2019 年度
インターアクト台湾研修活動報告
平成 31 年 3 月 28 日(木)～3 月 31 日(日)

桐生第一高等学校
インターアクトクラブ
顧問 田村 浩之先生

桐生第一高等学校
インターアクトクラブ
髙田 真央さん
戸塚 奈々さん
家族会旅行
５月１７日(金)
3 年 髙田 真央さん
清傳高商を訪問した際は、台湾の学生が熱烈に歓迎し
てくれて感動しました。その後のホストファミリーのもとへ
行き、お互い言葉がわからない中でのコミュニケーショ
ンはすごく大変でしたが、ジェスチャーや英単語、翻訳
アプリを使いながら徐々に伝えたいことが伝わるようにな
って会話ができるようになってからはとても楽しかったで
す。現地のスーパーに買い物へ連れて行って頂いたり、
台湾の家庭料理も食べさせてもらいました。また、電車
やバス、タクシーなどにも乗せて頂き、日本との違いを
肌で感じることができました。さらには結婚式へも参列さ
せて頂きました。日本と全く違うお祝いパーティーの仕
方でとても貴重な体験をすることができました。とても素
敵で楽しい時間を過ごしたので、別れがとても寂しかっ
たです。研修を通じ、異文化体全体で感じることができ、
自分の成長を感じられる研修となりました。
2 年 戸塚 奈々さん
清傳高商高校へ訪問し、最初は先生や学生のみなさん
と言葉が通じなく不安な場面もありましたが、ジェスチャ
ーなどでコミュニケーションをとることで楽しく過ごせまし
た。台湾の学生たちは言葉のわからない私たちにジェ
スチャーで手取り足取り優しく教えてくれ、そのことがと
ても嬉しかったです。ホームステイ先に行った際には、
夕飯に食べきれないほどの豪華な台湾料理がテーブル
に並び、感動の気持ちでいっぱいになりました。時間が
経過するとともにパートナーやホストファミリーの方々と
自然に距離が縮み、仲良くなっていくのがわかり、和や
かな時間を過ごすことができました。研修を通じて、台
湾の学生だけでなく、日本の高校生同士も仲良くなって
いて、とても貴重な体験ができました。この体験は一生
忘れられない思い出として、私の記憶に残るものになり
ました。

今回の家族会旅行は、天気も良く 25 名参加致しました。
川越喜多院を見学、昼食後蔵造りの街並みを散策し、
石川酒造見学の後、八王子うかい鳥山で夕食を食べる
コースでした。

第 2 分区Ａ公共イメージ向上作戦
“振込詐欺防止ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ＆ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ街頭頒布”
５月１７日(金) マーケットシティ桐生にて
地区公共イメージ委員会より各分区に８万円の補助が
支給され「桐生地区安全運転管理者協議会の交通安
全街頭指導」と同時に頒布活動を行いました。

