
 

 

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。 

２０１９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３１１４回例会 
(６月１０日(月)第２例会) 

７月１日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 会長の時間 

５． 幹事報告 

６． 委員会報告 

７． 臨時総会 

８． 卓 話 「一年を振り返って」 

会長 松島 宏明 君 

幹事 木村 洋一 君 

 ９． 点 鐘 

 

 

2019 年度春の叙勲 

旭日双光章 

受賞祝授与 

         北川 洋 君 

 

会長の時間 

《報 告》 

・6/3 定例理事会 

   次年度家庭集会 

・6/4 桐生 4RC 新・旧会長幹事会 

・6/6 次年度家庭集会 

・6/7 新入会員オリエンテーション 

 

《予 定》 

・6/10 例会終了後、次年度理事役員予定者会議 

・6/12 次年度桐生 4RC 会長幹事会 

・6/17 最終夜間例会 午後 6 時 30 分 美喜仁本店 

 

幹事報告 

・ガバナー事務所より「第 15 回日韓親善会議」のご案内 

 が届いております。 

・「桐生市社会を明るくする運動」市民大会のご案内が 

 届いております。 

・ファッションタウン桐生推進協議会より定時総会終了の 

 ご報告が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・次週 17 日(月)は、最終例会です。点鐘午後 6 時 30 

 分、美喜仁本店となりますので、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(令和元年 6 月 10 日) 

総員 70 名：出席 37 名 

令和元年 5 月 27 日例会修正出席率：69.56％ 

 

ニコニコボックス 

松島宏明君…卓話をさせて頂きます。１年間つたない

会長の時間におつきあい戴きありがとうございました／

舘盛治君…ランドルフさんに孫がお世話になります／

坂入勝君…松島会長、木村幹事１年間大変お疲れ様

でした／須永博之君…松島会長、木村幹事１年間お疲

れ様でした。素晴らしい１年間でした／須永博之君…次

年度に向けた家庭集会にたくさんの会員の皆様にご参

加頂きありがとうございました／本田雄一郎君…結婚祝

／中村光孝君…誕生祝。 

 

臨時総会 

 

１．開  会          幹 事  木村 洋一 

２. 議長指名         会 長  松島 宏明 

３．定足数の確認      出 席   37  名 

４．会長挨拶         会 長  松島 宏明 

５．議案提出と趣旨説明  会長ｴﾚｸﾄ 須永 博之 

  【改正の目的】 

次年度理事役員予定者会議において、次年度の組織

構成を協議してまいりましたが、検討の結果、次年度の

下記委員会の名称の変更を行いたいと思います。 

つきましては、委員会名を変更する場合には、当クラブ

の細則を変更する必要がありますので、臨時総会を開

き皆様のご承認を頂きたくご提案申し上げます。 



 

【改正の内容】 

1.細則第 9 条(委員会)第 4 節(c)（ｄ）項の委員会名を 

   下記へ変更 

   現在：会員増強・選考委員会→ 

                 変更：会員増強研修委員会 

   現在：会員研修委員会→ 

                変更：ロータリー情報委員会 

  2．細則第 10 条(委員会の任務)第 3 節(a)（b）項の     

 委員会名を下記へ変更 

 現在：会員増強・選考委員会→ 

                 変更：会員増強研修委員会 

 現在：会員研修委員会→変更：ロータリー情報委員会 

６．質疑応答         会 長  松島 宏明 

７. 採  決          会 長  松島 宏明 

  第１号議案  

    委員会名変更 

８．決議事項報告      会 長  松島 宏明 

 

卓 話 

 

 

                

 

 

 

 

桐生倶楽部で行われる例会は今日が最終ということで

卓話をさせていただきます。 

“一年を振り返って”というテーマです。どこまで振り返っ

てみると見えてくることがあるのか、そう考えると桐生ロー

タリークラブの幹事をさせていただいた時のことを思い

出します。今日と同じようにこの桐生倶楽部で卓話をさ

せていただいたのですが、その時に話した内容を思い

出しました。あの時は映画の「卒業」の話をしました。ダ

スティン・ホフマンとキャサリン・ロス主演の、今から 50 年

以上前の映画なのですが、何度も見ました。ストーリー

の最後に、ホフマン演じるベンジャミンが、キャサリン・ロ

ス演じるエレーンがまさに結婚式を挙げようとしていると

ころに突入し、一緒に逃げ出すという場面があります。

追いかけてくる人を振り合払い、偶然通りかかるバスに

乗り込む二人、一番後ろの席に座り振り返るともう追手

は見えない、笑いながら前を向く二人、やがてその先の

人生に何が待っているか知れないが、そんな未来に向

けて慎重な顔つきになる二人を映し出しエンディングを

迎えます。今回、ひとまず会長を卒業します。 

多くのチャレンジを様々な場面でさせていただきました。

とりわけ会長の時間のハチャメチャにお付き合いくださり

心より御礼申し上げます。 

 趣味の話も多々させていただきました。中でも本の話

はたくさんさせていただきました。 

伊藤整を取り上げたことがありました。伊藤整の作品に

出会ったときはとても難ししい評論家かと思っていました

が、小説を読んでみるとごく等身大の伊藤整に出会えま

した。当時の一つの作風である私小説を書いていて、そ

の題材は自分自身の事でありました。自分自身の事を

表現するということは、ある意味とても恥ずかしく、とても

怖い事だと思います。会長として前に出て話すことはや

はり恥ずかしく怖い事でした。伊藤整の作品の中には

自分自身の葛藤や、女々しい詩までありますが、それを

作品とすることに一つの決意を感じます。現代社会でネ

ットに様々な事を書き込む人々には、果たしてその決意

はあるのでしょうか？ 

 そして走ること、1 年前の堀マラソンで 10 キロ走って以

来、かねてから走ることに憧れを持っていたこともあり、

走るたびに感じる風やタイムに触発されるように今年の

10 キロまで、達成したタイム短縮は丁度 10 分、どんなも

んだい！と勝手にいきがって右足故障と相成りました。 

卒業の最後のシーンにあるように、もう一度気を引き締

めて、さて次のステージはと見渡す余裕はまだありませ

ん。この一年間お付き合いくださった会員各位、来訪者

の皆様、事務局の田村さん、その他様々な場面でご協

力くださいましたすべての皆様に対しまして、心より厚く

御礼申し上げます。ありがとうございました・・・！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一年間辛抱強くお見守りくださり、ありがとうございまし

た。おかげさまで幹事の大役を、次年度に引き継ぐこと

ができます。その月その例会を当年幹事として経験する

ことでしか学ばない、のんきな性格です。一年かかって、

やっと心構えができました。陰に陽に支えていただいた

SAA の皆さま、新たに仲間になられた会員の皆さま、事

務局に、ねぎらいや感謝の言葉もかけられない、気が回

らない。そこが幹事職の“キモ”なのに、と今さら反省し

ております。きっと普段からできていないのですね。足ら

ない性格を自覚できました。桐生倶楽部を飛び出し、あ

ちこちで例会を設定しました。松島年度の新会員に思う

ことは、日ごろの社交とは違うところにも、経営者のネット

ワークがあるのだなということ。いつもとは違う場所で「お

じさんたちが何やら楽しそうにしている」のを見ていただ

くのも、地道ですけれど、クラブの PR になると考えて企

画いたしました。 

 例会活動は、社会奉仕を考え、仲間を募る「修行の場

である」（前原勝樹パストガバナー）とのコメントを紹介さ

せていただきました。それを世に知らしめるのは私の本

業とリンクします。どのように役に立てるか、実践してま

いります。感謝 

                                     

     本日の食事           ✿本日のお花✿ 

 

 

 

     

 

 

 

    ステーキ＆海鮮 一 

「一年を振り返って」 

 

  幹事 

    木村 洋一君  

「一年を振り返って」 

  

  会長 

    松島 宏明君 


