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第２７０８回例会
（９月１４日㈪   第２例会 ）

９月２８日号
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点　鐘
ロータリーソング斉唱
来訪者紹介
出席100％表彰
会長の時間 八木橋　祥价  君 桐生ローターアクト　会長　　宇塚　　誠  君

須永　達也  君

６.
７.
８.
９.

１０.

幹事報告
委員会報告
善行青少年表彰
卓　話  「 桐生で活躍する青少年の奉仕活動 」

点　鐘

桐生ローターアクト　会長 宇塚　　誠  君
須永　達也  君

ようこそビジター

国際ロータリー第２８４０地区  ２００９-２０１０年度 国際ロータリーのテーマ

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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出席100％表彰
舘　　盛治君　24回
　
吉田　栄佐君　18回

③１０月１８日の地区大会への再度の出席要請がまいって
おります。各クラブ（５０％以上）の出席をお願いいたしたい
とのことです。
幹  事  報  告
○ 国際ロータリー第2840地区　牛久保　哲男ガバナーよ
　り公式訪問の御礼状が届いております。
○ ガバナー事務所より、地区大会の参加増員のお願いが
　届いております。
○ 米山奨学会より「ハイライトよねやま」が届いております。
○ 桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城、足利の各RCよ
　り週報到着。

委  員  会  報  告
出席委員会
本日の出席（平成２１年９月１４日）：総員６５名・出席４６名
平成２１年８月３１日例会修正出席率：７７.２％
ニコニコボックス
大友一之君・…樹徳中学校、喜多川香奈さん、表彰おめ
でとうございます。これからもがんばって下さい。山本先生、
引率ご苦労様です。／大友一之君・…地区大会記念ゴル
フコンペに参加し、サムにも天候にも恵まれ、久しぶりに100
を切り、楽しい一日になりました。ありがとうございました。／
藤井征夫君…いくつより　としよりならむカンナ燃ゆ（久保

会  長  の  時  間
　早いものでも来週はお彼岸の入りそしてシルバー
ウィークで4連休、5連休となりますが季節もよろし
いので行楽にお出かけの方も多いと思いますがくれ
ぐれも事故にあわれぬよう御注意下さい。
　本日は善行青少年表彰を受賞する２０名の皆様方
ようこそおいで下さいました。お祝の言葉は後ほど述
べさせていただきます。
①７日プリオパレスにて５RC会長、幹事会が開催。八木橋
ガバナー補佐、養田ゴルフ部長、野間幹事、私の４名で出
席致しました。
１０月４日（日）５RC合同チャリティーコンペを桐生CC。
１０月８日（木）午後６：３０より合同夜間例会（プリオパレス）
②昨日、地区大会記念ゴルフコンペが鳳凰ゴルフクラブに
て開催され１１名参加致しました。



【次回例会予告】
１０月５日㈪ →１０月８日（木）

＊ お 知 ら せ ＊

・桐生５RC合同夜間例会へ振替

「桐生で活躍する
　　　　　青少年の奉仕活動 」

桐生ローターアクトクラブ
会長
宇塚　誠君

活動目的は、個々の能力開発や地域社会のニーズにあっ
た奉仕活動を行なうことです。目標を要約すると専門知識
を学び若い人たちが地域社会に対して社会貢献を行なう
ことです。ローターアクトクラブは、世界中にあり、日本では約
３００クラブが活動を行っています。県内では、１０のクラブが
あり、それぞれの特徴のある活動を行なっています。桐生Ｒ
ＡＣは１９６９年に群馬県内で一番初めに創立された歴史
あるクラブです。現在、会員数は男性３名、女性５名合計８
名で活動を行なっています。月２回の例会を基本に３つの
プログラムを行なっています。（1）指導力の開発　（２）専
門知識の開発　（３）奉仕活動プロジェクトの実践

（1）指導力の開発では、プロジェクトの企画から開催までを
会員各自が担当することによって指導力の開発を図ってい
ます。プロジェクトの開催までの流れは以下のようになります。
①会員がやりたい企画を考え「ACTアルファシート」に企画
の流れをまとめます。
②各自が企画を発表し、その熱い思いを伝え、メンバーの
賛同を得ます。
③実現のためのプロジェクトの詳細を練り、メンバー一丸と
なり進めていきます。
④プロジェクトの開催です。それぞれの役割に別れ協力し
て進めて行きます。
⑤活動報告、会計報告でプロジェクトは完結します。
このようにプロジェクトを会員各自が担当することで指導力
の向上を目指しています。２つ目は（2）専門知識の開発です。
各自の持つ技能・資格を生かして活動を行なっています。
保険代理店に勤めている知識を生かして「自転車事故で
の高額賠償についての例会」などを行ないました。こちらは
後ほど、内容をご紹介します。（３）奉仕活動プロジェクトは、
桐生ＲＡＣの活動計画にあり、活動毎に担当者を立て先に
説明した内容を実践する活動を行なっています。アクトの
魅力とは、何でしょうか？メンバーはそれぞれ仕事を持ちそ
の傍らアクトの活動を行なっています。正直アクトの活動が
つらいと思うことはあります。それでも活動を続けるのはそ
れ以上の魅力がたくさんあるからだと思います。たとえば、
自分がやりたいと思うことを皆で出来ることや、交友関係を
築くことが出来る事などです。アクトに入るにはいろいろな
決まりがありますが、やる気持ちが大切だと思います。１８歳
になりアクトクラブに入りたいと思う方はお気軽にご連絡くだ
さい。
専門知識開発プロジェクトより　須永　達也　君
当クラブ専門知識開発プロジェクトで私が担当しました「自
転車における高額賠償事例」の発表を抜粋したものをご
紹介させていただきます。自転車という乗り物は中高校生
の皆様にとって、とても身近で、便利な乗り物ですよね。便
利で身近な自転車でも、注意を怠たることで凶器と化し人
を傷つけ、時には命を奪ってしまう事もあるのです。交通事
故の責任って誰が負うと思います？親の責任でもないし、ま
してや学校の先生の責任ではありません。事故をおこした
本人の責任です。事故を起こした者にはいくつかの責任
があります。行政・刑事上の責任、即ち罰金や懲役民事上
の責任、これは損害賠償金などがあります。太田市では、
高校生に9375万円の賠償金支払いを命じた判例もありま
した。高校生の皆さんではこんな高額な賠償金ってとても
じゃないけど払えないですよね？でも加害者である高校生
の将来のお給料を差し押さえて一生をかけて償っていくよ
うにとの判決がくだされている事例もあります。日常のヒヤリ
ハットする経験を活かして、事故など起こさないよう、また、
事故に遭わないように交通安全を心掛けてください。　本日は仕事の関係で私と須永の２名で発表させていた

だきます。
ローターアクトクラブとは様 な々活動を通じて一から企画運
営をすることによって指導力や自己能力の開発をめざす１
８歳から３０歳までの青年男女が集う組織です。私たちの

　会長祝辞
�お祝の言葉を申し上げます。只今、善行青少年表彰を受
賞されました20名の皆様、おめでとうございます。心よりお
祝い申し上げます。
�皆様はそれぞれの学校の推薦を頂き日頃の学校や地域
での立派な活動が認められ受賞が決まった訳であります。
受賞の理由は各人違いますが、学校での活動あるいは家庭、
地域での奉仕や日頃の努力の結果が認められてのことで
あり心より敬意を表します。
�話は変わりますが、ノーベル平和賞を受賞されたマザーテ
レサの言葉に、この世の最大の不幸は貧しさや病気ではな
い。誰からも自分が必要とされていないと感ずることである。
まさしく今の世の中は、この言葉に表現されている人々が
多いのではと思います。
�そういう意味ではここにいらっしゃる皆様は多くの人 に々必
要とされているわけであり、これからも人とのかかわり合いを
大切に生活していただきたいと思います。そして素晴らし
い社会人として成長されてゆくことを御期待申し上げます。
�最後にお忙しいところ御引率いただいた先生方にも御礼
申し上げお祝いの言葉といたします。

田万太郎）。／水越稔幸君・…卓話にRACの宇塚君、須
永君をお迎えして。／舘　盛治君・吉田栄佐君…出席
100％／前原正一君・佐々木裕君・竹内靖博君・月門快憲君・
水越稔幸君…写真いただきました。

善行青少年表彰

学　校　名 被表彰者名 引　率　者
桐生市立中央中学校
桐生市立清流中学校
桐生市立境野中学校
桐生市立広沢中学校
桐生市立梅田中学校
桐生市立相生中学校
桐生市立川内中学校
桐生市立桜木中学校
桐生市立新里中学校
桐生市立黒保根中学校�
樹徳中学校�  
群馬県立桐生高等学校
群馬県立桐生工業高等学校
群馬県立桐生女子高等学校
群馬県立桐生南高等学校
群馬県立桐生西高等学校�
桐生市立商業高等学校
桐生第一高等学校
樹徳高等学校
群馬県立あさひ養護学校

藤本　あさひ
須藤　愛理
峯崎　真汰
中野　宏樹
峯岸　実穂
永野　知樹
前原 佑果里
中里　優希
金子　美紀
小林　正人�
喜田川香奈
西脇　志文
中島　和希
尾池　佳美
金子　雅仁
伊藤　愛�
浅野　文
松本　智恵
樋口　麻緒
　原　大貴

田中　光則
片山　優
手塚　正行
金子　正志
池田　雅彦
濱野　志代
木暮　文幸
坂野　道子
吉田 真理子
竹内 久之介�
山本　洋実
渡辺　恵里
原田　実
平松　敏郎
馬場 こずえ
四宮　光�
塚本　英樹
西尾　仁美
川田　尚
坂口　良雄

表彰者


