
 

 

R.I会長 Ｋ.Ｒ.ラビンドラン 

国際ロータリー第2840地区 2015-2016年度 国際ロータリーのテーマ 

       Be a gift to the world 

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。 

２０１５年 

会長 堀 明 幹事 桑原 志郎 

           クラブ会報・情報委員会  園田誠・柳明彦・山﨑一順・前原勝 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２９５８回例会 
(９月１４日(月)第２例会) 

９月２８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． 善行青少年表彰(青少年奉仕委員会担当) 

８． 卓 話 

  「これからの人材 -信頼と平和- 」 

   群馬大学大学院理工学府 

環境創生部門 教授 宝田 恭之 様 

９． 点 鐘 

 

 

〈卓話者〉 群馬大学大学院理工学府 環境創生部門 教授 宝田 恭之 様 

 

会長の時間 

≪報 告≫ 

・ 9/7 定例理事会が開催されました｡ 

・ 9/7 S･A･Aの家庭集会が行われました｡ 

・ 9/12 午前に地区の職業･社会奉仕･国際奉仕の研修

セミナ－が､開催され会長･幹事･高橋社会奉仕委員

長･大友国際奉仕委員長 4 名で参加してまいりまし

た｡ 

・ 9/12 午後に地区の米山記念奨学セミナ－の研修が､

前橋問屋センタ－会館にて開催されました｡ 

  会長･幹事･吉野米山奨学委員長･大友地区米山奨

学委員の 4名で参加してまいりました｡ 

≪予 定≫ 

・ 9/15桐生 5RC合同チャリテ－ゴルフコンペが太田双 

葉 CCにて開催されます｡ 6名が参加します｡ 

・ 9/15桐生 5RC合同夜間例会が桐生プリオパレスに 

て開催されます｡ 27名が参加します｡ 

・ 9/16 2017～2018 年度の会長候補決定の指名委員 

会が吉野家にて行われます｡ 

・ 9/19地区財団委員会･地区補助金委員会(未来の夢 

計画)の会議がガバナー事務所にて開催され村田地 

区補助金委員が参加します｡ 

・ 9/21敬老の日の祝日にあたる為､休会となります｡ 

・ 9/27地区大会記念ゴルフ大会が伊香保国際 CCに 

て開催されます｡4名参加致します｡ 

・ 9/28の例会は､生方ガバナ－の公式訪問です｡ 

全員の出席をお願い致します｡ 

 

  

 

≪その他≫   

・ 山崎達也会員のご母堂様通夜､告別式につきまして､

お手伝いお疲れさまでした｡ 

 

幹事報告 

・明日 15 日(火)は、桐生 5ＲＣゴルフコンペと合同例会

です。参加される方は、よろしくお願い致します。 

・次週 21 日(月)は、休会となります。次回例会は、28 日

(月)生方彰ガバナー公式訪問となりますので、全会

員の出席をお願い申し上げます。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 27年 9月 14日) 

総員 67名：出席 43名 

8月 31日例会修正出席率：72.72％ 

 

ニコニコボックス 

堀明君…善行青少年表彰に先生、生徒さんをお迎えし

て、ようこそいらっしゃいました／桑原志郎君…青少年

表彰で皆様をお迎えして／朝倉剛太郎君…善行青少

年表彰をさせて頂きます。受賞者の皆様おめでとうござ

います／朝倉剛太郎君…卓話に宝田先生をお迎えし

て／本田雄一郎君、久保田寿栄君、増山大祐君、大島

千賀子さん…写真を戴きました。 

 

ようこそビジター 



 

 

善行青少年表彰式 
      

  

       司会 青少年奉仕委員  松田 秀夫                                                     

1. 開  会 

 

2. 主旨説明   青少年奉仕委員長 朝倉剛太郎 

 

3. 受賞者の紹介 青少年奉仕委員長 朝倉剛太郎 

 

4. 表  彰 

   

 

 

 

 

  受賞者代表 

   桐生市立境野中学校    福田 有咲 様 

 

5. 会長祝辞  桐生ロータリークラブ 

    会   長  堀  明 

6. 受賞者代表謝辞  

 

   

 

 

 

 受賞者代表 

  群馬県立桐生工業高等学校  後藤 豊 様 

 

7. 閉  会 

 

受賞者の紹介                    (敬称略) 

 

会長祝辞 

  善行青少年表彰を受けられた 20 名の生徒の皆さ

ん､おめでとう御座います｡心よりお祝い申しを申

し上げます｡皆さんは､日頃 学校や地域に於いて 

素晴しい奉仕活動を行なって参りました｡ 

その活動が認められ､学校よりの推薦を頂き こ

こに受賞の栄誉を得たのです｡皆様は､多いに誇

りに思ってください｡この機会に ロ－タリ－ク

ラブ活動の一つをお話したいと思います｡私たち

は日頃 五つの奉仕活動目標を掲げ活動していま

す｡その一つの中に青少年奉仕部門があります｡

青少年の指導力を養成する研修会など勉強の機

会を得る事､次に社会奉仕､ 人や地域に対して良

い事を実践する事のへの支援  それから海外へ

の留学支援や日本にいる留学生の支援を行う事 

皆さんに日本の親善大使となって頂き 異文化の

理解を深め世界平和に寄与出来る青少年並びに

若者なる為の育成行なっています｡又今月は､基

本教育と識字率向上月間として､教育の大切を訴

えています｡ 皆さんは､現在普通に教育を受けて

います｡その事が当り前だと考えているのではな

いでしょうか？ 少し考えて見てください｡皆さ

んも受賞を機会に奉仕について 見つめ直して頂

き､これからも勉学と奉仕活動にと務めて頂き､

必要とされる人材に成長される事を願っていま

す｡ 

最後に 引率して頂いた先生方に心よりお礼を申

し上げ 本日のお祝の言葉とさせて頂きます｡ 有

難う御座いました｡ 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

学  校  名 被表彰者名 引率者 

桐生市立中央中学校 高橋春名 前原稔彦 

桐生市立清流中学校 小嶋徹郎 横山幸男 

桐生市立境野中学校 福田有咲 柴﨑淳志 

桐生市立広沢中学校 長竹真那佳 北村由紀子 

桐生市立桜木中学校 蛭間さくら 生形茂紀 

桐生市立梅田中学校 石島裕一郎 大市哲也 

桐生市立相生中学校 梅澤朱李 小暮文幸 

桐生市立川内中学校 横山こころ 金子茂雄 

桐生市立新里中学校 津田一樹 富永将裕 

桐生市立黒保根中学校 小林大輔 山口一彦 

明照学園樹徳中学校 土井康平 髙橋俊昭 

桐生大学附属中学校 横川優乃香 伊藤潤 

群馬県立桐生高等学校 佐竹流瑠 田島豊子 

群馬県立桐生工業高等学校 後藤豊 青木達也 

群馬県立桐生女子高等学校 松本彩香 髙橋直之 

群馬県立桐生南高等学校 柴﨑花奈子 中井健太 

群馬県立桐生西高等学校 粕川綾香 大貫正雄 

桐生第一高等学校 江原華凜 渡邊純二 

明照学園樹徳高等学校 生方永恋 竹澤奈保子 

県立あさひ特別支援学校 隅田川彩有里 岩瀬佳子 

「これからの人材 

－信頼と平和－」    

   

群馬大学大学院理工学府 

環境創生部門 

教授 宝田 恭之 様 

【例会予告】 

10月 5日(月) 

        ♦ 卓 話 

       マイナンバー制度について 

 大友 一之 君 

        ♦ 食 事 五 大 

 

12日(月) 休 会 

        

        


