
 

 

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 

１０月５日号 第２９５９回例会 
(９月２８日(月)第３例会) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． ロータリー情報アワー 

５． 新会員入会式 

 有限会社フジヤ 専務取締役 北川貴久君 

  （1）推薦の言葉  岡部信一郎君 

  （2）バッチの贈呈 

  （3）歓迎の言葉  堀  明君 

  （4）新会員挨拶 

６． ベネファクター認証の表彰式 

７． 米山功労クラブ表彰 

８． 新会員推薦者のための認証ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ認証品贈呈 

９． 出席１００％表彰 

１０． 会長の時間 

１１． 幹事報告 

１２． 委員会報告 

１３． 講 話 

    「ガバナー講話」 

       国際ロータリー第 2840地区 

          ガバナー 生方 彰 君 

１４.  点 鐘 

 

 

〈国際ロータリー第 2840地区  ガ バ ナ ー〉 生方  彰 君 〈国際ロータリー第 2840地区 地区副幹事〉 水石清冶 君 

〈      〃        地区副幹事〉  平岩克明 君 〈   〃   第 2分区Ａガバナー補佐〉船山克人 君 

〈米山奨学生〉 ホアン ミン チエン 君 

ロータリー情報アワー  

会員研修副委員長 牛膓章君 

皆さん今日は、本日は生方彰ガバナーの公式訪問例

会で御座いますので、ガバナー講話の時間を多くと

るべくこの情報アワーを変更する様幹事に申し上げ

ましたが却下されましたので、その任を勤めさせて

戴きます。今年度、生方ガバナーも地区重点目標の

一つに会員増強を挙げております。先日船山ＡＧの

公式訪問の際、生方ガバナーからのビデオレターで

新会員の効果的な勧誘の方法、手段、等の説明をし

て頂きました。２０００年に新潟と群馬に分割され

て２８４０地区になった時は約２５００人以上の会

員がおりましたが最近では一時１８００人台の会員

数となり（現在は２１００名前後）クラブ数も４７ 

 

 

 

から４６と減少し、毎年度ガバナーになられた方々

は危機感を持って地区重点目標に必ず会員増強を挙 

げ各クラブに協力を求めております。当クラブも１

００名（１９９１年度）をピークに一時６０名を下

回った事も在りましたが、クラブ内の意識改革に着

手し桐生 RC６１年目にして初の女性会員にも入会

していただき現在は６７名となっており近日中に更

に２名の新会員が入会予定で計６９名になる予定で

す。クラブ会員の減少は、地区への出向協力、IM の

開催、青少年交換留学生のホストクラブ、等々「ロ

ータリーの重要な事業」の為の活動が出来なくなり

結果、クラブの存在価値さえ問われ会員のモチベー

ションも下がり「会員の退会」の原因の一つになっ

ております。会員増強は必須の事であり、又会員の

「退会防止」策も大変重要であります。大都市は別 

ようこそビジター 

歓   迎 

国際ロータリー第 2840 地区 生方 彰ガバナー公式訪問 



 

 

として地方都市の人口減少はどこも同じで桐生も１

０年後は１３万人から１２万人に、２０年後は８万

５千人となる予測が出ています。ますます会員増強

が厳しくなる中で第二分区Aの５クラブで会員獲得

の為に熾烈な競争は是非避けたいものです。将来は

各クラブとの統合を視野に入れることが必要と考え

るのは自分だけでしょうか？会員の退会理由には、

病気、経済的な問題、転勤、等々仕方がない理由が

有りますが、残念な退会理由に １）燃え尽き症候

群 ２）長老会員と若い新会員との考えの温度差な

どが有ると思います。 

１） は会長、幹事、役員等クラブで活躍されたベテ

ラン会員が突然辞めてしまう事が有ります。そ

の理由の一つがロータリーに永い間協力し時

間を費やしてきたので今後は自分の趣味の為

に時間を使いたいとの事です。 

２） はクラブ内の長老会員と新会員との間に考え

方の相違が出来、又長老会員の同年輩のメンバ

ーも少なくなり例会に出席しても楽しくない

と云う理由で退会する。 

これらの理由で経験豊富なベテラン会員を失

う事はクラブの損失で有り大変残念な事であ

り是非食い止めたいものです。 

その為にはクラブ内の会員同士の温度差を無くす為

に会長を始めとする各役員の皆さんの斬新な考えで

例会場の雰囲気作りや、ベテラン会員にスポットを

当て、新人と共に活躍出来る場造りが必要と思いま

す。私も当クラブではベテランの域になりましたが

積極的にゴルフ、野球、飲み会等に参加して若いメ

ンバーと親睦を深め楽しいロータリーライフを過ご

して居ります。 

 

新会員入会式 

 

 

 

           有限会社フジヤ 

            専務取締役 

             北川 貴久 君 

 

 

歓迎の言葉 

北川 貴久さん､ご入会おめでとうございます｡北川

さんのお父さんも桐生 RC の会員で､親子二代に渡

るロ－タリ－アンとなります｡ 

ロ－タリ－の目的は､意義ある事業の基礎として､奉

仕の理念を奨励し､これを育むことにあると定めら

れています｡私達は､多くの人と知り合い奉仕の機会

をたくさん得る事や 職業上の高い倫理基準を保ち､

社会に奉仕する機会として､各自職業を高潔なもの

にしています｡又個人として事業及び社会生活に於

いて､奉仕の理念を実践し奉仕の理念で結ばれた職

業人が､世界的ネットワ－クを通じて､国際理解､親

善､平和を推進することを目的に活動しているのが

ロ－タリ－アンです｡ 

 

北川さんも一日も早くクラブになれて､ロ－タリ－ 

を楽しんで下さい｡ 

北川さんの入会を会員一同 歓迎いたします｡ 

岡部会員には､北川さんの推薦を頂き感謝申し上げ

ます｡ 

 

ベネファクター認証の表彰式 

 

                      

ベネファクター 

                       疋田 博之君 

 

 

米山功労クラブ表彰 

 

                     第 39 回 

                        

 

 

 

新会員推薦者のための認証プログラム 

認証品贈呈 
 

 

 

 

 

 

 

 

出席１００％表彰 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学生 

 奨学金 授与 
 

 

  ﾎｱﾝ ﾐﾝ ﾁｴﾝ 君 

 

 

 

坪井良廣君 ブルー 

舘 盛治君 30 回 

吉田栄佐君 24 回 

村田勝俊君  9 回 



 

会長の時間 

≪報 告≫ 

・ 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 5名が参加しました｡ 

・ 9/15桐生 5RC合同夜間例会が桐生プリオパレスに 

て 18時 30分より開催され､ 27名が参加しました｡ 

・ 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､2017～2018年の会長候補 

者に前原勝君が指名されました事を報告致します｡ 

・ 9/19地区財団委員会の地区補助金委員会(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した｡ 

・ 9/21敬老の日の祝日にあたる為､休会でした｡ 

・ 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､4名参加いたしました｡ 

 

≪予 定≫ 

  ・9/29親睦活動委員会家庭集会 

       家族会の役員会及び忘年クリスマス会の会議 

を行います｡ 

≪その他≫ 

 ・ 山上会員が 9月 13日に倒れられ､美原記念病院に

入院されました｡9 月 27 日に 会長､幹事とお見舞

いに行って参りました｡ 

 

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。 

 １０月は、１＄＝１２０円です。 

・竹内直前ガバナーより、2014－2015 年度地区資金会

計報告書が届いております。 

・豊川ガバナーエレクト事務所開設のお知らせが届いて

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。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いておりま

す。 

・わたらせ養護園より「とんがりやね」が届いております。 

・桐生中央ＲＣより、現況報告書が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 27年 9月 28日) 

総員 68名：出席 46名 

平成 27年 9月 14日例会修正出席率：86.44％ 

 

ニコニコボックス 

生方彰ガバナー…本日は公式訪問でお伺い致しました。

日頃は、ロータリー活動にご尽力を頂きまして、誠にあり

がとうございます。本年度も変わらず、ご支援の程、宜し

くお願い申し上げます／船山克人ガバナー補佐…本

日は、よろしくお願い致します／水石清冶地区副幹事、

平井克明地区副幹事…ガバナー公式訪問にて大変お

世話になります／疋田博之君、堀明君、竹内靖博君、

村田勝俊君、川村隆君、桑原志郎君…生方彰ガバナ

ー御一行をお迎えして／吉田栄佐君、堀明君、岡部信

一郎君、桑原志郎君、須永博之君…北川貴久君の入

会を祝して／舘盛治君…出席 100％。 

 

ロータリー財団委員会 

疋田博之君 ポリオプラス ＄161 

 

講 話 

 

 

 

 

 

 

2015－2016 年度国際協議会が 1/18～1/24 まで米国

サンディエゴで開催されました。本年度、RI 会長、Ｋ．Ｒ．

ラビンドラン氏は、1974年スリランカCOLOMBOロータリ

ークラブに入会し、ＲＩ理事、財務長、財団管理委員、委

員会委員・副委員長・委員長、タスクフォースメンバー、

ＲＩ研修リーダー、地区ガバナーを歴任。掲げたテーマ

は「世界へのプレゼントになろう」です。私なりに解釈い

たしますと日本は関東大震災・戦後の復興、高度成長

を経て世界に誇る民度の高さを獲得してまいりました。

私達は好きなものを自由に食べられ、体調を崩せばお

医者さんにかかれる、万人に平等な医療制度がありま

す。治安も点では問題がありますが、面で悪いところは

無く平和で安全な国であります。しかし世界を見回しま

すと飢餓、貧困、疫病、疾病、紛争地域等そこに生まれ

ただけで恵まれない人々がたくさんおります。今、私達

ができることは頂いた贈り物に対し世界にお礼のプレゼ

ントをする時だと思いませんか？まさに「世界へのプレ

ゼントになろう」です。 

超我の奉仕（超我の目） 

2015-2016年度第 2840 地区スローガン 

奉仕・真実・喜び 

2015-2016年度第 2840 地区 地区目標 

会員増強 

地区全体で 2,000 名台の会員数に回復させる。地区内

全クラブで純増を達成する。生方年度は、3 カ年地区戦

略計画の会員増強において地区全体で 2,100 名を目

指しましょう。 

寄付目標 

ロータリー財団年次寄付一人当たり 150 ドル以上 

ポリオプラス寄付一人当たり毎年 20 ドル以上 

米山記念奨学会一人当たり毎年 16,000円以上 

 

ロータリー行動規範 

①個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基 

準をもって行動する。 

②取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業 

に対して尊重の念をもって接する。 

③自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特 

別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世界 

中の人びとの生活の質を高める。 

④ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような 

言動は避ける。 

「ガバナー講話」 

  国際ロータリー第 2840地区 

    ガバナー 生方 彰 君 



 

 

クラブ協議会 

 

 

 

 

 

 

 

    

例会終了後、生方ガバナーと理事役員、各委員会委員

長、入会３年以内の会員の皆様と方針や要望、ご意見

等意見交換を致しました。 

 

  2015-2016年度国際ロータリー第 2840地区 

 地区大会記念チャリティーゴルフ大会 

   平成 27年 9月 27日(日) 

  伊香保国際カンツリークラブにて 

 

 

   ４名が参加致しまして、団体戦で９位でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予告】 

 

10月 12日(月) 休 会 

 

10月 19日(月)  

     ♦ 優良従業員表彰 

 

     ♦ 食 事 レストラン ラベイユ 

 

10月 24日(土) 未来の夢計画実施 

   ♦ 点 鐘：午前 10時 

 

♦ 場 所：桐生駅南口ゆい 

 

♦ 食 事：海鮮ダイニング美喜仁館 

 

10月 26日(月) 

♦ 卓 話 桐生市長 亀山 豊文 様 

        

     ♦ 食 事 五味八珍 


