
 

 

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。 

２０１６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２９８０回例会 
(４月１１日(月)第２例会) 

４月１８日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 米山奨学生カウンセラー委嘱状授与 大友一之君 

５． 出席１００％表彰 

６． 会長の時間 

７． 幹事報告 

８． 委員会報告 

９． 卓 話  「地方から世界へ」 

    2015 ミス・アース 日本代表 

                 山田 彩乃 様 

１０． 点 鐘 

 

 

≪桐生赤城 RC≫ 青少年交換カウンセラー 清水 洋 君  ≪青少年交換学生≫ ルーカス・ウェブスター君 

≪卓 話 者≫ 2015 ミス・アース 日本代表 山田 彩乃様 ・したみちオフィス㈱モデル事業部 高橋  遥様 

 

出席１００％表彰 

 

 

 

 

 

会長の時間 

《報 告》 

・3/26 桐生南 RC創立 50 周年の記念式典が桐生グラ  

 ンドホテルにて開催され、会長･幹事が参加して参りま 

 した｡祝電､祝花を送りました｡ 

・3/26 地区補助金予備審査会が開催され、当クラブの 

 村田地区補助金委員が出席しました｡ 

・3/28  3/25 の山田製作所の工場見学会の振替とな 

 り、例会は休会となりました｡ 

・4/3  高崎シンフォニ－RCの創立 20周年式典が開催 

 され、祝電を送りました｡ 

・4/4  第 10回定例理事会が桐生倶楽部にて開催され 

 ました｡ 

・4/4  ダーロンにて観桜会が開催され、大勢の皆様の 

 参加をいただき有難う御座いました｡ 

・4/5  IAC 年次大会実行委員会・総務委員会の会議 

 が開催されました｡ 

 

 

・4/10  沼田中央 RCの創立 30 周年記念式典が開催 

 され､会長・金子副会長・疋田 PGが出席しました｡ 

 

《予 定》 

・4/11 例会終了後､次年度理事役員予定者会議が開 

 催されます｡関係者の出席をお願い致します｡ 

・4/11  IAC年次大会実行委員会の会議がたつ吉にて 

 開催されます｡関係者の出席をお願い致します｡ 

・4/15、4/16 IAC国際交流事業が開催されます｡地区イ 

 ンタ－アクト委員の桑原君が参加します｡ 

・4/16 米山奨学生・カウンセラ－オリエンテ－ションが 

 開催され､大友君が出席します｡ 

・4/17 ガバナ－補佐・委員長合同会議が開催され､ 

 松島君と桑原君が出席します｡ 

・4/17 青少年交換学生・カウンセラ－・ホストファミリ－  

 懇談会が開催され､飯塚君と奥様､留学生のル－カス 

 君が出席します｡ 

・4/18 の例会は､長期特別委員会担当の夜間例会とな 

 ります｡ 

 

青少年交換学生 援助金授与 

 

 

 

 

 

 

野間 義弘君 10 回 

飯塚 荘一君 2 回  

ようこそビジター 

青少年交換学生 

ルーカス・ウェブスター君 



 

 

幹事報告 
・豊川ガバナーエレクト事務所より「会長エレクト・次年度 

 幹事研修セミナー出席のお礼状」が届いております。 

・米山梅吉記念館より「館報」「春季例祭のご案内」が届 

 いております。 

・群馬県自閉症協会から「会報」「世界自閉症啓発デー 

 発達障害啓発週間 in ぐんま」が届いております。 

・日本てんかん協会群馬県支部より「からっかぜ」が届 

 いております。 

・桐生第一高等学校より学校就任・退任の挨拶状と、卒 

 業式に際するお礼状が届いております。 

・樹徳高等学校より「樹幹だより」他新聞等が届いており 

 ます。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより 

 週報到着。 

・次週１８日は、長期計画特別委員会担当の夜間例会  

 です。 

 桐生倶楽部にて 18時から食事、18時 30分点鐘となり  

 ますので、お間違えのないようお気を付け下さい。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 28 年 4 月 11 日) 

総員 70 名：出席 46 名 

3 月 7 日例会 修正出席率：92.06％ 

3 月 14 日例会 修正出席率：79.03％ 

3 月 28 日例会（3/25 振替） 修正出席率：66.10％ 

 

R 財団委員会 

疋田博之君 10,000 円 

（母子健康月間により、ポリオプラスへの寄付） 

 

親睦活動委員会 

4/4 観桜会へ多数のご参加をいただきありがとうござい

ました。 

 

長期計画特別委員会 

4/18 は夜間例会となります。18 時 40 分より、3 グルー

プによるパネルトークを行ないます。 

 

ニコニコボックス 

堀明君…赤城 RC 清水君とルーカス君を歓迎して／坂

入勝君…山田彩乃さんをお迎えして／疋田博之君…

沼田中央 RC30周年にて堀会長・金子副会長に大変お

世話になりました／牛膓章君…会社の花見で田中一枝

会員に大変お世話になりました／澤田匡宏君…おかげ

様で 3/26 次男が結婚致しました／月門快憲君…桐生

仏教会会長に就任致しました。よろしくお願い致します

／野間義弘君、飯塚荘一君…出席 100％／竹内康雄

君…結婚祝／飯塚荘一君…誕生祝。 

 

 

 

 

 

卓 話 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

「地方から世界へ」    

～地域活性化モデルとは～ 

  

 2015 ミス･アース 日本代表  

山田 彩乃 様 

 

   

 

【例会予告】 

4 月 24 日(日)  早朝清掃 午前 8 時～  

           ♦ 場 所 桐生が岡動物園南口広場 

4 月 25 日(月)  4/24 早朝清掃振替の為、休会 

5月  2日(月) 休会（定款第６条第１節(c)項の規定を適用） 

5 月  9 日(月) ♦ 卓 話  阿部 篤朗君・富澤  剛君 

              ♦ 食 事  五大 

        

プロフィール 

・1991年1月12日生まれ 

・群馬県桐生市出身 

・大学卒業後 したみちオフィス株式会社に入社し、 

 新潟を拠点に各地で地域活性化モデル・タレントとし 

 て多岐活動を始める 

・2015 Miss Earth Japan 

・したみちオフィス株式会社 芸能事業部代表 

・新潟ガールズ集団Lily&Marry’S副代表 

 

リリマリとの出会い 

・新潟ガールズ集団Lily&Marry’S 

1.女性目線での地域活性化 

2.新潟女子の魅力UP 

地域スポーツ(南魚沼グルメマラソンゲストランナー)/ 

コラボ商品開発/伝統文化・地域コラボ/社会貢献(海

岸清掃)/地元に根付いた活動/復興支援(たがいにプ

ロジェクト) 

地域コラボ女子会の企画開催=地域の魅力を知ること 

 

リリマリ群馬での活動 

・観光PR ・企業訪問 ・女子会企画 

まずは群馬県に住んでいる女子が地元の魅力を知ると

ころから 


