
 

 

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２９８９回例会 
(６月２０日(月)第３例会)～最終例会～ 

点鐘：午後６時３０分  

場所： たつ吉 

７月４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． 卓 話  「一年を振り返って」 

         会長  堀    明君 

              幹事  桑原 志郎君 

８． 会食歓談 

９． 乾 杯 

１０． 点 鐘 

 

 

会長の時間 

《報 告》 

･6/13 例会終了後次年度理事会が開催されました｡ 

･6/13 R 財団･米山奨学室､長期計画特別委員会､クラ

ブ会報･情報委員会の家庭集会が美喜仁館にて開催

されました｡ 

･6/14 ルーカス君が飯塚会員宅から高橋会員宅へ引

越しました｡飯塚会員お疲れ様でした｡高橋会員 宜し

くお願い致します｡ 

･6/16会員増強･選考委員会の家庭集会が大龍にて開

催されました｡ 

･6/18 地区補助金委員会の会議が伊勢崎プリオパレス

にて開催され、村田地区補助金委員が出席しました｡ 

･6/19ゴルフ部の例会が開催されました｡ 

･6/20今年度の最終例会が午後 6時30分よりたつ吉に

て開催されました｡大勢の参加を頂き有難う御座いま

した。 

《予 定》 

･6/22 次年度 S.A.A.の家庭集会が大龍にて開催され

ます｡ 

 

･6/27の例会は 定款第6条第1節©項の規定を適用し 

休会となります｡ 

･6/27 IAC 年次大会の実行委員会が美喜仁にて開催

されます｡関係者の出席をお願い致します｡ 

･6/28 RACの 2015-2016年度最終例会が桐生倶楽部

にて開催されます｡関係者の出席をお願い致します｡ 

･7/1 次年度第 1回定例理事会が開催されます｡理事･

役員の出席をお願い致します｡ 

･7/1 桐生西 RC の初例会に吉田会長･柳幹事が出席

して参ります｡ 

･7/3 地区 R財団委員会の合同会議が伊勢崎プリオパ

レスにて開催されます｡ 村田地区補助金委員と久保

田グロ－バル補助金委員が出席します｡ 

･7/4 桐生 RC の新年度初例会となります｡全員の出席

をお願い致します｡ 

《その他》 

・紅白生花店様のご厚意により例会場のお花飾りをして

頂いています｡些少では有りますがお礼を致したく思

います｡ 

 



 

 がんばったでしょう～の授与式 

 

 会員増強･選考委員長   野間 義弘 君 

   あなたは､毎月家庭集会を開き委員会メンバ－同士

の親睦を深め、強い絆を構築し、まとめ上げた手腕と

強引なまでの指導力を指揮され会員増強に当たりまし

た｡そのかいがあり沢山の候補者名をあげ、果敢に野

球魂でトライをして 7 名の新会員を入会させました｡そ

の内の一人は吉田年度へのお祝として7月入会とする

と言う太っ腹な所を見せてくれました｡この事は桐生

RC の中で語り継がれて行くものと確信致します｡この

一年の努力に敬意を示しここに記念品を送ります｡ご

苦労様でした｡ 

 

 S.A.A.   後藤 圭一 君   

   あなたは､S.A.A.として 誰より早く会場に来て準備を

進め会長･幹事を支えてくれました｡ 又楽しい例会作

りのため沢山の家庭集会を開き、食事の試食をしたり､

新たなお店を探したりと努力されました｡私も家庭集会

に参加するのが楽しみでした｡毎回美味しい食事を用

意してくれたおかげで太りました｡しかし出席人数も増

え例会が和やかになりました｡この一年の努力に敬意

を示しここに記念品を送ります｡ご苦労様でした｡ 

 

 副 S.A.A.   山田   実 君 

   あなたは､副 S.A.A.として如何なる時もはるばる東京

より例会の準備に後藤 SAA.より早く会場に来て準備を

進めて下さいました｡家庭集会にも泊まりがけで参加し

楽しい夜を過ごされました｡ゴルフ部のコンペにも積極

的に参加され､東京より常に来られるロ－タリ－魂に敬

意をはらわないわけには行きません｡この一年の努力

に敬意を示しここに記念品を送ります｡又 宜しくお願

い致します｡ 

 

 親睦活動委員長   飯塚 荘一 君 

    あなたは､納涼会･忘年会･観桜会等の親睦会を開

催され、忘年会では新入会員余興を見事に仕切り、ゲ

－ムも楽しく今までにない親睦会を行いました｡観桜会

では､誰の御蔭か分かりませんが､満開の桜の下出来

た事は委員長の手腕の見せ所であったと感銘いたし

ました｡又､家族会行事に於いても楽しい会合の開催

に務め､家族会旅行では 柴又・シルクドソレイユの企

画をたて大成功に導きました｡委員長の人柄で大変楽

しい一年を過ごす事が出来ました｡ この一年の努力に

敬意を示しここに記念品を送ります｡ご苦労様でした｡ 

 

 職業･社会奉仕委員長   高橋 弘史 君 

   あなたは､優良従業員表彰の実施や岡公園の清掃

活動に尽力されました｡特に足尾銅山跡の植樹では､

RAC･IAC や未来創生塾生の青少年の参加に尽力さ

れ、桐生 RCの例会にもした為､大掛かりな活動になっ

てしまいましたが やな顔一つせず答えてくれました｡

マラソンで鍛えた強靭な体と持ち前の気力により大成

功に導いて頂きました｡おかげで桐生 RC の名声を高

めて頂きました。この一年の努力に敬意を示しここに

記念品を送ります｡ご苦労様でした｡ 

 

 青少年奉仕委員長   朝倉 剛太郎 君 

   善行青少年表彰やライラ研修等の実施や IAC･RAC

会員との触れあいの場として交流会を開催して、IAC･

RAC を支援して活発に活動出来るクラブに育て上げ

てくれました｡又、足尾銅山跡の植樹では､長期に渡り

RAC･IAC を支援して頂き成功に導いてくれました｡今

年は IAC 年次大会の実行委員長として綿密な計画を

たて、一年の長きに渡り委員会を導いた事はあなたの

手腕と人柄によるものと敬服するところです｡この一年

の努力に敬意を示しここに記念品を送ります｡ご苦労

様でした｡ 

 

 会計  園田  誠 君 

   今年度の活動方針に合わせ予算を組んで頂きまし

たが､もり沢山の活動を計画してしまったので予算の無

い中さぞや苦労をしたのではないかと心配していまし

たが､あなたの卓越した手腕により あなたらしい素晴

しい予算書が出来、感服致しております｡会計の仕事

を考えてみると膨大にある仕事をこなすわけで、 ある

意味ボランティアであると思います｡常日頃のご苦労に

感謝するところです｡この一年の努力に敬意を示しここ

に記念品を送ります｡ご苦労様でした｡ 

 



 

幹事報告 
・次週２７日(月)の例会は、休会です。 

次回例会は、７月４日(月)吉田年度初例会となります

ので、お間違えのないようお気を付け下さい。 

 

委員会報告 
ニコニコボックス 

堀明君…一年間大変お世話になりました。感謝・感謝

です／桑原志郎君…一年間本当にホントウにありがとう

ございました／吉田栄佐君、須永博之君、柳明彦君、

水越稔幸君、小林雅子さん…堀会長・桑原幹事、１年

間ご苦労様でした／中山賀司君…樹徳高校３年の息

子が陸上 1500m で北関東大会にて優勝しました。今度

は岡山でインターハイ出場です。 

 

卓 話 

 

 

     

 

 

 

 

 今晩は､本日の例会で最後の点鐘をさせて頂き有難う

ございました｡ 

 この一年皆様のご協力のおかげで､会長職を無事終

わる事ができます｡感謝申し上げます｡ 

  昨年の 7月 6日に初例会を向かえ､本年度は､奉仕を

喜びにと全員で体感する為に｢ 地域社会貢献の奉仕

活動を次世代を担う青少年と共に実践しよう ｣を目標に

してやってきましたが､大勢の会員に無理難題を押しつ

けてしまったのではないかと自問自答の時が続き悩み

ました｡しかしその心配はいりませんでした｡ 

  職業･社会奉仕委員会の高橋委員長は､優良従業委

員表彰・清掃活動や久しぶりに山田製作所への工場見

学を復活させてくれました｡特に本年度のメイン事業の

足尾銅山跡の植樹を大成功に納めて頂きました｡それと 

青少年交換学生のホストファミリ－を飯塚会員と高橋会

員宅で努めていただきました｡ご家族にお礼を申し上げ

ます｡ 

 それから青少年奉仕委員会の朝倉委員長は､善行青

少年表彰･ライラ研修の実施に取り組み成功に導きまし

た｡又､足尾銅山の植樹には､IAC･RAC を支援して､高

橋委員長と共に活躍してくれた事が思い出されます｡一

番記憶に残っているのは､IAC 地区年次大会実行委員

長として綿密な計画を建て、実行委員会のメンバ－を掌

握して常に先頭に立ち会議をリ－ﾄﾞして行く姿がさすが

だな～と感じ入りました｡ 

  次に会員増強･選考委員会の野間委員長には､7 名

もの会員を入会させた手腕に脱帽です｡ S.A.A.の後藤

さん､親睦活動委員長の飯塚さん､会計の薗田さん､上

げればきりが有りません｡ 全会員に支えられ出来た会

長職であるな～と強く感じています｡ 

  事務局の西塚さんはおめでたで職を離れていますが､

大変お世話になり、事務局の大切さを再認識し､山崎さ

んには､大変でしょうが頑張って頂けるようエールを送り

たい気分です｡ 

 最後になりますが､私を会長職に推薦して下さった今

は無き塚越パスト会長の墓前に、一年間無事に会長職

を務め上げる事ができ ロ－タリアンとして 人として大き

くなれた事を 報告をさせて頂き、残された遺族の皆様

といろいろお話をさせていただき ｢感謝･感謝｣ です｡ 

今年度､亡くなられた 山上会員と塚越会員のご冥福を

心よりお祈りしたいと思います｡ 

 

 会長に指名されてから今日まで本当にお世話になりま

した｡ 

有難うございました｡ 

 

 

 

 

 

 

 先ずもってなんとかに幹事職を全う出来たのも、不甲

斐ない自分を支えてくれた皆様のおかげと感謝申し上

げます。一年間ありがとうございました。 

 この一年間の体験をもとに偏見的な思いを書きつづっ

てみました。 

 

「ロータリー円満運営」幹事の５箇条 

1.例会場では用事がなくても誰にでも声をかける。だだ

し、先輩にはロータリーソングの「やあ～」はいけない。 

2.セルフサービスを心がけ、人間関係に注意を払い、余

分な用事は委員長さんや事務局さんには頼まない。 

3.用意されたお弁当はＳＡＡに「今日もおいしいね」とい

つも言う。 

4.何を言われても口答えせず、「はい。わかりました。す

ぐに検討します。」と即答する。 

5.例会場では「ロータリーが一番」と言い、家では「何が

あっても家庭が一番」と必ず言う。 

 

 下らない内容を申し上げました事「幹事の不徳の致す

ところ」と思いお許しください。 

自分にとっては「長い、永い」一年間でしたが。。。 

 

 

 

 

 

この二つの言葉が自分のカンフル剤となり、これからの

自分の生き方の糧になってくれると思うようになりまし

た。 

―お世話になりましたー 

「一年を振り返って」    

  会長   堀  明 君 

 

   

 

「一年を振り返って」    

  幹事  桑原 志郎 君 

 

   

 


