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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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会 長 前原
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幹 事 園田
誠 君
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未来企画委員会委員長
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ようこそビジター
群馬第２分区 A ガバナー補佐 遠藤二三男君
〈桐 生 南RC 会長〉 和田 洋一 君
〈桐 生 南RC 幹事〉 八木橋比佐樹 君
〈桐 生 西RC 会長〉 天沼 一夫 君
〈桐 生 西RC 幹事〉 青山 豊 君

〈桐生中央 RC 会長〉
〈桐生中央 RC 幹事〉
〈桐生赤城 RC 会長〉
〈桐生赤城 RC 幹事〉

桐生５RC 会長幹事の皆様

新旧会長・幹事感謝状並びに

笠原 康利 君
鈴木裕美子さん
山崎 倫義 君
須永 聡介 君

記念品・バッチの交換

役員就任式

幹事報告

委嘱状の伝達

・豊川年度任期満了のお礼状が届いております。
尚、事務所固定化の為、現在の事務所で引き続き
田中ガバナー事務所となります。
・国際ロータリーよりロータリーレートのご案内です。
7 月は、１＄＝１１１円です。
・桐生市国際交流協会より「ニュースレター」が届いてお
ります。

委員会報告

結婚祝
久保田信一郎君

誕生祝
北川 貴久君
森
末廣君
木村 洋一君
川島 崇史君
久保田寿栄君
水越 稔幸君

会長の時間
《報 告》
・6/20 ＲＩ2840 歴代地区幹事会 松島君出席
・6/21 青少年交換学生打合せ 桐生倶楽部にて
桑原ｶｳﾝｾﾗｰ、飯塚国際奉仕委員長 出席
・6/24 飯山順一郎君ご尊父様お通夜、6/25 告別式
・6/25 ＲＩ2840 地区青少年交換短期受入学生歓迎会
桑原ｶｳﾝｾﾗｰ出席
・6/26 2017-2018 年度会員組織強化室家庭集会
・6/27 桐生ＲＡＣ最終例会
2016-2017 年度 柳幹事
朝倉青少年奉仕委員長、大島副委員長 出席
・7/1 第 1 回定例理事会
《予 定》
・7/4 桐生赤城ＲＣ表敬訪問
・7/5 桐生南ＲＣ表敬訪問
・7/6 桐生中央ＲＣ表敬訪問
・7/7 桐生西ＲＣ表敬訪問
・7/8 ＩＡＣ合同会議
太田ナウリゾートホテルにて
坂本青少年奉仕副委員長
IAC 顧問、IAC3 名 出席

出席委員会
本日の出席(平成 29 年 7 月 3 日)
総員 63 名：出席 50 名
平成 29 年 6 月 5 日例会修正出席率：82.54％
平成 29 年 6 月 12 日例会修正出席率：82.54％
平成 29 年 6 月 19 日例会修正出席率：88.89％
ニコニコボックス
遠藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・桐生南 RC 様・桐生西 RC 様・桐生中
央 RC 様・桐生赤城 RC 様…ニコニコ箱にご献金いただ
きました／前原勝君、牛膓章君、園田誠君…遠藤ｶﾞﾊﾞﾅ
ｰ補佐、４ＲＣ会長・幹事各位をお迎えして／水越稔幸
君…４ＲＣの会長、幹事さんをお迎えして。特に桐生中
央ＲＣ笠原会長２度目の会長ごくろうさまです／疋田博
之君…新年度を迎えて今年もよろしくお願いします／
吉田栄佐君…前原会長頑張ってください／前原勝良
君…会長就任おめでとうございます／竹内靖博君、水
越稔幸君…前原会長、園田幹事一年間頑張ってくださ
い／須永博之君…前原会長、園田幹事一年間頑張っ
てください。吉田パスト会長、柳パスト幹事お疲れ様でし
た／北川洋君…乾杯をさせていただきます／桑原志郎
君…卓話をさせていただきます／田中一枝さん…前原
年度を祝して卓話をさせていただきます／飯山順一郎
君…父飯山清治の葬儀に際しましては大変お世話にな
りました。心よりお礼申し上げます／前原勝君…会長就
任、会長ｴﾚｸﾄ公共ｲﾒｰｼﾞ室長退任／松島宏明君…会
長ｴﾚｸﾄ・公共ｲﾒｰｼﾞ室長就任／大友一之君…副会長
就任／月門快憲君…クラブ管理運営室長就任、プログ
ラム委員長退任／村田勝俊君…会員組織強化室長就
任／高橋弘史君…奉仕プロジェクト室長就任、国際奉
仕委員長退任／吉田栄佐君…直前会長就任、会長退
任／柳明彦君…直前幹事・Ｒ財団・米山奨学室長就任、
幹事退任／園田誠君…幹事就任、副幹事・会計退任
／木村洋一君…副幹事就任／田中一枝さん…Ｓ．Ａ．
Ａ就任、副Ｓ．Ａ．Ａ退任／中山賀司君、腰塚富夫君…
副Ｓ．Ａ．Ａ就任／富澤剛君…出席・ニコニコ箱委員長
就任、副Ｓ，Ａ，Ａ退任／岡部信一郎君…プログラム委
員長就任／澤田匡宏君…親睦活動委員長就任／平岩
千鶴子さん…クラブ会報・情報委員長就任、退任／津
久井真澄君…会員増強選考委員長就任／坪井良廣君
…会員研修委員長就任／増山大祐君…職業奉仕委員
長就任、親睦活動委員長退任／飯塚荘一君…国際奉
仕委員長就任、Ｓ．Ａ．Ａ退任／須永博之君…Ｒ財団委
員長就任、長期計画特別委員長退任／小林康人君…
米山奨学委員長就任／桑原志郎君…未来企画委員長

就任、直前幹事、奉仕プロジェクト室長退任／本田雄
一郎君…副会長退任／堀明君…直前会長退任／水越
稔幸君…クラブ管理運営室長退任／野間義弘君…会
員組織強化室長退任／小林雅子さん…出席・ﾆｺﾆｺ箱
委員長退任／森末廣君…会員増強・選考委員長退任
／牛膓章君…会員研修委員長退任／松田秀夫君…社
会奉仕委員長退任／朝倉剛太郎君…青少年奉仕委員
長退任／荒木千恵子さん…米山奨学委員長退任／久
保田信一郎君…結婚祝／森末廣君、木村洋一君、水
越稔幸君、北川貴久君･･･誕生祝。
卓 話

「新年度を迎えて」
会長 前原 勝 君
こ の 度 、 伝 統と 歴 史を 誇 る 桐 生 ロ ー タリ ー ク ラ ブ の
2017-2018 年度会長に就任させて頂き、誠に身の引き
締まる思いとともにその責任の重大さを痛感しておりま
す。当クラブの更なる発展のため、一年間全力で勤め
たいと存じますので、全会員の皆様方の温かいご指導
とご協力を心よりお願い申し上げます。
今年度のＲＩ会長は、オーストラリア出身のイアン・ライズ
リー氏です。ライズリー氏は、今年度のテーマとして
ROTARY：MAKING A DIFFERENCE
「ロータリー：変化をもたらす」を掲げています。
地域社会と世界に変化を生み出したいという願い、ロー
タリーを通じてそれを実現したいと願う人が集まった組
織がロータリーだということです。奉仕を通じて「変化を
もたらす」ことが出来ると信じています。私たちは奉仕を
通じて人びとの人生に変化をもたらせることが出来るは
ずです。
地区ガバナーは、高崎ロータリークラブの田中久夫氏
です。田中ガバナーは、地区スローガンとして
Rotary’s Mind is Our Pride.
We are Rotarian. We are One.
「ロータリーのある人生を誇りにしよう」を掲げました。
私たちは、ロータリーに対してこの高潔な精神性の存
在を認め、いまロータリアンであることに誇りを持って
日々の奉仕活動に従事しています。
地区目標
１ RI 会長を目指そう
２ 会員増強・退会防止
年度末目標 クラブ目標純増１割
地区目標 2,400 名
３ 公共イメージ向上への戦略実践
４ 会員相互において「ロータリアンであることの誇り」の
認識の共有
５ ロータリー財団による補助金の活用
６ ロータリー財団寄付１５０ドル、ポリオ寄付３０ドル
米山寄付１６,０００円の達成
桐生ロータリークラブも RI テーマを踏まえ地区目標を達
成すべく全会員とともに努力していきたいと思います。

当クラブでも田中ガバナーのスローガンである「ロータリ
アンとしての誇り」を持ち「伝統を踏まえ未来への変化
を」を合言葉に活動してまいります。まずは会員各位が
ロータリーをしっかりと学び当クラブの諸先輩方が構き
上げた輝かしい伝統と実績を顧みて頂きたいと思いま
す。その上で歴史や伝統に安住することなく未来への
変化に柔軟に対応できるよう時代や地域社会のニーズ
に応えることが必要です。
事業計画及び目標
１．例会や委員会活動を活性化し、ロータリーを学ぶ機
会を充実させる。
２．奉仕を通じて地域社会に貢献する。
３．公共イメージの向上のため地区の活字メディアによ
る PR に協力し、各奉仕団体と連携して幅広い活動
を行う。
４．未来の夢計画を実践し、教育問題を主軸に社会貢
献を計る。
５．会員増強と退会防止には、全会員が一丸となって取
り組むとともに親睦活動を更に充実させる。
６．青少年交換プログラムの受入れや留学生交流会の
充実に向けた体制を調える。
７．未来企画特別委員会において、RI 規定審議会で提
唱された新しい時代に対応したロータリークラブの在
り方を幅広く検討しながら当クラブの更なる発展に向
けた企画提案を行う。
重点目標
1.会員増強と退会防止
(１)会員候補者紹介カード
(２)商工会議所・青年会議所・法人会他団体別候補
(１)趣味の部会を拡充させる
(旅行ハイキング・グルメショッピング・音楽美術 etc)
会員アンケート
(2)出席率の低い会員を卓話者として招く
2.公共ｲﾒｰｼﾞ向上
(1)地域で行われる奉仕活動等に積極的に参加
(1 日清掃他)
(2)地域のメディア(桐生タイムス他)を積極的に活用

「新年度を迎えて」
副会長
大友 一之 君
前原年度の副会長を務めさせていただきます大友です。
副会長は、会長が欠席したときの代理をするのが主な
仕事ですので、「会長には一年間元気に休まず出席を
いただいて、私の出番がないようにしていただければ」と
あいさつするのが普通ですが、前原会長の天満宮宮司
としてお仕事は他の方が代わりをしていただくことができ
ず、やむなくクラブ行事をお休みされることが、特に休
日に多くなるかもしれないことを心配されていました。こ
の点は、北川パスト会長が会長指名委員長として前原
会長を指名させていただいた際に、前原会長が代理を
頼みやすい方に副会長にお願いするということでお約
束をさせていただき、私が同級生で気を遣わずに依頼

できるということで引き受けさせていただいた経緯がござ
います。私がク代理を務めさせていただくことが例年より
多いかもしれませんが何卒ご了承をお願いします。
副会長として前原年度を陰から支えていきたいと思いま
すのでよろしくお願いします。

「新年度を迎えて」
幹事 園田 誠 君
2017～2018 年度桐生ロータリークラブの幹事を務めさ
せて頂きます、園田です。前原会長を支え、本年度のク
ラブ計画及び行事がスムースに進行できますように努め
てまいりますので、よろしくお願いいたします。
もうすでに３回の次年度理事役員予定者会議等の事前
準備を済ませ、第１回理事会も終了し、本日の初例会を
迎えております。
委員会構成を含め、皆様方のご協力を得て本日に至り
ましたこと、心より感謝を申し上げます。ありがとうござい
ます。
本年度クラブ計画並びに目標については、前原会長の
卓話のとおりです。
私の役割は、その達成に向けて方向を一つにすること
だと理解しております。
そのためには全会員皆様のご協力が必須であります。
何卒お力をお貸し下さい。
本年度は会員数 63 名の厳しいスタートとなります。会員
増強は必須課題であり、今後とも真剣に取り組んでいか
なければなりません。そのためには入会して良かったと
思えるような環境創りが何よりも重要だと考えます。
ロータリークラブは奉仕と親睦だと理解しておりますが、
国際ロータリーや地区会等の活動もさることながら決し
てそれに埋没せず、桐生ロータリークラブというクラブ単
体での行動をまずは大切にしたいと思います。
会員皆様にお願いしたいのは、例会及び行事への参
加です。参加する過程で各人のロータリークラブ像が出
来上がるはずです。まずはこの一年遠慮することなく参
加して意見をお聞かせ下さい。楽しい会にしましょう。
一年間ご協力よろしくお願いいたします。

「新年度を迎えて」

千賀子さんを含め、女性の理事という役も創立６４年の
中で恐れ多くも桐生ロータリークラブでは初めてのこと
かと存じます。改めて、与えられた大役に大きな責任を
感じております。Ｓ．Ａ．Ａの役は、会員の皆様ご存知の
とおり田中は２年目ですが、時が経つほどに、これで良
いということはなく、目配り・気配りが如何に大切かと痛
感しております。これも前年度の飯塚Ｓ．Ａ．Ａ、富澤副
Ｓ．Ａ．Ａに勉強させて頂きました。これから１年会員及
び来訪者の皆様が例会を快く過ごして頂けますように、
そして、美味しい食事に満足して頂けますよう、中山、
腰塚副Ｓ．Ａ．Ａ共々頑張りますので、ご指導よろしくお
願い致します。最後に前原年度の成功を心よりお祈り
致します。

「新年度を迎えて」
未来企画委員長
桑原 志郎 君
今年度の目標
（１）未来の夢計画
今年度の計画の実施及び来年度の計画の立案
（２）桐生 RC 創立６５周年記念式典・懇親会
計画並びに実施
（３）RI 規定審議会で提唱された新しい RC のあり方の
検証
桐生 RC 会員への周知及び検討
（４）その他、会長が必要とする課題に取り組む
前半の活動状況および予定
（１）未来の夢計画を桐生民生委員児童委員協議会と
協議・実行する
未来ある子ども達を育む為に桐生 RC で全面支
援を行う又、次年度会長を中心に夢計画の立案
を行う
（２）創立６５周年の準備委員会を立ち上げ各委員会
に協力をお願いする
後半の活動予定
（１）創立６５周年記念式典・懇親会の実施
（２）RI 規定審議会で提唱された案件を整理し全会員
に周知する
RC の在り方を幅広く検討しながら当クラブの更なる
発展に向けた企画提案を行う

✿本日のお花✿

Ｓ．Ａ．Ａ
田中 一枝 さん
丁度、３年前の２６年７月、歴史と伝統のある桐生ロータ
リークラブが６１年の慣例を破られて女性の入会を初め
て受けて頂きました。そして、この場所で、どきどきしな
がら１５分の持ち時間で、新入会員の卓話をさせて頂い
てから丸３年が経ちます。今日、４年目の新年度を迎え
るにあたり、Ｓ．Ａ．Ａという大役を頂き、２度目の卓話を
させて頂く為にここに立っておること、そしてまた、大島

【例会予告】
7 月 17 日(月) 休 会
24 日(月) ♦ 卓 話
公共イメージ室
会員組織強化室
♦ 食 事 五 大

