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R.I 会長

イアンＨ.Ｓ.ライズリー

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。
パストガバナー
会長

クラブ会報・情報委員会

前原 勝

前 原 勝 樹
幹事

園田

誠

平岩千鶴子・木村洋一・山﨑一順・牛膓章

第３０４２回例会

１０月２日号

(９月２５日(月)第３例会)
足利ロータリークラブ合同夜間例会
１．
２．
３．
４．

点 鐘
ロータリーソング斉唱
来訪者紹介
会長の時間 桐生 RC 会長 前原 勝 君
足利 RC 会長 藤生 浩貴 君
５． 第 2550 地区第 8 グループガバナー補佐挨拶
足利 RC
橋本 義彦 君

６． 幹事報告

桐生 RC 幹事 園田 誠 君
足利 RC 幹事 羅田 秀顕 君

７． 委員会報告
８. 青少年交換学生帰朝報告・挨拶
短期交換学生 木村 泰史君
長期交換学生 Everett Michael BISHOP 君
９． 点 鐘

ようこそビジター
第 2550 地区 足利ロータリークラブ様 15 名
足利東ロータリークラブ様 1 名

バナー交換

青少年交換学生
Evan 君へ
お小遣い
会長の時間
本日ここに合同例会を開催するに当たりわざわざ桐生
へお越し頂きました足利 RC メンバーの皆様方を心よ
り歓迎申し上げます。当桐生 RC は、1953 年 3 月 9 日
にこの桐生倶楽部 1 号室での仮発会式を皮切りに同
年 3 月 27 日には、RI から日本で 97 番目のロータリー
クラブをして加盟承認されました。その時のスポンサー
クラブが東京 RC と本日お越しの足利 RC でございま
して、同年 10 月 23 日に桐生織物会館で開催された
チャーターナイトには、特別代表として、東京 RC から

〈短期交換学生〉木村 泰史 君
木村 久美子さん(保護者)
〈一年交換学生〉 Everett Michael BISHOP 君
柴﨑亜由美さん(ホストファミリー)
柏原孫左衛門パストガバナーと足利 RC から遠田淳様
にご臨席を頂いて盛大にスタートを切りお陰様で来年
3 月には創立 65 周年を迎える事となりました。まさに
我が桐生 RC にとっては、東京 RC ともども足利 RC は
「生みの親」でありますと共に昭和 46 年までは、新潟・
群馬・栃木・茨城の 4 県 1 区 355 地区のお仲間でもあ
りました。昨年の秋に前年度の会長幹事や理事役員
が足利 RC の例会に出席させて頂いたのが、実に 45
年ぶりの交流が再開されたわけでございます。これを
機に、ぜひともお隣同志で末永い交流が継続出来ま
す事を心よりご祈念申し上げ、会長の挨拶とさせて頂
きます。
《報 告》
・9/16 月桂樹 第 2550 地区 枝剪定
・9/17 ＲＬＩセミナー 副幹事 出席
・9/18 祝日（敬老の日）の為、休会
・9/20 青少年交換ホストファミリー会議
会長・幹事・国際奉仕委員会
・9/24 米山記念奨学セミナー
副会長、会長Ｅ、副幹事 出席
《予 定》
・9/27 未来企画委員会家庭集会
会長候補者推薦委員会
・10/2 定例理事会

幹事報告

懇親会

・米山奨学会より「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。
・桐生南、桐生西、桐生中央の各 RC より週報到着。

開会
パストガバナー
疋田 博之君

委員会報告
出席委員会
本日の出席(平成 29 年 9 月 25 日)
総員 65 名：出席 38 名
平成 29 年 9 月 4 日例会修正出席率：78.30％
ニコニコボックス
第 2550 地区足利 RC 様／疋田博之君、前原勝君、
吉田栄佐君、牛膓章君、村田勝俊君、竹内靖博君、
柳明彦君、…足利 RC の皆様をお迎えして／前原勝
君…1 年交換学生エバン君並びにホストファミリーの
皆様方をお迎えして／桑原志郎君･･･エバン君ようこ
そ桐生 RC へ。一年間楽しんでください／岡部信一郎
君…結婚祝／岩崎靖司君…誕生祝／村田勝俊君…
出席 100％。

会長挨拶
前原 勝君

乾杯
足利 RC 副幹事
長壁 孝広君

第 2550 地区第 8 グループ
ガバナー補佐
橋本 義彦君(足利 RC)
挨拶
足利 RC の皆様

木村洋一君
モンゴル KHUREE RC
バナー交換のご報告

青少年交換
短期学生帰朝報告
青少年交換
ホストファミリー
柴﨑家・木村家

木村 泰史 君

本日のお食事
青少年交換
長期学生挨拶
Everett Michael BISHOP 君
一年間よろしくお願い致します。
吉野家

和食弁当

閉会挨拶
パスト会長
舘 盛治君
✿本日のお花✿

