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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。
パストガバナー
会長

クラブ会報・情報委員会

７月２日号

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３０７４回例会
(６月１８日(月)第３例会)～最終例会～
点鐘：午後６時３０分 場所：美喜仁本店
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点 鐘
ロータリーソング斉唱
来訪者紹介
会長の時間
幹事報告
委員会報告

７． 卓 話
「一年を振り返って」
会長 前原 勝君
幹事 園田 誠君
８. 乾 杯
９. 会食歓談
１０．点 鐘

ようこそビジター
<米山奨学生> 沈 軼驊 君
<米山奨学生> 孫 逸菲 さん
<青少年交換学生> Everett Michael BISHOP 君

<ホストファミリー> 柴﨑 亜由美 様
木村 久美子 様
木村 泰史 君

２０１７-１８年度
青少年交換長期受入学生
修了証授与

会長の時間

Everett Michael BISHOP 君

ホストクラブ
桑原カウンセラー
ホストファミリー柴﨑家・木村家
感謝状授与

米山奨学生
沈 軼驊君
終了挨拶

《報 告》
・6/12 桐生 5RC 会長幹事会
・6/16 ガバナー諮問委員会・現新地区役員合同会議
疋田 PG・森国際奉仕委員長 出席
・6/17 青少年交換長期受入学生歓送会
大友副会長、桑原ｶｳﾝｾﾗｰ
飯塚国際奉仕委員長 出席
・6/18 未来企画委員会家庭集会
《予 定》
・6/22 足利 RC 最終例会
会長・会長ｴﾚｸﾄ・Evan・桑原ｶｳﾝｾﾗｰ 出席
・6/23～6/27 国際大会(トロント) 疋田 PG
・6/25 例会休会
・6/26 RAC 最終例会 会長、松田次年度青少年奉
仕委員長、桑原次年度青少年奉仕委員
青少年交換学生 柴﨑葵衣さん帰国
・6/30 次年度第 1 回定例理事会 たつ吉

幹事報告
・桐生西、桐生中央、桐生赤城の各 RC より週報到着。
・次週２５日例会は、休会です。
次回例会は、７月２日(月)松島年度初例会となります
ので、お間違えのないようお気をつけ下さい。

委員会報告
ニコニコボックス
前原勝君…1 年間全会員の皆様のご協力誠にありがと
うございました。お陰様で今日の最終例会を無事に迎
えられました／園田誠君…皆様 1 年間ありがとうござい
ました／森末廣君、後藤圭一君、新井智二君、岩崎靖
司君、味戸克之君…結婚祝／後藤圭一君、新井智二
君…誕生祝／新井智二君、岩崎靖司君…写真戴きま
した。
卓 話

「一年を振り返って」
会長 前原 勝君
本日ここに最終例会の日を無事に迎えることができまし
たのは、全会員の皆様方の絶大なるご協力の賜物であ
ると改めて改めて心より感謝申し上げる次第です。
「一年をふり返って」というテーマですが、ここで少しだけ
お時間を頂き、会長をお引受けした遠いルーツでありま
す今から 49 年前の話から始めたいと思います。
今日は久々に前原勝良会員もご出席ですので、同会
員のお父上であります故前原勝樹パストガバナーの時
代のお話ですが、その当時は新潟・群馬・栃木・茨城の
4 県 1 区の 355 地区で前原ガバナーの直前が日光金
谷ホテルオーナーで宇都宮 RC に金谷正男ガバナー、
そして直後は新潟 RC の伊藤辰治ガバナーでこの方は
新潟大学医学部の病理学教授でした。この伊藤ガバナ
ー年度に開催された新潟市での地区大会に桐生 RC 会
員であった父に連れられて参加したのが私と RC との最
初の出会いであります。その後は、家族会員として時々
RC の行事に参加してまいりましたが正会員としての入
会は、37 歳の時でまだ桐生 JC のメンバーでしたから 3
年間は RC と JC の掛け持ちでした。入会時はチャータ
ーメンバーはじめ大御所の長老方が名を連ねる中で、
10 年間くらいはただ大人しく出席しているだけのとても
消極的なメンバーでした。そんな私に転機が訪れたの
が 2001 年度～2002 年度の藤江聡吉会長の幹事として
ご指名を頂いてからです。1 年間は自分なりに頑張りま
したが、その後は自クラブの委員長などを地味に務めて
来ましたが疋田ガバナー年度の地区副幹事を務めたの
が地区での唯一のお役目でした。50 歳からは教育委員
の職務が忙しく RC の方は他クラブメークが続きましたの
で、これ以上の役職は全く考えておりませんでした。とこ
ろが一昨年の夏に突然、北川洋パスト会長から会長就
任のお話を頂きましたので、当初は丁重にご辞退させ

て頂いたのですが、順番でどうしても引き受けてもらわ
なければ困るとのお言葉と大友会員が副会長となって
万全のフォローをして頂けるとのご配慮に押される形で
会長をお引受した次第です。
さて、いよいよ年度の準備段階に入りますと幹事をお
引受下さった園田誠会員がその卓越した社交性と交渉
力をもってまずは最強の理事役員さん達を選出して頂
き、人事全般に渡って安心してお願いする事が出来た
のはとても幸いでした。最初の地区行事の PETS では、
田中久夫ガバナーの強力なリーダーシップのもと「会員
増強と公共イメージ向上」のスローガンが提示され地区
目標の実現に一丸となって取組む決意を新たに致しま
したが私の力不足もあり、充分な達成には程遠かったこ
とは否めません。いよいよ新年度が始まると同時に桐生
5RC 会長幹事会が動き出し 8 月 27 日(日)の田中ガバ
ナー合同公式訪問に向けた打合せや役割分担、シュミ
レーション会議が繰り返されとても充実した活動と分区
内の結束が計れたと思います。その後も 10 月の合同例
会や 4 月の IM などで本年度は 5RC が最後の活動に
相応しい「有終の美」を飾れたと言えるでしょう。11 月に
実施した「未来の夢計画」に向けては未来企画委員会
の桑原委員長が絶大な力を発揮され主任児童委員を
お務めの家族会員である奥様のご協力も頂いて社会福
祉協議会の子育て小屋に会員各位のご協力のもと例会
で磨き上げた木のオモチャや様々な玩具を寄贈するこ
とが実現し先方からも大変感謝のお言葉を頂くことが出
来ました。職業柄年末年始の 12 月～1 月が余り動けな
かったため 3 月 11 日の「桐生 RC 創立 65 周年」に向け
て本格的に動き出したのが 2 月でしたので、記念事業
等では会員各位のご意向も存分にくみ取る時間的余裕
もなく当日を迎えましたが、ここでも未来企画委員会の
桑原委員長のリーダーシップのもと委員会メンバーの結
束で立派に乗り切ることが出来、また荒木千恵子会員
が現代の名工として創作された立派な刺繍画作品を記
念事業として、創立 100 周年を迎える桐生倶楽部に寄
贈することが出来ました。4 月以降にも様々な内外の行
事が重なりましたが、特に今年度は長期交換留学生の
Evan 君を 1 年間お世話し、ホストファミリーの柴﨑家、
木村家、須永家はもちろんの事、桑原カウンセラーはじ
め多くの会員の皆様方から心暖まるご支援を頂き Evan
君も様々に貴重な体験を積んで成長し、米山奨学生の
沈君や孫さん共々、充実した国際交流が実現出来まし
た。この 1 年間毎週の例会を設営して下さった S.A.A の
皆様、納涼会や忘年会、家族会旅行を企画して頂いた
親睦活動委員会の皆様方に改めて御礼申し上げ何か
と力不足であった会長の私を支えて本日の最終例会を
恙なく安泰の内に迎えさせて下さった理事役員をはじ
め全会員、そして事務局員の皆様方全員に心から深く
感謝し、最終例会のスピーチとさせて頂きます。一年間
本当にありがとうございました。

「一年を振り返って」
幹事 園田 誠君
一年間幹事を務めさせていただき、色々な経験をさせ
ていただきました。思い出は老後の？楽しみにさせてい
ただきたいと思います。前原会長をはじめ、理事役員、
委員長、会員の皆様、そして田村さんには大変お世話
になり、心の底から感謝を申し上げます。本当にありが
とうございました。
乾 杯

副会長 大友 一 之君

会食歓談

Evan 君 ダンス披露

閉会の挨拶

会長ノミニー 須永 博之君

