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１．点
鐘
２．ロータリーソング
３．委嘱状伝達
４．会長報告
５．幹事報告

６．食
事
７．委員会報告
８．クラブフォーラム
９．点
鐘
１０．ロータリーソング

◆委嘱状伝達
地区ロータリー財団

グローバル補助金委員
家住慧路君
竹内ガバナー
からの委嘱状を
伝達しました。
◆会長報告
向田会長
１．先週の土曜日 １２ 日、ガバナー補佐・委員長合同会
議が前橋問屋センター会館で開催され、当クラブか
ら下井田地区補助金委員長が出席されました。ご苦
労様でした。
２． ２１ 日 (月 )の海の日に、群馬県自閉症協会主催の、
夏季療育キャンプにご招待頂きました。阿左美年度
の地区補助金事業では、自閉症者とその家族の実情
を、地域の方々に広く知っていただく活動を支援致
しましたし、ＩＭでは髙森直前幹事より感動的な発
表をして頂きました。今回のキャンプでも、自閉症
者とその家族の皆さんと交流を行って、少しでも理
解して頂きたいとの思いから 、お声掛け頂きました 。
場所は東毛青少年自然の家で、午前 １１ 時からお昼を
頂きながら歓談して参ります。私と幹事で参加する
予定ですが、 ４ 名まで大丈夫だそうですので、ご都
合がつきましたら、是非お申し出ください。
３．国際ロータリーのホームページが昨年あたりから
一新されました。事務手続きはすべてＩＤ･パスワー
ドを取得した会長、幹事、事務局員がネット上から
行える様になっています。一般会員にも、是非「 My
Rotary」 にアカウント登録して頂いて、 RI のホーム
ページから色々な情報やデータを入手して頂きたい
と思います。ただ、手続きが上手く出来ないなど、
問い合わせがたくさん日本事務局に寄せられている
そうで、この度 、「 My Rotary」 アカウント登録の手
引きが配信されました。ご興味の有る方は、事務局
までお問い合わせください。
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役員･委員長就任挨拶
例会終了後例会運営委員会開催

◆幹事報告
横塚幹事
◇例会終了後、例会運営委員会を行います。
◇ハイライトよねやま１７２が配信されました。（各テーブルに配布）
◇下記のものが届いております。
・伊勢崎ＲＣより創立 ６０ 周年記念誌
・つつじケ丘チャリティコンサートの招待券とご案内
・桐生市社会福祉協議会より｢福祉ぐんま第 ２４９ 号｣
・Ａ＆Ｚ様より暑中見舞いはがき
◇例会変更のお知らせ
桐生南ＲＣ 8/6､8/13(休)､8/20 太田西ＲＣ 8/13､8/20
◇クラブ会報が到着しています
桐生ＲＣ 7/14
桐生南ＲＣ 7/2､7/9
桐生中央ＲＣ 7/10
桐生赤城ＲＣ 7/8
◆食事メニュー
１２５１キロカロリー
豚 肉 の 胡 麻 風 味 ､海老ととうもろこし のソテー､香の物､
トマトと蒸し鶏のスープ､帆立のサラダ､白飯､コーヒーゼリー
◆委員会報告
□クラブ運営委員会
◇出席報告
石川クラブ運営委員
総数 ５５ 名（免除者 ９ 名の内 ５ 名出席の為 ４ 名を除く）
出席率対象者 ５１ 名、
出席率対象者出席人数 ４２ 名
欠席者 ９ 名(内前メイク ４ 名)
出席率 ９０.２０ ％
前々例会修正出席率 １００ ％
（最終欠席者０名）
□拠金委員会
◇ニコニコＢＯＸ
福島拠金委員
クラブフォーラム宜しくお願いします
向田君､横塚君
就任挨拶をさせていただきます
霜村君
広報委員会を宜しくお願いします
新木君
真夏が来ます｡体に気を付けましょう
福島君
初醵金です｡これから宜しくお願いします
阿部君
なかなか梅雨が明けませんね
野田君
禁煙５日目です
乾君
向田会長､横塚幹事､年度スタートおめでとうござい
ます
家住君
会長幹事､２１日自閉症協会キャンプではお世話になり
ます
髙森君
遅刻して申し訳ありません｡６４歳の友とお別れしてき
ました
野村君
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◇ロータリー財団
早川拠金委員
クラブフォーラム宜しくお願いします
向田君
就任挨拶をさせていただきます
霜村君
広報委員会を宜しくお願いします
新木君
真夏が来ます｡体に気を付けましょう
福島君
ご指導の程よろしくお願いします
阿部君
早く梅雨明けます様に
野田君
タバコ吸いたいです
乾君
ヨーロッパに行って来ました
家住君
つつじケ丘学園の小林幸子チャリティショー宜しく
お願いします
江原君
◇米山ＢＯＸ
七五三木米山奨学担当
クラブフォーラム宜しくお願いします
向田君
就任挨拶をさせていただきます
霜村君
広報委員会を宜しくお願いします
新木君
真夏が来ます｡体に気を付けましょう
福島君
初めての拠金です
阿部君
孫が ９日にアメリカに帰りました
家住君
つつじケ丘学園の小林幸子チャリティショー宜しく
お願いします
江原君
◆クラブフォーラム

ータリーへの理解が進みました。
その中で感じたことは、クラブの運営を円滑に行う
には、適切な資金の管理が一つの重要な鍵になるとい
うことです。
過去数年間の収支の状況を視ますと、収入を支出が
上回る状況で推移しています。本年度の予算も大変厳
しい状況に置かれており、財務の健全化は、喫緊の問
題となっています。財政諮問委員会の設置も決まりま
した。
この様な状況の中、会計の役割はますます大切にな
っていると再認識しております。この認識を深く心に
刻み、一層の努力をさせて頂く所存でございます。ま
た、この難局を打開するには、会員皆様のご協力が必
要不可欠であります。何とぞ、宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

幹

事

役員・委員長 就任挨拶
横 塚 直 人

会長エレクト

向田年度の幹事をやらせて頂きます横塚です。ロー
タリー歴 ８年になりますが、半年位前から改めてロータ
リーの勉強をさせて頂いております。そういった中で、
桐生西ロータリークラブは素晴らしいクラブだと改め
て認識しているところです。向田会長が掲げられた会
員増強と親睦を支えて参りたいと思います。至らぬ点
は多々ありますが、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い
致します。

近 藤 幸 利

向田年度の会長エレクトに就任致しました近藤です。
この大役を担うにあたり、 ４３ 年の長きに亘り、先輩諸
氏が築き上げた桐生西ロータリークラブの歴史の重み
を感じて、身の引き締まる思いであります。
今年一年は、向田会長からクラブ運営等、色々教え
て頂き、次年度に活かせるようにしっかり勉強してい
く所存であります。また、学ぶだけでなく、向田年度
の活動方針、数値目標の達成に向けて努力致します。
今年度のロータリーテーマや地区目標を受けて、会
長挨拶の中で 、「ぜひ我々も一人一人が輝き、クラブが
さらに活性化されるような活動をして、素晴らしい桐
生西ＲＣの物語を築いて参りましょう」と、述べられ
ていました。私も皆様のご協力を頂いて、この役割を
果たして参りたいと考えております。どうぞ、一年間、
宜しくお願い致します。

会

奉仕プロジェクト委員長

霜 村 年 勇

向田年度、奉仕プロジェクト委員長を担当する霜村
です。宜しくお願い致します。
奉仕プロジェクト委員会には５つのセクションがあり、
各々の担当には、職業奉仕は江原さん、社会奉仕は坪
井さん、国際奉仕･友情交換は新井さん、新世代奉仕の
ローターアクト担当は津久井さん、インターアクト担
当は東郷学さん、委員とては、矢野さん、須田さん、
羽鳥さん、田﨑さん、近藤さん、乾さん、小林聡さん、
以上の１３名で奉仕プロジェクト委員会を運営致します。
クラブ･リーダーシップ･プラン（ＣＬＰ）の採用に
より、奉仕プロジェクト委員長は私で４代目となりま
すが、初代委員長の下井田さんが作成された奉仕プロ
ジェクト委員会大日程表と、桐生西ロータリークラブ
の奉仕活動の小冊子の活用により、各委員の行動の計
画がスムーズに行えるようになり 、感謝しております 。
活動方針は 、「桐生西クラブの奉仕活動の歴史と伝統
を守り各事業を行いたいと思います 。」

計

小 林 惠 司

本年度、会計を仰せつかりました小林でございます。
どうかよろしくお願い致します。
私もロータリーに入って６年目を迎え、加えて過去
２年間会計を担当することで、お金の流れを通じてロ
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活動計画は、職業奉仕については、職業奉仕月間の
１０ 月に施設優良職員表彰を、 １１ 月には向田会長のクラ
ブ活動方針にある「はーとふるチハヤの職場訪問」を
行いたいと思います。
社会奉仕については、毎年行われています桐生市と
みどり市の社会を明るくする運動の参加、高津戸荘行
事については、納涼祭参加、敬老の日の訪問、クリス
マスケーキ寄贈、観桜会の共催を計画しています。早
朝清掃は１０月頃を計画しています。
国際奉仕･友情交換については、友好クラブの栃尾ロ
ータリークラブとの親睦事業の計画、群馬大学理工学
部留学生交流会の参加などです。
ローターアクトについては、桐生西ローターアクト
クラブの例会参加、ライラ研修参加を計画しています。
インターアクトについては、進路支援講話は青山君
の協力によりより実施しました。模擬面接も会員皆様
の協力のもと ８ 月 ２６ ～ ２８ 日に予定しています。 ７ 月 ５ 日
のインターアクト合同会議にも参加しました。 ２６ 日の
インターアクト年次大会も参加を予定しています。
以上が奉仕プロジェクト委員会の活動計画です。向
田年度の目標を達成するべく、頑張りたいと思います。
一年間、宜しくお願い致します。

は、事務局の清水さん依存ですが、評価を落とすこと
の無いよう、委員会･担当共に総力で協力して行くつも
りですので、皆様にも投稿・寄稿を宜しくお願い致し
ます。
具体的な活動方針・活動計画は、現況報告書に報告
させて頂きます。
以上で、この場での就任挨拶とさせて頂きます。
向田年度広報活動委員会を宜しくお願い申し上げます。

クラブ運営委員長

下井田 秀一

広報活動委員長

新 木 明 夫

向田年度、広報活動委員会を担当致します新木です。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
委員会内でのクラブ会報･雑誌担当には鳥嶋隆一パス
ト会長に、歴史編纂･ＩＴ･ＣＩＣＯ担当にはＩＴに精
通しております羽鳥隆パスト会長に引き続きお願い致
しました。
委員には、クラブ研修リーダーとの兼任で金子福松
パスト会長、そしてベテランの岡田善孝君、若手実力
者の栗原秀一君と、会長経験者やロータリー活動に積
極的なベテラン・若手の人選を配慮して頂きました。
広報活動委員会の活動としては、地域社会に対する
対外的なものと、クラブ内・ロータリー内に対するも
のとありますが、対外的なものについては、例年通り
のスケジュールで現に実行しており、又、今後も機会
や行事をとらえて積極的に行って参りたいと考えてお
りますので、ご協力を宜しくお願い申し上げます。
クラブ内活動に関しては、今年度、向田会長のクラ
ブ活動方針のなかに、
“例会時おける「ロータリーの友」
に関する勉強会をさらに充実したい”とあります 。「ロ
ータリーの友」は当委員会のクラブ会報･雑誌の鳥嶋パ
スト会長の担当でありますし、向田会長の考えは未だ
十分に伺っておりませんが、勉強会のリーダーはクラ
ブ研修リーダーの金子パスト会長がなられると思いま
す。金子パスト会長も今年度の広報活動委員でもあり
ますので、広報活動委員会上げて、この件に関し協力
させて頂きたいと思います。
そのほか内外ともに評価の高いクラブ会報について
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向田年度のクラブ運営委員長を務めさせて頂きます
下井田でございます。
当委員会は、以前は単独の委員会であった出席・プ
ログラム・親睦・健康管理を、それぞれ担当という形
にして、クラブ運営委員会という名の元に一括りにし
ています。
クラブ運営委員会全体のクラブでの役割は、ＣＬＰ
の推進役を担っています。また四大奉仕に例えるとま
さにクラブ奉仕にあたりますので、大所帯を活かしな
がら、クラブの色々な運営を効率良く行って参ります。
新入会員は、クラブ運営委員会に、特に親睦に組み
込まれます。早くクラブに馴染む様に、その調整役が
私の役目かと思っております。
出席担当が栗原幸三会員、プログラム担当が家住慧
路会員、親睦担当が中野幸三郎会員、健康管理担当が
東郷庸史会員で、この方達が以前の委員長さんにあた
ります。委員の総数は ２７ 名で、クラブの約半数を占め
ています。
それでは各担当の活動方針･計画を申し上げます。最
初にプログラムですが、
１.ＣＬＰの推進をプログラムの編成において助長する。
２.基本的に毎月第２例会日に出席 １００％表彰､結婚､誕生
祝いを行う。
３ .基本的に毎月第 ２ 例会日に新会員卓話､会員 ５ 分間ス
ピーチを行う。
４.例会運営委員会においてプログラム編成を行う。
５ .後期に例会変更が集中しないように年間を通してバ
ランス良くプログラムの編成を行う。
６.ロータリーの月間テーマを意識し､例会の魅力を高め
る為､会員各位に卓話者の推薦､協力をお願いする。
以上の６項目を、家住担当より提出して頂きました。
２番目は親睦についてです。
１.通常例会では、
ネームプレートの配布。ビジターの受け入れ。
ロータリーの友の配布。
２.他の委員会主催の例会のお手伝い。
３.結婚･誕生祝いを行う。
４.納涼家族会･忘年家族会･秋の食事会･春の家族会行事
を計画実施する。
以上の内容を、中野担当からいただいております。
次に出席ですが、
１.出席率９２％以上を目標とする。
２.ＳＡＡと協調して無断欠席が無いよう対処する。
３.欠席者の状況を把握してメークアップの依頼をする。
４.毎月第２例会で出席１００％表彰をする。
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５ .毎例会で出席状況を報告する。
以上が栗原幸三担当が提出された内容です。
最後に健康管理について、東郷庸史担当より下記の
通り頂いております。
「桐生西ロータリークラブの会員並びに家族の健康管
理を中心に活動します。
年に一度、桐生メディカルセンターにおいて、早朝
検診を実施し、疾病の早期発見につとめ、安心な生
活を目的にしていきます 。」
以上、各担当が掲げた活動方針と計画です。それぞれ
力強く意欲を持って取り組んでいる姿勢が伺え、頼も
しく感じております。
それでは、未だ時間がありますので、新入会員も増
えた事もあり、ＣＬＰについて説明させて頂きます。
ＣＬＰはクラブ･リーダーシップ･プランの略です。
ＲＩからＤＬＰ(地区リーダーシップ･プラン)に倣って
各クラブも推進して行く様にという方針に従って、中
野会長年度( ２００７～０８ 年度)の時に、当クラブも従来
の会務分担を変更致しました。
このＣＬＰの狙いは、第１にクラブの活性化です。
どの様にクラブを活性化して行くかは、ＣＬＰの中身
になりますが、 １ つは組織です。先程もお話ししまし
た様に、出席・プログラム・親睦・健康管理を一つに
まとめてクラブ運営委員会にしました。これがどうし
て活性化に繋がるのかと申しますと、約 ３０ 名近くいる
クラブ運営委員会を夫々に割り振ってしまうと、親睦
委員会は ２０ 名を切ってしまい、過去にも酷い時は １０ 名
位の時もありました。それで垣根を取り払って ３０ 名が
総力をあげて行えば、行事の成功、ひいてはクラブの
活性化に繋がります。奉仕プロジェクト委員会も同様
で、職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・新世代奉仕の各
委員会を一つの委員会にして、一つのプロジェクトを
委員会全体で協力しあって成功させて行こうという事
です 。組織を柔軟にしながら活力を出す事が目的です 。
２つ目の狙いは 、長期戦略をクラブで立てる事です 。
長期戦略とは、クラブが継続して何を行って行くかで
す 。ロータリー年度 、そして会長年度は単年度ですが 、
何年か掛けてどの様にクラブを盛り立てて行くか、或
いは長期的にクラブが向く方向を決める事です。それ
に関しては、私の年度・片貝年度・江原年度( ２００９～
２０１２年 )の ３ 年間を掛けて、検討しより定着させて行
くよう取り組みました。これが当クラブにおける本格
実施を行った時期にあたると思います。これで委員会
編成は成功したと私は思っています。
それでは長期目標はどうなのかと申しますと、緩や
かに出来ていて順調に行っていると思います。当クラ
ブの長期目標は具体的には 、『桐生西ロータリークラブ
の奉仕活動』という冊子を作って、歴史と伝統のある
奉仕活動を再確認しつつ継続し、時代の推移に合わせ
て変えるものは変えて行き、しかし基本的に守って行
く 、これが奉仕活動に関する当クラブの長期目標です 。
しかし、長期目標は奉仕活動だけでは無く、クラブ
運営そのものを、 ２～３ 年後、或いは ５ 年後、 １０ 年後、
計画的にどの様にして行くかを決める事です。それに
は収入金額＝会員数を決めて行かないと計画できませ
ん。でも、それに縛られ過ぎるのも疑問に感じました
ので 、その辺に関しては当初は緩やかにしてきました 。
そして 、現実はどうでしょうか？会員も新会員が増え 、
財政諮問委員会も創設されました。まさに、これがＣ
ＬＰの長期目標に他ならないと思います。最初は組織
の見直しから始まり、奉仕活動の長期計画を経て、予
算（＝会員数）の見直しに入って行っている。客観的
にみて、ＣＬＰの狙い通りに進んでいて、順調に運営
されているクラブだと、評価できると思います。
以上でＣＬＰの解説とさせて頂きます。
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群馬県自閉症協会 夏季療育キャンプ に参加
７月２１
日(月)の
海の日に、
東毛青少
年自然の
家での、
群馬県自
閉症協会
主催『夏
季療育キ
ャンプ』
にご招待いただき、向田靖会長と横塚直人幹事が参加
して参りました。
お茶菓子の差し入れを持って向田会長と横塚幹事が
お邪魔した１１時頃には、昼食のうどん作りをみなさん
でされていて、殆ど出来上がった状態でした。一緒に
お手製のうどんを頂いて、前日に栃木県壬生市にみん
なで遊びに行かれたお話しなどお聞きして、楽しく情
報交換をして参りました。
このキャンプは毎年開催されているそうで、今回は
８家族と６名のボランティアさんが参加されて居りまし
た。この様な交流の場に参加して、自閉症者とその家
族の実態を知り、地域社会の一層の理解に繋がること
を期待してやみません。

つつじケ丘チャリティコンサート

『小林幸子ショー』チケット購入のお願い
つつじケ丘手をつなぐ友の会(会長 江原利夫)主催、
桐生西ロータリークラブ他後援のチャリティコンサー
ト『小林幸子ショー』のチケット購入にご協力下さい。
９月１４日(日)
昼の部 ＰＭ１:００開演
夜の部 ＰＭ５:００開演
桐生市市民文化会館
シルクホール
Ｓ席／６，０００円
Ａ席／５，０００円
２Ｆ自由席／３，０００円
（昼の部Ｓ席は完売)
お申込は事務局迄

赤 城 鉱 油 ㈱
代表取締役社長 阿 部 一 幸
みどり市大間々町大間々1668
℡０２７７－７３－０１９４
《 次 例 会 予告》
８月１日(金) クラブフォーラム 『会員増強について』
８月の出席100％表彰、誕生･結婚祝い

