Ｎｏ．１９５０

２０１４年８月１日発行

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

第２０６９例会（2014・7・25）報告

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

１．点
鐘
２．ロータリーソング
３．来訪者紹介
４．会長報告
５．幹事報告

６．食
事
７．委員会報告
８．地区ローターアクト代表挨拶
９．ガバナー補佐挨拶
１０．点
鐘

◆ビジター
第２分区Ａガバナー補佐（桐生ＲＣ）竹内 靖博君
地区ローターアクト代表（藤岡ＲＡＣ会長） 大塚ともみさん
◆会長報告
向田会長
１．桐生西ローターアクトの初例会が、昨晩、希望の
家会議室をお借りして開催されました。今年度は、
希望の家勤務の杉澤君(会長)とファトマニタさん(幹
事)、そして当クラブの米山奨学生レミンチー君、チ
ー君の友人で桐生赤城ＲＣの米山奨学生ヴォーチー
タン君の４名で活動します。当クラブから私と津久
井ＲＡ担当、乾副幹事が出席しました。皆様の事業
所等でローターアクトに相応しい若者を、是非ご紹
介頂きたいと思います。
２．明日 ２６ 日 (土 )、インターアクト年次大会が利根商
業高校で開催されます。当クラブから霜村奉仕プロ
ジェクト委員長が、大間々高校ＩＡＣから今井先生
と生徒さん ２ 名が参加されます。
３．同じく明日午後１時からの高津戸荘の納涼祭にご
招待頂きまして 、私と乾副幹事で参加して参ります。
４． ８ 月 １ 日の次例会ですが、当初のプログラムを変更
して、クラブフォーラムを行うことになりました。
内容は、会員増強についてです。会員組織委員会さ
んが担当されます 。皆様のご出席をお願い致します。
◆幹事報告
乾副幹事
◇例会終了後、納涼家族会打合せ会を行います。
◇本田Ｇ年度のガバナー月信終刊号が配信されました 。
◇ ７ 月 １７ 日に大間々高校ＩＡＣの奉仕活動が、 ２４ 日に
暑中見舞広告が、桐生タイムス紙に掲載されました。
◇ 遠藤瑞香さんピアノコンサートチケット購入にご協力下さい。
◇ Ｇ事務所夏季休暇のお知らせ。8月11日(月)～15日(金)
◇例会変更のお知らせ
桐生ＲＣ 8/11(休)､8/25
藤岡南ＲＣ 8/15(休)､8/22
藤岡ＲＣ 8/7､8/14(休)､8/21､8/28 藤岡北ＲＣ 8/12(休)
◇クラブ会報が到着しています
桐生中央ＲＣ 7/17
桐生赤城ＲＣ 7/15
◆食事メニュー
１３１１キロカロリー
肉じゃが、鯖の塩糀焼き、鮪の山かけ、香の物、
茄子とみょうがの味噌汁、白飯、みかんゼリー
◆委員会報告
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大塚ともみさん
竹内 靖博君

□クラブ運営委員会
◇出席報告
栗原(幸)出席担当
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 ４１名
欠席者 １０ 名(内前メイク ８名)
出席率 ９６.０８％
前々例会修正出席率 ９８.０８％
（最終欠席者１名）
□拠金委員会
◇ニコニコＢＯＸ
今泉拠金委員
ご挨拶にお伺い致しました｡次回は公式訪問になりま
す
ガバナー補佐･竹内君
竹内ガバナー補佐のご来訪を歓迎いたします
向田君､奥村君､前原君､今泉君､中野君､
下城さん､花房君､近藤君､阿左美君､
根本君､家住君､髙森君､正田君
大間々新里地区新会員歓迎会では大変ありがとうご
ざいました
青山君､齋藤 (学)君
真夏の暑さに負けないようにしましょう
福島君
熱中症予防には｢麦茶｣が有効です
野田君
７月例会全部(４回)出席です
新井君
リサイクル募金ご協力ありがとうございます 舩戸君
◇ロータリー財団
早川拠金委員
竹内ガバナー補佐､卓話よろしくお願い致します
向田君､奥村君､今泉君､下城さん､近藤君､舩戸君
地区ＲＡ代表･大塚様ようこそ
前原君
大間々新里地区新会員歓迎会では大変ありがとうご
ざいました
青山君､齋藤 (学)君
水曜日の歓迎会に出席して頂いた方々ありがとうご
ざいました
新井君
諸先輩の皆様､先日はありがとうございました 髙森君
阿左美さん､髙森さん､過日はありがとうございまし
た
正田君
昨日､本田直前ガバナーと納涼会でした
阿左美君
真夏の暑さに負けないようにしましょう
福島君
相次ぐ飛行機事故の犠牲者のご冥福をお祈り致しま
す
野村君
◇米山ＢＯＸ
七五三木米山奨学担当
竹内ガバナー補佐､一年間宜しくお願い致します
向田君､奥村君､前原君､下城さん､
近藤君､舩戸君､七五三木君

桐生西ロータリークラブ
大間々新里の皆さんありがとうございました 青山君
水曜日の歓迎会に出席して頂いた方々ありがとうご
ざいました
新井君
阿左美さん､連日お世話になります
髙森君
熱中症予防には｢麦茶｣がお勧めです
野田君
下城さんの初登庁を祝して
正田君
□ゴルフ部
羽鳥部員
ゴルフ部のハンディキャップの集計を担当してお
ります羽鳥です。一年おきに改正を行う決まりにな
っており、今年がその年です。昨晩徹夜で作成し、
部員の皆様に配布致しました。新しい部員が増え ３０
名になりました。計算の仕方は裏面に書いてある通
りですが、ご不満の方もいらっしゃると思います。
間違い以外は受付けられませんので 、ご了承下さい 。
◆地区ローターアクト代表挨拶

就

任

挨

拶

第２分区Ａ
ガバナー補佐

竹 内 靖 博 君
（桐生ＲＣ）

大塚ともみさん
（藤岡ＲＡＣ会長）
今年度地区 ＲＡ の代表を務め
させて頂きますので、是非、顔と
名前を憶えて頂きたいと思いまし
て、訪問させて頂きました。
地区内 ４６ＲＣ ある中で、桐生西さんの様にインタ
ーアクトとローターアクトの両方提唱されているの
は ７ クラブしかありません。それだけ青少年活動に
熱心でご理解あるクラブさんだと思います。
今年度、 ＲＡ 地区年次大会を ４ 月 ４ 日(土)に開催す
る事なりました。一人でも多くのロータリーの皆様
に参加して頂いて、 ＲＡ が頑張っている姿を見て頂
きたいと思います。式典ですので、堅苦しい内容で
行っている地区が多い中、私達はエンターテインメ
ントを取り入れて、会場全体が楽しめる企画を行っ
ていて、とても好評を頂いています。
百名近くおりました会員が、今年は ７５名まで落ち
込んでしまいました。是非、会員増強ににもご協力
頂きたいと思います。それには、個々のクラブで頑
張るのでなく、横の繋がりを大切にして、新しいメ
ンバーを地区全体で迎えてあげる気持ちで取組んで
行きたい思います。どうぞ、宜しくお願い致します 。

桐生西ローターアクト『
『初例会
初例会』
』開催
７ 月 ２４ 日 （木）午後７時 から、希望の家療育病院 ２ Ｆ
会議室で、桐生西ローターアクトクラブ初例会が行わ
れ、当クラブから向田靖会長、津久井正義ＲＡ担当委
員、乾和久副幹事の３名が出席しました。
今年度は、米山奨学生 ２ 名が加わり、会員 ４名でス
タート
しまし
た。来
年創立
２５ 年目
を迎え、
会員増
強と今
後の活
動が期
待され
ます 。
前列左からチー君､杉澤会長､チータン君､(ﾌｧﾄﾏﾆﾀさんｲﾝﾄﾞﾈｼｱ帰国中)

《 次 例 会 予告》
８月１０日(日)
地 区 大 会
点鐘 ＡＭ９:３０、 会場 新田文化会館エアリスホール
８月１５日(金)は公式休会です
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本日は、公式訪問前にご挨拶に参りました。
私は仕事の関係で以前東京に住んでおりまして、東
京の青年会議所や ＰＴＡ 、商工会議所などに所属してお
りました。ある時、先輩の東京西ＲＣ会長から新しい ＲＣ
を作るので手伝った欲しいと言われました。それが東
京恵比寿 ＲＣ です。例会場はウエスティンホテルで、例
会日は火曜日と決まり、 １９年前に出来ました。 ２００１年
には東京渋谷 ＲＣ を親クラブとして設立しております。
恵比寿には恵比須ガーデンプレイスという複合施設
があり、サッポロビール工場跡地です。サッポロビー
ルの前身の日本麦酒醸造会社が作ったビールが恵比寿
ビールで、その名前が地名になりました。ヱビスビー
ルはアルファベット表示で「 YEBISU」ですが、恵比寿
駅も東京恵比寿 ＲＣ も「 EBISU」です。外国人が発音す
ると「 YEBISU」はエビス 、「 EBISU」はイビスとなっ
てしまうのですが、多数決で「EBISU」に決まりました 。
東京は ２ つの地区に分かれ、東京恵比寿 ＲＣは ２７５０地区
に属します。グァムやミクロネシア等も入って ９５(内国
内８７)クラブあります。ですからガバナーは公式訪問は
とても大変です。
実は以前私は貴クラブに何度もメイクにお伺いしま
した。家の事情で桐生に戻ることになり、桐生西さん
からもお誘い頂きましたが、仕事場から例会場が直ぐ
の桐生 ＲＣ に最終的に移籍致しました。この度私が会長
経験者でなければなれないガバナー補佐に就任したの
は、東京恵比寿ＲＣでの会長職の経歴があったからです。
私は ２ 年会長を務めました。私の前の ５代目の会長を女
優の司葉子さんが、 ６代目が私、私の次の会長が就任後
間もなく亡くなってしまった為です。今年の ２７５０地区
のガバナーも国際協議会後急逝されてしまい、現ガバ
ナーは再任者が務められています。
東京恵比寿 ＲＣ は女性会員が沢山おります。もともと
ＲＣ は男性のクラブでした。それがカリフォルニア州の
ディアーテ ＲＣ がＲＩに内緒で女性を入会させたことから
訴訟問題となり、最終的に １９８７年米国連邦最高裁の判
決を機に、女性会員が認められるようになりました。
私の所属クラブの桐生 ＲＣ は、現在まで女性会員が一
人もおりません。一昨年度、疋田ガバナーを輩出し、
東京恵比寿 ＲＣ の司葉子さんと海沼美智子さんをパネラ
ーにお迎えして女性フォーラムを開催しました。また
ある時、私が女性会員について卓話を依頼された際、
桐生 ＲＣ が女性会員を受け入れない選択肢はもはや無い
と申し上げましたら、万雷の拍手を頂きました。その
様な経緯を経て、ついに女性会員 ５名が ２８日(月)に桐生
ＲＣ に入会することになりました。今後は女性会員を増
やさないと会員増強は難しいと思いますし、ロータリ
ーはもうステイタスの時代ではなく、公共イメージで
一般の方々に広く知って頂く方向に進んでおります。
本日は、東京恵比寿 ＲＣ の裏話を中心にお話しさせて
頂きました。ご清聴ありがとうございました。

