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１．点
鐘
２．国歌斉唱
３．四つのテストソング
４．来訪者紹介
５．会長報告
６．幹事報告

７．食
事
８．委員会報告
９．年次総会
１０．点
鐘
１１．ロータリーソング
例会終了後定例理事会開催

開

2014－15年度

催

次年度理事役員決定!!
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信任を受けて次年度理事会メンバーを代表して
近藤会長エレクトからご挨拶を頂きました。

２０１４－１５年度の年次総会が５日(金)、１２月の第１例会に開催されました。第１号議案の次次年度会長並びに次年度
理事役員の選挙では、出席会員４５名の満票で指名された全員が信任されました。尚、次年度会長は既に近藤幸利君が
決定しております。他に議案はなく、向田議長と正田選挙管理委員長のスムーズな采配により無事終了しました。

左から書記:花房ＳＡＡ､選管委員長:正田理事､議長:向田会長､立会人:下井田･新木･霜村各理事､司会:横塚幹事
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出席会員による投票風景

桐生西ロータリークラブ
◆ビジター
伊勢崎中央ＲＣ
大平雄伸君
桐生赤城ＲＣ
田村浩道君
◆会長報告
向田会長
１．先週のはーとふるチハヤさんの職場訪問では、石
戸施設長様はじめ施設の皆様、霜村奉仕プロジェク
ト委員長、江原職業奉仕担当、そして駐車場案内の
お手伝いをして頂きましたクラブ運営委員の皆様に
お世話になり、ありがとうございました。
２． １２ 月 １ 日 (月 )午後 ６ 時半から美喜仁に於いてＩＭの
事業部会が開催されました。クラブを代表してＩＭ
事業企画メンバーを委嘱された下井田理事と霜村理
事のお二人が出席されました。
３．昨晩、海鮮ダイニング美喜仁において、ＩＭの議
題を中心に桐生 ５ ＲＣ会長幹事会が行われました。
４．年次総会が開催されますので、今晩、庄屋久平に
て、近藤年度の第１回打合会が予定されています。
５．明日土曜日正午から前橋商工会議所で米山学友会
の忘年会が行われ、米山カウンセラーの小林惠司君
と奨学生のチー君が参加されます。
６． ８ 日 (月 )夜 ７ 時から一乃蔵で桐生地区の女性会員の
集まりがあり、当クラブの女性会員３名が参加されます。
◆幹事報告
横塚幹事
◇本日例会終了後、定例理事会を１Ｆで行います。
◇先々週、若葉高等学園教室建設のための署名をお願
いしましたが、ご家族や事業所の皆様にも是非ご協力
をお願い致します。
◇ロータリーの友１２月号を配布致しました。
◇ガバナー月信１２月号が配信されました。(各テーブルに配布)
◇武井善作会員よりニューモラルNo.544を15部頂戴しました。
◇12/1(月)の桐生タイムス紙にはーとふるチハヤ職場
訪問の記事が掲載されました。(各テーブルに配布)
◇１２月のロータリーレートは１ドル１１２円に変わりました。
◇下記のものが届いております。
・2013-14年度ロータリーの友事務所事業報告書
・ シャンティ国際ボランティア会から報告書と支援のお願い
◇例会変更のお知らせ
桐生南ＲＣ 12/17､12/24､12/31(休)
桐生赤城ＲＣ 12/16､12/23(休)､12/31(休)
太田西ＲＣ 12/10､12/24､12/31(休)
他９ＲＣ
◇クラブ会報が到着しています
桐生ＲＣ 12/1
桐生赤城ＲＣ 11/18､11/25
桐生中央ＲＣ 11/20
桐生南ＲＣ 11/19､11/26
◆食事メニュー
１３１５キロカロリー
サーモンのクリームシチュー、照り焼きチキン、白飯、
ベーコンとエノキのサラダ、香の物、ミルクプリン
◆委員会報告
□クラブ運営委員会
◇出席報告
栗原(幸)出席担当
総数 ６３ 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 ５９ 名、
出席率対象者出席人数 ４５ 名
欠席者１４名(内前メイク２名)
出席率７９．６６％
前々例会修正出席率８６．２１％
（最終欠席者８名）
□拠金委員会
◇ニコニコＢＯＸ
今泉拠金委員
本日はメイクをさせて頂きありがとうございます｡
１２ 月 １３･１４ 日とプロバスケットボールチーム群馬ク
レインサンダースが桐生大学体育館で試合をします｡
是非観戦にお越し下さい
伊勢崎中央ＲＣ･大平君
田村住職を歓迎して
坪井君
年次総会宜しくお願いします 向田君､横塚君､栗原(秀)君
職場訪問ではお世話になりました
前原君
クラブ運営委員の駐車場係､大変ありがとうございま
した
霜村君
いつもありがとうございます
佐々木さん
当院 ３０ 周年の記念行事に向田会長ご出席ありがとう
ございました｡美しいお花もありがとうございました
東郷(庸)君､東郷(学)君
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白浪初見から ４０ 年､まさか自分が .....
青山君
白浪頑張ります
今泉君
多くの皆様にご署名頂き有難うございました 髙森君
祝！はやぶさ２､打ち上げ成功！
野田君
今日の夜群テレに店が紹介されます
山形君
しばらくお休みしてすみません
福島君
寒くなりました｡湿度を保って風邪注意
近藤君
ブルゴーニュでロマネコンチ飲んで来ました 野村君
天沼さん､いつもご指導ありがとうございます 早川君
クリスマスケーキ販売スタート致しました｡ご協力を
お願い致します
斎藤君
◇ロータリー財団
天沼Ｒ財団担当
大平様､歓迎します
乾君
田村住職を歓迎して
坪井君
年次総会よろしくお願いします
横塚君
白浪初見から ４０ 年､まさか自分が .....
青山君
来週のゴルフコンペ宜しくお願いします
今泉君
祝！はやぶさ２､打ち上げ成功！ 野田君､栗原 (秀)君
工事は無事故で進んでいます
阿部君
しばらくお休みしてすみません
福島君
ナンシーという町でマリーアントワネットの泊まっ
たホテルに宿泊しました
野村君
天沼さん､いつもご指導ありがとうございます 早川君
クリスマスケーキ販売ご賞味頂ければ幸いです｡ご協
力をお願い致します
斎藤君
お世話になります
佐々木さん
寒くなりました
阿左美君
◇米山ＢＯＸ
七五三木米山奨学担当
田村住職を歓迎して
坪井君､乾君
石戸さん､服部さん､入会おめでとうございます 江原君
石戸さん入会おめでとうございます 栗原 (秀)君､近藤君
年次総会よろしくお願いします
横塚君
白浪初見から ４０ 年､まさか自分が .....
青山君
白浪頑張ります
今泉君
12/19 完成検査の予定です
阿部君
しばらくお休みしてすみません
福島君
まだ時差ボケが治りません
野村君
天沼さん､いつもご指導ありがとうございます 早川君
新作Ｘ'mas ケーキ数多く用意しました｡ご協力の程お
願い致します
斎藤君
何となく
石川君
いつもありがとうございます
佐々木さん
師走です｡飲み過ぎないようにしましょう 野田君
□広報活動委員会
◇クラブ会報･雑誌
鳥嶋ｸﾗﾌﾞ会報･雑誌担当
ロータリーの友 １２月号を紹介致します。
横組 １２～１９ 頁にご夫妻でロータリーに入会している
方々を紹介しています。また縦組 ２９ 頁に桐生ＲＣに
初めて女性会員が入会した事が紹介されています。
今月も興味深い内容ですので是非お読み下さい。

理事会報告 １２月５日
１．桐生タイムスの年賀広告を例年通り掲載する。
２．１～３月の例会変更承認。
３．3/20記念例会の一環としてロータリーデー開催承認。
４．IMの登録と会費の件承認。
５．新年初例会の会費は参加会員より5,000円徴収する。
６．新会員２名の入会式は新年初例会で行う。
７．会務分担変更は委員長と親睦担当で協議し決定する。
８．次年度実施の地区補助金事業は(社福)広済会が開設
するグループホーム支援事業を申請する。
９．事務局の冬季賞与は例年通り支給する。また、年末年
始の休暇は12/27～1/4迄とする。
《 次 例 会 予告》
１ ２ 月 ２ ０ 日 (土 )
忘年家族会
点鐘 ＰＭ６：３０、 会場 桐生プリオパレス

