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１．点
鐘
２．ロータリーソング
３．出席 100 ％表彰､誕生･結婚祝い
４．米山功労者感謝状授与
５．会長報告
６．幹事報告

７．乾
杯
８．食
事
９．委員会報告
１０．クラブフォーラム
『前期の活動報告と後期の活動計画』
１１．点
鐘

◆出席100％表彰

◆米山功労者感謝状授与
〈第６回〉
矢野 亨君
金子福松君

〈 ６ 年〉
松原 豊君 (左)
小林惠司君 (右)

〈第４回〉
江原利夫君

◆誕生祝い

〈第３回〉
舩戸義澄君
〈第１回〉
新井淳一君
◆会長報告
向田会長
１．先週の新年初例会では、多くの皆様にご参加いた
だきありがとうございました。また、卓上花等をサ
ービスして下さいました「 うおせん 」の津久井会員 、
担当されたＳＡＡの皆様にお礼を申し上げます。
２． ２０１４ 年 １０ 月の国際ロータリー理事会で、 ２０１５ 年
７ 月からロータリーの特別月間を、重点分野を強調
するものに変更したそうです。詳しくは本日配布の
クラブ会報に掲載してありますので 、ご覧ください 。
３． ２０２０ 年、日本のロータリーが １００ 周年を迎えるに
あたり、多くのロータリアンからロータリーの将来
の展望について意見を寄せて頂くよう、ガバナー事
務所を通じて依頼文が届きました。詳しくは、各テ
ーブルに配布してありますので、宜しくお願い致し
ます。
４．明日 １７ 日 (土 )、地区補助金予備審査会が下井田地
区補助金委員長が中心なって、伊勢崎プリオパレス
でほぼ終日にわたり開催されます。下井田委員長、
宜しくお願い致します。
５．同じく １７ 日午後 １ 時から、桐生５ＲＣ会長幹事会
をＩＭ実行委員長等を交えて桐生プリオパレスで行
います。私と横塚幹事で出席致します。決定事項は
後日皆様にご報告致します。
６． １９日 (月 )午後 ７ 時から海鮮ダイニング美喜仁館で、
ＩＭ事業部会が開催されます。当クラブからＩＭ事
業企画メンバーの霜村会員が代表して出席されます 。

江原利夫君、金子福松君、矢野 亨君、近藤幸利君
園田誠司君、早川勇一君、津久井正義君
◆結婚祝い
坪井良行君
加藤

努君

栗原秀一君

《 次 例 会 予告》
１月３０日(金)
外部卓話 みどり市長･石原 条様
マイトリー学園大間々南幼稚園園長･松島 博様ご挨拶
次年度から１月の特別月間は『職業奉仕月間』になります
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桐生西ロータリークラブ
◆幹事報告
乾副幹事
◇次例会の会場は桐生プリオパレス１Ｆになります。
◇ＩＭの出欠表を回覧しますので、ご記入下さい。
◇忘年家族会でお子様の景品、新年初例会でマフラー
のお忘れ物がありました。該当者は申し出て下さい。
◇１月の理事会は次例会終了後に行います。
◇ロータリーの友１月号を配布しました。
◇忘年家族会の写真を該当者に配布しました。
◇ハイライトよねやま１７８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.５４５を１５部頂きました。
◇群馬境ＲＣからミニライブのお誘いが届いています。
◇ わたらせ養護園より｢とんがりやね第160号｣が届いています。
◇例会変更のお知らせ
太田ＲＣ 1/30(休) 藤岡南ＲＣ 1/30 伊勢崎ＲＣ 1/28
◇クラブ会報が到着しています
桐生南ＲＣ 12/17､1/7
◆乾
杯
近藤会長エレクト
皆さんはどの様な新年を迎え
られましたでしょうか。私は、
今年の ７ 月からいよいよ私の会長
年度が始まりますので、是非良
い年にしたいと一年の計を考え
ました。仕事では、 １ 月 ９ 日に介
護報酬改定で－ ２．２７ ％と打ち出
されまして、この ２ 年位は厳しい
年になるかと思いますが、今年
は羊年でありますので、みんなでメイメイ頑張って
行かなければならないと思っています。それでは、
ご参会の皆様のご健勝と桐生西ＲＣの発展を祈念し
まして、乾杯!!
◆食事メニュー
１３４０キロカロリー
茄子の揚げ浸し、若鶏のフリット、生海苔のお味噌汁、
海老団子と春雨の煮込み、白飯、香の物、マロンケーキ
◆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 ６５名 （免除者 ９ 名の内 ７ 名出席の為 ２ 名を除く）
出席率対象者 ６３ 名、
出席率対象者出席人数 ４８ 名
欠席者１５名(内前メイク６名)
出席率８５．７１％
前々例会修正出席率８６．６７％
（最終欠席者８名）
□拠金委員会
◇ニコニコＢＯＸ
井本拠金委員
クラブフォーラムよろしくお願いします
向田君
クラブフォーラム発表させて頂きます
霜村君
誕生祝いを頂いて
近藤君､江原君､金子君
結婚祝いを頂いて
坪井君
矢野先生９０才のお誕生日おめでとうございます
乾君､正田君
矢野先生 Happy Birthday
野田君
矢野先生お元気ですか
栗原(幸)君
長く休みましたので
矢野君
久しぶりの例会です
田﨑君
今年もよろしくお願いします
新木君
新春今年一年皆様にとって良い年でありますように
斎藤君
会員増強よろしくお願いします
小林 (聡)君
井本さん､佐々木さん､拠金委員会よろしくお願いし
ます
天沼君､七五三木君
今日から拠金です｡頑張ります 井本さん､佐々木さん
来週･再来週は欠席します｡どうもすみません 阿部君
何もわかりませんのでご指導下さい
新井さん
前橋育英サッカー部残念でした
新井君
◇ロータリー財団
佐々木拠金委員
山同さん､新井さん､河内さん入会おめでとうござい
ます
向田君
入会させて頂き ２回目の例会です｡どうぞよろしくお
願いします
新井さん
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クラブフォーラム委員長さんご苦労様です 栗原 (幸)君
誕生祝いを頂いて
江原君､金子君
矢野先生 ９０才お誕生日おめでとうございます 正田君
今年はコーキ･コウレイシャの仲間入りです 田﨑君
今年もよろしくお願いします
新木君､新井君
皆様にとって実り多き一年でありますように 野田君
会員増強よろしくお願いします
小林 (聡) 君
井本さん､佐々木さん､拠金委員会よろしくお願いし
ます
天沼君､七五三木君
今日から拠金です｡頑張ります 井本さん､佐々木さん
◇米山ＢＯＸ
七五三木米山奨学担当
入会式ではお世話になりました｡これからよろしくお
願いします
新井さん
クラブフォーラム委員長さんご苦労様です 栗原 (幸)君
誕生祝いを頂いて
金子君
矢野先生 ９０才お誕生日おめでとうございます 正田君
特にありません
田﨑君
今年もよろしくお願いします
新木君､新井君
新春､今年一年よろしくお願い致します
斎藤君
会員増強にご協力いただき誠にありがとうございま
す
野田君
会員増強よろしくお願いします
小林 (聡) 君
井本さん､佐々木さん､拠金委員会よろしくお願いし
ます
天沼君
今日から醵金のニコニコボックスです
井本さん
今日より醵金委員会です｡よろしくお願いします
佐々木さん
事務所の花壇の福寿草の花が ７～８ 輪咲いた 江原君
□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 １ 月号を紹介致します。
１ 月はロータリー理解推進月間です。横組の ７～１２ 頁
に「ロータリーを知って情報発信」ということで、
ホームページや Facebook な どで情報発信をしている
幾つかのケースを紹介しています。その他ロータリ
ーの新しいロゴの使用方法等、身近な興味深い内容
が掲載されていますので、是非お読み下さい。
◆クラブフォーラム

前期の活動報告と後期の活動計画

会

向

長

田

靖

会長に就任して以来、無事に上半期を終了すること
が出来ました。これも、偏に、会員皆様方のご支援・
ご協力によるものと深く感謝申し上げます。
それでは、前期の活動報告と後期の活動計画を述べ
させていただきます。年度当初掲げさせていただきま
した活動方針は、次の４項目です。
１．会員増強・退会防止の強化
２．ロータリー研修の充実化
３．ロータリー財団を理解し、
未来の夢計画への積極的参加
４．クラブの活性化
まず、１項目の会員増強につきましては、正田会員
組織委員長の提案により、会員増強プロジェクトチー
ムがクラブ内に編成され、素晴らしい成果が出ており
ます。先週の新年初例会における ３ 名の新入会員の方
々を含め、今年度 １３ 名の新入会員の方々を迎えること

桐生西ロータリークラブ
が出来ました。内、女性会員は ３ 名の方々です。現在
会員総数は ６６ 名（内 女性会員 ４ 名）となっており、 １３
名の純増となっております 。会員増強に関しましては 、
正田委員長をはじめ、会員皆様方のご協力、ご支援に
心より感謝申し上げます。お陰様で会費の値上げ等も
せずに一年間活動する見込みが出来ました。ありがと
うございます。後期につきましても、すばらしい方々
のご紹介をさらにお願い申し上げます。また、新入会
員の方々も多数増えてきましたので、各地区における
新入会員歓迎会も適宜に企画・開催していただき、ク
ラブ内の会員相互の宥和をはかっておるところであり
ます 。また後期の開催もよろしくお願い申し上げます 。
２項目の研修の充実化につきましては、入会 ３ 年未
満の新人の会員の方々がかなり増えましたので、その
方々達を対象にした親睦会を兼ねた新人オリエンテー
ション等を、関係各位の方々とおはかりして検討して
いきたいと考えております。会員皆様方のご協力を、
よろしくお願い申し上げます。
３項目に関しましては、昨年、 １１ 月 ２８日の職場訪問
例会を「はーとふるチハヤ」で開催させていただき、
会員となられました石戸施設長さんから詳しく、福祉
の職場のお話を聞き、施設内を見学させていただきま
した。イスとテーブルの贈呈式と有意義な例会が開催
できました事を大変うれしく思っております 。そして 、
次年度実施計画も、近藤会長エレクト、乾副幹事を中
心として、つつじヶ丘学園に対して、洗濯機・テレビ
等を贈呈する計画を提案していただき、今年度も昨年
末に地区に申請させていただきました。さらに、タイ
・ティンタインガムＲＣとの、山岳地帯に浄水設備を
贈呈する、グローバル補助金を活用した奉仕プロジェ
クトも検討しているところであります。
４項目のクラブ活性化につきましては、新入会員の
方々の卓話と、親睦行事を通じて、クラブ内の会員相
互のコミュニケーションをさらに高め、これからの奉
仕活動に取り組んでゆきたいと考えております。
最後に拠金の年間目標に関しましては、年度末まで
に達成できますように各会員皆様方のご協力を切にお
願い申し上げ、会長としての報告とさせていただきま
す。下半期もどうぞよろしくお願い申し上げます。

会員組織委員長

正 田

惠 司

前期は皆様のご尽力により素晴らしい新会員さんを
たくさんお迎えする事が出来ました。改めまして紹介
者と入会された方に御礼申し上げます。
後半は、引き続き会員増強目標の達成とロータリー
情報担当･星野パスト会長による新会員さんに対する情
報提供を強化して参りたいと思っています。
１月１日現在の桐生地区の会員数は、
桐生ＲＣ
６３名
桐生南ＲＣ
２４名
桐生西ＲＣ
６２名
桐生中央ＲＣ ２６名
桐生赤城ＲＣ ４６名 です。
情報によりますと、来週桐生ＲＣに ３名の新会員さん
が入会されるようです。そうなりますと桐生ＲＣが ６６
名、当クラブが新年初例会に ３名の新会員をお迎えして
６５ 名で、桐生地区のトップになるのにもう一歩のとこ
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ろに来ています。因みに ２０１２ 年度のスタート時は、桐
生ＲＣ６７名、桐生西ＲＣ４７名でした。
年度当初 ２４ 名の増強を掲げていましたので、前期で
丁度半分達成できたことになります。同じ様に推移し
て行けば残り半分も後期で達成できる筈です。
今年度入会された方は物凄く優秀な方達ですので、
新会員の方々にも是非新会員候補者の情報提供をお願
い致します。また、前期の候補者リストの中にも未だ
ご入会に至っていない方がたくさん残っていますので、
見直しを進めて行けば結果に繋がると思います。
この様な活動により恐らく ５月頃には目標達成出来る
と踏んでいます。今年度、会員増強チーム編成を行い ６
つのグループ分けをしましたので、計算でいくと １グル
ープ ４ 名づつ新会員さんを紹介すれば達成できる事にな
ります。女性会員も目標まで後１名です。
更に、気楽に話し合えるグループ毎の炉辺会談を計
画しておりますので、目標達成に向けて、更なるご協
力をお願い致します。

クラブ運営委員長

下井田 秀 一

クラブ運営委員会は各ご担当の方から、報告書を提
出して頂いておりますので、その内容を代読させて頂
き、説明を加えさせて頂きます。
先ず、出席(担当:栗原幸三君)です。
前期の出席状況は、出席率 92.65 ％ で、向田会長の目
標としておりました 92 ％以上を達成致しました。皆
様のご協力によるものと感謝しております。然しなが
ら、 １１月 １２月は、欠席が目立ち 80 ％台となっており
ます。このまま推移してしまいますと、目標達成が懸
念されます。何とか目標をクリアしたいと思いますの
で、欠席を余儀なくされる場合は、電話連絡とメイク
アップを心掛けて下さい。特に、新会員の方々は、メ
イクの仕方など理解し難いかと思いますので、その際
は紹介者や担当委員などに、遠慮なく声を掛けていた
だきたいと思います。今後共、出席率向上に担当者と
して努力いたしますので、皆様方の特段のご協力を、
宜しくお願い致します。
次にプログラム(担当:家住慧路君)です。 ６ 項目ござ
います。
１.プログラム編成に際してＣＬＰの推進を心掛ける。
２.基本的に毎月第 ２ 例会日に出席 １００ ％表彰・誕生・
結婚祝いを行う。
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じてバ
ランス良くプログラム編成を行う。
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。
続いて親睦(担当:中野幸三郎君)です。
大きな担当行事であります納涼家族会と忘年家族会が
大変盛大に成功裏に開催でき、改めまして皆様にお礼
を申し上げます。後期の予定としましては、春の家族
会旅行です。日程と行先は検討中ですが、新緑が綺麗
な良い時期に美味しい物を頂ける等の企画を考えてお
ります 。その節は皆様奮ってご参加をお願い致します 。

桐生西ロータリークラブ
また、今年度新会員さんをたくさんお迎え致しまし
て、クラブ運営委員会が大所帯になり、若さみなぎり
活力が感じられます。そんな中で、優秀なお二人に若
干手薄になっている拠金委員会さんに移って頂きまし
た。先程の委員会報告で早速ご活躍されている姿を拝
見して、嬉しく思いました。
最後に健康管理(担当:東郷庸史君)です。
毎年ゴールデンウィーク前に早朝健康診断を行ってい
ます。今年度も同様に行う予定です。早朝ですが大変
手際良く採血、血圧測定、検尿を行い、担当の東郷先
生から丁寧に説明やアドバイスを頂けますので、是非
受診して頂きたいと思います。また、日常の中でも会
員ご家族の健康管理を心掛けて下さり、健康相談にも
気軽に対じて頂けるとのことです。
以上で発表を終了いたします。

力致します。更にグローバル補助金事業として、タイ
国チェンマイのティンタインガムＲＣと山岳部族の村
に上水道を設備するプロジェクトを計画中です。
以上です 。後期も皆さんのご協力をお願い致します 。

2 01 5 -1 6年 度 Ｒ Ｉ テ ー マ 発 表 さ れ る
“ Be a gift to the world ”

１月１８日(日)、米国サンディエゴで開幕した国際協
議会で、Ｋ .Ｒ .ラビンドラン国際ロータリー会長エレ
クト（スリランカ、コロンボＲＣ）が、２０１５－１６年
度のテーマ「世界へのプレゼントになろう」を発表し
ました。
この日を「人生で最も大切なとき」と呼んだ会長エ
レクトは 、「ここにおられる皆さんは、多くを与えら
れた方々です。そして今、皆さんに最高のプレゼント
が与えられようとしています。それは、授けられた才
能と持ちうる力の限りを尽くして 、“世界へのプレゼ
ント”となることのできる１年です 。（中略）このた
めに皆さんに与えられた時間は１年です。...この時間
はあまりに短く、成すべきことはあまりに多くありま
す 。（中略）次年度、信念、情熱、才能を捧げるだけ
でなく、皆さん自身を世界へのプレゼントとして捧げ
てください。」そして更に会長エレクトは、
「私たちは、
ポリオのない未来をプレゼントすると世界の子どもた
ちに約束しました 。（中略）私たちは闘いを続け、必
ずや勝利します」と続け、ロータリーが世界にもたら
すことのできる影響の良い例がポリオ撲滅であると述
べました。
ＲＩウェブサイトより 抜粋

奉仕プロジェクト委員長

霜 村 年 勇

当委員会の活動は、当初の計画通り前期は概ね実施
出来ております。
【職業奉仕】担当：江原利夫君
10 月 24 日(金) 施設優良職員表彰 ６施設１１名表彰
11 月 28 日(金) はーとふるチハヤ職場訪問
及び 地区補助金贈呈
【社会奉仕】担当：坪井良行君
7 月 2 日(水) 桐生市社会を明るくする運動に参加
7 月 6 日(日) みどり市社会を明るくする運動に参加
7 月 26 日(土) 高津戸荘納涼祭に参加
9 月 16 日(火) 高津戸敬老の日の行事に参加
10 月 31 日(金) 桐生市運動公園の早朝清掃奉仕実施
11 月 11 日(火) チハヤチャリティゴルフに参加
12 月 14 日(日) 希望の家のクリスマス会に参加
12 月 24 日(水) 高津戸荘クリスマス会にケーキ寄贈
【国際奉仕】担当：新井淳一君
9 月 13 日(土) ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･ﾏﾝﾀﾞﾙｵﾝＲＣと共同事業
調理師育成の為の教室改装工事視察
11 月 6 日(木) 群大主催理工学部留学生交流会に参加
11 月 14 日(金) 栃尾ＲＣ歓迎夜間例会
及び 親睦ゴルフと観光案内
【ローターアクト】担当：津久井正義君
7 月 24 日(木) 初例会に出席
その後定期的に月２回例会実施
9 月 11 ～ 12 日 ライラ研修に参加
9 月 26 日(金) チー君ご両親歓迎会開催
11 月 21 日(金) 例会でライラ研修報告実施
【インターアクト】担当：東郷 学君
7 月 5 日(土) 合同会議に出席
7 月 8 日(火) 大間々高校進路支援講話講師を務める
7 月 26 日(土) 年次大会に参加
8 月 26 ～ 28 日 大間々高校模擬面接面接官を務める
11 月 7 日(金) 桐生西ＲＣと合同例会開催
後期の活動計画と致しましては、桐生西ローターア
クト創立 ２５ 周年記念事業として、 ３ 月 ２０ 日(金)開催の
桐生西ＲＣと桐生赤城ＲＣの合同ロータリーデーで行
う講演会を、主催者に加わり活動致します。また、社
会奉仕では恒例の高津戸荘観桜会の共催を予定してい
ます。国際奉仕は、桐生５ＲＣ合同群馬大学理工学部
留学生交流会が ４ 月 ２５ 日(土)に決定しており、参加協
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