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１１．委員会報告
１２．新会員卓話
１３．ロータリー情報アワー
１４．点
鐘
１５．ロータリーソング

１．点
鐘
２．ロータリーソング
３．来訪者紹介
４．出席 100 ％表彰､誕生･結婚祝い
５．会員増強功労者感謝状授与
６．米山奨学金贈呈
７．会長報告
８．幹事報告
◆ビジター
米山奨学生
◆出席100％表彰

佐田 洋 君

◆会員増強功労者
感謝状授与

レ ミン チー君

根本正則君
会員増強に尽瘁さ
れた功績に感謝し
向田会長より
授与しました。

〈 １５ 年〉
坪井良行君

◆米山奨学金贈呈
◆誕生祝い

東郷

米山奨学生
レ ミン チー君
６月分の米山奨学金
を贈呈しました。

庸史君

井本万里子さん
齋藤

◆会長報告
向田会長
１．次年度のインターアクトの諸行事が年度開始早々
に予定されている為 、１０ 日 (水 )に近藤会長エレクト 、
乾副幹事、次年度ＩＡ担当の新木会員、次年度広報
活動委員長の髙森会員の ４ 名で、大間々高校さんへ
表敬訪問に行かれました。
２．昨晩、近藤年度のクラブ運営委員会の打合会が、
うおせんさんで開催されました。
３．来週 １８ 日 (木 )午後 ７ 時から、桐生５ＲＣ女子会が、
大龍 (ﾀﾞｰﾛﾝ )で開催されます。当クラブから佐々木会
員、井本会員、新井 (み)会員が参加されます。
◆幹事報告
横塚幹事
◇本日からさよなら例会の会費の集金を行っています。
◇次例会はさよなら例会です。 (点鐘ＰＭ６:３０､伊香保松本楼）
◇６月２６日(金)は公式休会です。
◇ 日本紛争予防センターよりニュースレター他届いています。
◇例会変更のお知らせ
桐生南ＲＣ 7/29
前橋北ＲＣ 6/22､6/29(休)
伊勢崎ＲＣ 6/24
伊勢崎東ＲＣ 6/22､6/29(休)

憲一君

◆結婚祝い

青 山

豊 君

新井みゆきさん

《 次 例 会 予告》
７ 月 ３ 日 (金 )
近藤年度初例会
会長･副会長･幹事バッジ引継、 クラブフォーラム
６月２６日(金)は公式休会です
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◇クラブ会報が到着しています
桐生ＲＣ 6/8
◆乾
杯
横塚幹事
本日、最後の通常例会を迎え、
大任がなんとか終わりそうで、非
常にホッとしております。次年度
は乾会員が頑張ってくれると思い
ます。今年度は皆様に大変お世話
になりました。また大変勉強にな
りました。引き続き頑張って参り
ますので、ご指導ご鞭撻を宜しく
お願い致します。それでは、桐生
西ＲＣの益々の発展を祈念致しまして、乾杯 !!
◆食事メニュー
１１９０キロカロリー
鰹のたたき､筍と海老団子の三つ葉あんかけ､香の物､
茄子の揚げ浸し､白飯､天豆のお味噌汁､コーヒーゼリー
◆委員会報告
□ＳＡＡ
花房ＳＡＡ
今年度クラブ運営に尽力された向田会長へ、寄せ
書きをお贈りしたいと思います。これから色紙を廻
しますのでお名前とメッセージを書いて下さい。
また、佐々木会員手作りの梅田の抹茶を食後にお
出しします。どうぞご賞味下さい。
□クラブ運営委員会
◇出席報告
栗原(幸)出席担当
総数 ６４ 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 ６０ 名、
出席率対象者出席人数 ５１ 名
欠席者 ９ 名(内前メイク ４ 名)
出席率 ９１.６７ ％
前々例会修正出席率８９.８３％
（最終欠席者６名）
□拠金委員会
◇ニコニコＢＯＸ
舩戸ニコニコＢＯＸ担当
佐田さん卓話楽しみにしています
向田君､横塚君､阿部君､斎藤君､松原君､
園田君､齋藤 (学)君､津久井君
向田会長､横塚幹事､一年間ご苦労様でした
鳥嶋君､髙森君
天沼さん一年間ありがとうございました
早川君
開店祝いを頂きありがとうございました｡多くのメン
バーにご来店頂きありがとうございました 山同君
はーとふるチハヤ建替え工事始まりました 石戸君
パナソニック優良店表彰式に行ってきました 山形君
◇ロータリー財団
早川拠金委員
星野さん､佐田さん､卓話楽しみにしています
前原君､小林 (惠) 君
星野さん､勉強させて頂きます
新木君､松原君
佐田さん､卓話ご苦労様です
家住君､髙森君､坪井君､園田君､栗原(秀)君､
近藤君､津久井君､塚本君､齋藤(学)君
一年間大変お世話になりありがとうございました
向田君､横塚君､阿部君､今泉君
向田会長､横塚幹事､一年間ご苦労様でした
鳥嶋君､須田君､斎藤君､山形君
向田年度役員の皆様ご苦労様でした
金子君
一年間会員増強にご協力頂き誠にありがとうござい
ました
野田君
誕生祝いを頂いてありがとうございます 井本さん
青山さん昨日はご苦労様でした
天沼君
天沼さん一年間ありがとうございました
早川君
開店祝いを頂きありがとうございました｡多くのメン
バーにご来店頂きありがとうございました 山同君
はーとふるチハヤ建替え工事始まりました 石戸君
リサイクル募金ご協力ありがとうございます 舩戸君
年末調整
栗原 (幸) 君､花房君
◇米山ＢＯＸ
七五三木米山奨学担当
佐田さん卓話楽しみにしています
霜村君､園田君､津久井君

向田会長､横塚幹事､一年間ご苦労様でした 鳥嶋君
チー君頑張って下さい
向田君
ゴルフ部会への一年間のご協力ありがとうございま
した
江原君
近藤さん､乾さん､新木さん､大間々高校表敬訪問お世
話になりました
髙森君
１９日のさよなら例会楽しみにしています｡宜しくお願
いします
斎藤君
天沼さん一年間ありがとうございました
早川君
はーとふるチハヤ建替え工事始まりました 石戸君
年末調整
松原君
また新年度もお世話になります
山形君
◆ロータリー情報アワー
星野Ｒ情報担当
私の職責は今回で最後になり、ホ
ッとしております。向田年度は、新
しい感覚を持った多数の若い新会
員、女性会員の皆様が入会され、メ
ンバーも増強されて大変活気が出て
参りました。喜ばしいことです。ロ
ータリーには「出席なくして親睦な
く、親睦なくして奉仕なし」という
名言があります。これまで「出席」と「奉仕」につ
いては話をしましたが、本日は「親睦」について少
々掘り下げて考えてみました。
“ロータリーの親睦について”
ロータリーが拡大、発展し継続していける源は何
かといえば、それはクラブの魅力であります。クラ
ブの魅力とは、会員一人一人の人間的な魅力であり
ます。有徳の存在する所には、黙っていても自然に
人が集まります。是非一人一人互いの出会いを楽し
いと思えるほどの魅力ある存在となって、クラブの
和を深め、ロータリーの奉仕の理想に進みたいと思
う訳であります。
また、ロータリーの奉仕はクラブの親睦の中から
生まれるといわれます。親睦あっての奉仕というこ
と、つまり楽しい集いでなくては、奉仕活動もない
ということであります。その親睦の場が例会であり
ます。従って例会はロータリーの原点と言うことが
出来るのです。
例会は、親睦を目的とする限り、楽しくなければ
なりません。これには先ず会員が例会に出席して、
全会員が主役になることから始まります。楽しいと
いうことは傍観的立場に甘んじているのではなく、
内部に入り込んでいって初めて達せられるものだと
思います。また例会は人との出会いの絶好の場であ
ります。
ロータリーの最大の利点は、良い友人･知人が得ら
れることだといっても過言ではありません。例会場
は自己鍛錬の道場であって、個人奉仕の基礎が作ら
れると言われてきましたが、例会場はあくまで楽し
みに行くところ、仲間達が談話の出来る所と考えた
いものであります。
楽しければ出席率は向上し、親睦･友情が深まり、
ロータリー活動に対する活力が自ずから湧いてくる
ものと考えます。新会員の皆さんはよくこれを理解
して、例会出席と同時に、早くロータリーを知るよ
うに努め、身を置くクラブの特徴を理解すべきであ
ります。
それには、クラブのメンバーとなった皆様が、真
っ先にクラブ構成している先輩会員の方々一人一人
とより知り合い、あなた自身をよく知ってもらうこ
とだと思います。私達は安からぬ対価を支払って入
会し会員になり続けているものです。それは、ロー
タリーを好ましいと思ってのことだと思います。ロ
ータリーの集いが楽しいと思えるまで知り合いの度
を深めていくことによって、はじめてクラブは一丸
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となって、奉仕の心が湧いてくるのではないでしょ
うか。同時に先輩諸兄も「黙って俺についてこい」
などと言わずに 、是非とも自分から会員に近づいて 、
自分の人柄を示し、また新会員の人柄の把握に努め
て欲しいと思うのであります。
昔の軍隊に例えて申し訳ありませんが、古参兵は
古参というだけで、黙っていても自然に近づきがた
い風格、威厳があるのであります。どうか先輩の皆
様 、親しみを与える物腰で 、後進に接していただき 、
ご指導賜りたくお願い致します。
また、会員各位におかれましても、職業、年齢、
趣味などの上で話があうからといって、決まった席
に固まらず、全ての会員が平等に接することが出来
るよう心掛けて頂きたいと思うのであります。ロー
タリーも発足のはじめの １０ 年間はクラブ活動も活発
だが、次の １０ 年間はマンネリ化して鈍り、 ２０ 年を超
えると和が不十分になるということです。当クラブ
は本年で ４３ 年目を迎えています。まだまだどのクラ
ブより張り切って和やかに盛り上がっています。こ
の素晴らしい西クラブの和と活力をいつまでも保ち
続けて、ロータリーライフを楽しんで頂きたいと思
うものです。
“四つのテストについて”
「例会を大切にする 」、これは毎年度どのクラブで
もテーマにしていると思いますが、非常に漠然とし
た表現です。何を基準にし、また参考にしていいの
かわかりません。昔ある先輩に聞きましたら 、「四つ
のテストを参考にするといい」と教えられたことが
あります。これを例会に当てはめるということは、
確かにロータリー的であります。
1）その例会は、真実かどうか
2）その例会は、みんなに公平か
1）その例会は、好意と友情を深めるか
1）その例会は、みんなのためになるかどうか
毎回の例会を、この四つのテストに合わせて開催
することは 、非常に難しい事と思います 。ところで 、
この『四つのテスト』は、 １００ 年も前からロータリ
アンの座右の銘とされていますが、それは職業奉仕
に於いてだけでなく、社会に於いても個人の間に起
こる全ての事柄に対して、テストすべきであるとい
うことです、
『四つのテスト』の Four Way は 「四路の出会う場
所 」つまり「 四ツ辻 」であり 、Test は吟味すること 、
つまり自己反省であります 。「四ツ辻」に来た時、右
にすべきか左にすべきかを考えるということであり
ます。
このテストはシカゴＲＣ会員で、 １９５４-５５ 年度に
国際ロータリーの会長を務めたハーバード･Ｊ･テイ
ラーによって考えられたものです。彼は １９３２ 年の恐
慌の時に、破産寸前の会社（クラブ･アルミニューム
製品株式会社）を救うために、まず社員の心の収撹
を計ることが第一だと考え、全従業員を使えるよう
な短い倫理訓はないかと探したということでありま
した。
彼は、聖書の中から『四つのテスト』を考え、会
社の色々な方針を決定する際の基本としました。そ
して見事にこの会社を再建させてのであります。こ
の『四つのテスト』は １９４３ 年 １ 月のＲＩ理事会の承
認のもとに、職業奉仕のプログラムに組み込まれ、
ロータリーの四大奉仕の何れかにおいても、極めて
重要な要素であると考えられるようになりました。
今やこの『四つのテスト』は、世界各国に普及し、
全ての言語に翻訳されているのです。日本の各ＲＣ
は活動計画に掲載したり、或いは額にして事業所や
学校等に配布したりしているし、例会時に斉唱して
いるクラブもあります。

しかし、このテストの邦訳に疑義がありまして、
その改訂をロータリーの友を通して、ある大阪のＰ
Ｇから提案されて、多くの賛意が発表された事があ
りましたが、未だその段階には至ってないようであ
ります。外国語を日本語に翻訳するのに、いわゆる
直訳に偏し易く、真意を掴めない事があるのは否め
ないことであり、大変難しいことであります。

新 会 員 卓 話

佐田 洋 君
（税理士）

「自己紹介」
この体型と皆様の熱い視線とスポットライトで、大
変汗をかいておりますので、上着なしで失礼させて頂
きます。
私の仕事は税理士です。皆様の税理士に対するイメ
ージは、暗い部屋でパソコンや電卓をたたいているの
を想像されるかと思いますが、意外と人前で話す機会
が多くあります。例えば、相続税改正のセミナーや、
住宅ローン控除のセミナーの講師などを依頼され、 ２
～３ 時間話すことはしばしばあります。ただこの様に
お題を任されて話すとなると何を話して良いのか、と
ても悩みました。そこで、以前に話された方を参考に
しようと思いクラブ会報を探しましたが、私は非常に
出席率が悪いものですから、その時の会報を頂いてお
りませんでした。それで次年度はもっと出席しなけれ
ばいけないと反省した次第です。
それで、本日は自己紹介並びに仕事の話をしたいと
思います。
出身は新潟県長岡市です。長岡と言いますと花火や
お米を想像されるかと思います。私が卒業した小学校
は阪之上小学校と申しまして、小林虎三郎が米百俵を
売却してつくった国漢学校が前身です。卒業生には、
山本五十六元帥など非常に優秀な方がいらっしゃいま
す。その後、私は中学を経て長岡の商業高校を卒業し
ました。その商業高校は上杉謙信が青森の方から出て
きて建てられた商業高校です。上杉謙信は清僧とか戦
(ｲｸｻ)のイメージが強いですが、実は政治経済がとても
得意な方で、色々と手腕を発揮されたそうです。
その後、群馬に来て早や １７～１８年、人生の半分に達
し 、そろそろ戸籍も群馬に移そうかと思っております 。
何故、桐生市で開業したのかと申しますと、事務所の
前が嫁の実家で 、事務所の建物も嫁の実家だからです 。
私は前橋に勤めていましたので、当初前橋に住もうと
思っていましたが、気が付いたらこの様な状態になっ
ていました。群馬の女性は強く、また地元愛が強いの
だと思います。住いはみどり市笠懸町で、それが精一
杯の私の抵抗でした。
子供は ３ 人おり 、１０ 才 (女)･８ 才 (男)･生後 ８ヶ月 (女)で 、
４ 人目の子供も考えているところです。長女は親の欲
目かもしれませんが良く出来た子で手が掛かりません 。
下の子の面倒も良くみてくれます。 ２ 番目の男の子は
とてもやんちゃで、ソファに落書きしたり液晶テレビ
の画面を壊したりと大変元気です。よく嫁の親戚に誰
に似たのかと言われますが、間違いなく私だと思いま
す。私も小さい時、部屋を一周クレヨンで書いた覚え
があります。
昨日、関東信越税理士会定期総会がありました。二
次ページへ続く
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次回の司会を私が担当し、大失態を致しました。それ
は、乾杯の挨拶を某金融機関の統括さんに事前にお願
いしておきました。いざその時になったので、打合せ
通り指名したのですが、その方が立たれません。再度
呼び直しましたら、その方は先程帰られたとの事でし
た。私はシルエットの似た別の人にお願いしていたの
です。もしあの時お酒が入っていなかったら、逃げ出
したい気持ちになったと思います。それで、その後調
子に乗ってしまい、帰宅したのが今朝の ３ 時になって
しまった次第です。
私はこの様な体型で白髪頭ですが、昭和 ５３ 年生まれ
の ３７ 才です。まだ未熟物ですので、皆様ご指導ご鞭撻
の程、宜しくお願い致します。

⼤間々⾼校表敬訪問
次年度会長･近藤幸利君、同幹事･乾 和久君、同広
報活動委員長･髙森 勉君、同インターアクト担当･新
木明夫君の４名が、 ６ 月 １０ (水)午前 １０ 時に大間々高
校を表敬訪問致しました。
近藤年度の大間々高校インターアクトクラブ顧問の
先生方は、今年度に引き続き大澤瑞穂先生と今井徳子
先生が、そして新しく亀井瑞江先生が加わって下さい
ます。
７ 月 ４ 日(土)には地区インターアクト合同会議が安
中の新島学園高等学校で予定されており、先生のご引
率のもと代表の生徒さんが出席して下さると、ご報告
を頂きました。
その他、恒例の進路支援講話が７月１４日(火)に、地
区ＩＡ年次大会が７月２５日(土)に、就職希望者の模擬
面接が ８ 月 ２５～２７ 日に予定されていますので、ご挨
拶を兼ねて打合せをして参りました。

近藤年度情報集会開催
近藤年度の情報集会が全会員対象に、 ６ 月 ３ 日(水)
午後 ６ 時 ３０ 分から桐生プリオパレスで行われました。
当日の出席者は４０名でした。
この集まりは、７月からの新しい委員会メンバーの
顔合わせを始め、今年度から次年度への引継、そし
て近藤会長エレクトが掲げた次年度のクラブ活動方
針に則って各委員会の活動方針と活動計画の打合せ
を行う、大変重要なものです。
先ず、全体会で近藤次期会長からクラブ活動方針
等が発表された後、各委員会毎に分かれて打合せを
行いました。その後、また一同が会し懇親会を行い
次年度に向け更なる親睦を深めました。

左より、今井先生･大澤先生･近藤会長ｴﾚｸﾄ･吉川校長先生･
乾副幹事･新木次年度ＩＡ担当

桐生西ＲＡＣ例会で次年度体制決まる
６月４日(木)午後７時から希望の家会議室において、
桐生西ローターアクトクラブの例会が行われ、２０１５１６年度の役員が決まりました。
会長は米山奨学生のレ ミン チー君が、幹事は希望
の家勤務のファトマニタ･ロフマダニさんです。現在
メンバーは９名になりました。
当日は、地区ローターアクト代表の大塚ともみさん
も出席され、地区内
外のローターアクト
の活動をスライド使
って熱心に説明して
くれました。
また、乾副幹事は
毎例会に出席して、
殆どが留学生の桐生
西ＲＡＣの良き相談
相手になって、アク
トの活動を温かく見
守ってくれています。

向⽥年度 クラブ会報･雑誌担当 退任に当たり
向田年度クラブ会報発行の任務が本号をもって終了
します。皆様には寄稿や活動写真提供など、ご協力頂
きまして、誠にありがとうございました。 鳥嶋隆一

宗教法人 延 命 寺
代表役員

河 内 良 範

桐生市川内町5-1831
℡０２７７－６５－６７７９

㈱孫の手･ぐんま

池末 Ryomo 司法書士法人
代表司法書士

池 末 晋 介

代表取締役

浦 野 幸 子

桐生市相生町2-371-1 アゴラ21 2F

太 田 市大 原 町156-3

℡０２７７－５３－４７００

℡０２７７－４６－７０１０
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