
 

 

R.I 会長 マーク・ダニエル・マローニ 

国際ロータリー第 2840地区 2019-2020年度 国際ロータリーのテーマ 

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

善意というものがないなら 

  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 

  職業は金儲けのためでしかなく、 

  社会奉仕というも施しにすぎず、 

  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 

２０１９年 

会長 須永博之 幹事 飯塚荘一 

          クラブ会報・情報委員会  園田誠・高橋弘史・平岩千鶴子 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第３１３３回例会 
(１２月９日(月)第２例会) 

１２月１６日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                         

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 出席１００％表彰 

５． 会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

８． 卓 話 

「桐生 RC の今後の戦略計画について」 

桐生 RC 戦略計画特別委員会 

委員長 柳 明彦 君 

９． 点 鐘 

  

 

第 2840 地区 国際大会推進委員会(オンツー・ハワイ)委員長 槻岡 行支 君(大泉 RC)

  

国際大会のご案内 

 

 

 

 

 

 
第 111 回国際ロータリー年次大会 2020 

開催地 アメリカ ハワイ州ホノルル 

開催期間 2020 年 6 月 6 日～10 日 

地区ナイト 6 月 7 日 

 

 

出席 100％表彰 

 

 

 

 

会長の時間 

明日 12 月 10 日は、桐生タイムスが誕生し 74 年になり

ます。1945 年 12 月 10 日に現在の桐生タイムスの前身

である「新日本タイムス」が創刊されました。社主の木村

貞一氏は中央大学法科卒で桐生市議会議員、桐生商

工会議所専務理事を歴任するなど生え抜きの「桐生っ

子」でした。「俺の仕事は、富士山から日本を眺めること 

 

ではなく、吾妻山から故郷の街を見つめること。五十歩

百歩先を見るのではなく、足元から二、三歩前を観察し

たいと桐生の建設と発展のために理想を掲げて出発し

ました。桐生タイムスは、市民生活の情報源としてだけ

でなく、時には、市政にも一石を投じる論評を繰り広げ

た歴史もあります。私も 30 年以上購読していますが、 

これからも頑張って頂きたいと思います。 

 さて、私たちロータリークラブは国際貢献を目的に教

育、保健衛生などの人道支援をしてきましたが、12 月 4

日アフガニスタンで支援活動をされていた中村哲医師

が銃撃され死亡したと悲報が届きました。30年以上にわ

たり戦果が続く同国で、困窮する住民のために医療支

援だけではなく、井戸 1600 本、農業用水 13 か所など

様々な支援を行っていたそうです。 

政府が行った葬送セレモニーでは、日本行きの航空機

に中村医師を乗せるためガニ大統領と兵士が棺を担い

でいる姿が映っていました。日本人として誇らしくも遭っ

てはならない悲しい出来事です。中村哲医師のご冥福

をお祈りいたします。 

 

《報 告》 

・12/6 桐生 4RC 女子会  青木さん、荒木さん 

    田中さん、丹羽さん、平岩さん、ﾗﾝﾄﾞﾙﾌさん  

    

《予 定》 

・12/12 群馬大学外国人留学生との交流会 

    会長、幹事、桑原奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長 

    野間国際奉仕委員長 

ロータリーは 

世界をつなぐ 

 

第 2840 地区 

国際大会推進委員会 

委員長 槻岡 行支 君 

竹内 靖博 君 24 回 

青木 貴子さん 1 回 

ようこそビジター 



 

幹事報告 

・国際ロータリーより、ロータリーレートのご案内です。 

 １２月＝１０８円です。 

・ガバナー事務所より「首里城火災に対する支援金」の 

 ご案内が届きました。10 月 31 日未明の首里城火災で、 

 正殿をはじめ少なくとも 7 棟が全焼しました。それによ 

 り、第 2580 地区新本博司ガバナーより首里城再建に 

 向けた支援金の協力要請が届きましたので、ご協力 

 お願い致します。 

・桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和元年 12 月 9 日) 

総員 69 名：出席 45 名 

令和元年 11 月 18 日例会修正出席率：80.95％ 

 

ニコニコボックス 

槻岡行支君…国際大会のご案内です。よろしくお願い

致します／須永博之君…柳委員長を始め戦略計画特

別委員会の皆さんが次代への扉を開いてくれる記念す

べき例会になる様ご協力ください／水越稔幸君…昨日

身長を計ったらなんと 157.5 ㎝に縮んでいました。皆さ

ん余り上から見下ろさないでね／北川洋君…先週の例

会で乾杯をさせていただきました／岡部順一郎君…叙

勲のお祝をいただきありがとうございました／柳明彦君

…卓話の時間に戦略計画を発表させていただきます／

竹内靖博君、青木貴子さん…出席１００％。 

 

I M のご案内 

2019-2020 年度 国際ロータリー第 2840 地区 

第 2 分区 A インターシティーミーティング 

2020 年 3 月 29 日(日) 桐生プリオパレス 

第 2 分区 A ガバナー補佐 坪井良廣君主催 

桐生ロータリークラブ ホストクラブ 

第 1 部 IM 15 時～17 時 15 分 

     テーマ 『クラブイノベーション』 

第 2 部 懇親会(ガバナー歓迎会) 

      17 時 30 分～19 時 

登録料 5,000 円(下半期会費納入時に徴収) 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

この１０年間世界はものすごいスピードで変貌を遂げて

きました。ロータリークラブを取り巻く環境も例外ではあり

ません。その事実にロータリアンとして向き合い 戦略計

画を通して新たな成長戦略を考えてみたいと思います。 

 桐生ロータリークラブはこれまで長期計画特別委員会

などに於いてクラブ運営に関する様々なディスカッショ

ンをしてきました。そしてその中からいくつもの提言がな

されました。今回の戦略計画の策定にあたってはそれら

を取り入れ４つの優先事項にしました。 

 桐生ロータリークラブの歴史と伝統に磨きをかけ 会

員に受け入れられるクラブ変革に全員で取り組んでいき

たいと思います 

４つの優先事項 

①ロータリーを知ろう 

入会歴の浅い会員はもとよりクラブメンバー全員にとっ

てロータリーの歴史と伝統 知識や用語などを勉強でき

る機会の提供が必要と考えます 

・桐生ロータリークラブの歴史と伝統がわかる 

 リーフレットを作成しよう 

・新入会員の会員研修は入会後に速やかに行おう  

・定期的にシニアメンバーの卓話を聞こう 

・2840 地区に出向者を出そう 

②規律あるロータリーをつくろう 

近年の国際ロータリーの規定審議会による会則の変更

はドラスティックでありクラブとしてもきちんと対応してい

かなければなりません。また変化をモニタリングしクラブ

細則の改訂やクラブ運営にも反映しなければなりません 

・クラブ細則を常に最適化しよう  

・シニアメンバー向けの会費の導入や特別会員制度の 

 導入を検討しよう 

・会員数７０名以上を維持し出席率 85 パーセントを目指 

 そう 

③ロータリーを楽しもう 

ロータリーには多彩な出会いがあります。年齢や職業を

超えた様々な魅力ある人との交流はロータリーの醍醐

味でもあります。  

・卓話の時間にクラブフォーラム（ディスカッション形式）  

 を取り入れよう 

・趣味の会や同好会を新設しよう 

・家庭集会を積極的に開催しよう 

④ロータリーを知ってもらおう 

奉仕事業に失敗はありません 

積極的に新しい事業に挑戦しよう 

・桐生ロータリークラブの冠のついた奉仕事業を創設し

よう 

・国連 UNHCR 協会の支援事業を継続・強化しよう 

・創立７０周年 記念事業委員会を立ち上げよう 

                                  

      本日の食事        ✿本日のお花✿ 

 

 

 

     

 

 

 

   五味八珍 親子丼  

 

「桐生 RC の 

今後の戦略計画」について 

 

桐生 RC 戦略計画 

特別委員会委員長 

      柳 明彦 君 

 


