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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３１２０回例会 
(８月５日(月)第１例会) 

８月１９日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． 国歌斉唱 

３． 桐生市歌斉唱 

４． 四つのテスト唱和 

５． 来訪者紹介 

６． 結婚・誕生祝 

７． 乾 杯 

８． 会長の時間 

９． 幹事報告 

１０． 委員会報告 

１１． １１. 委員会報告 「新年度を迎えて」 

 出席委員長       田中  淳 君 

 奉仕プロジェクト室長 桑原 志郎 君 

      職業奉仕委員長    澤田 匡宏 君 

      社会奉仕委員長    中山 賀司 君 

      国際奉仕委員長    野間 義弘 君 

      青少年奉仕委員長  岩崎 靖司 君 

１２．点 鐘

 

〈米山奨学生〉 孫 逸菲様 

 

結婚祝 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

米山奨学金授与 

 

 

 

 

会長の時間 

昨日まで開催されていた桐生八木節まつりには、ロータ

リークラブでも沢山の関係者の皆様がいらしたと思いま

す。お疲れ様でした。年々、ＴＶやマスコミに取り上げら

れる機会が増えていますので、今年は一層賑わってい

た様に感じました。 

さて、早朝、全英女子オープンゴルフにおいて日本から 

初出場した渋野日向子プロが、見事に優勝されました。 

 

 

黄金世代と言われている 20 才の渋野日向子プロが、日

本勢では男女通じて 42 年ぶりのメジャー優勝だそうで

す。1977 年全米女子プロを制した樋口久子さん以来 2

人目の快挙で、プレー中ずっと笑顔でいることで「スマイ

ルシンデレラ」と言われ世界を驚かせました。 

 さて、以前、笑顔の効果を調べたことがありますが、笑

顔がもたらす効果とは、脳内ホルモンであるセロトニンが

分泌され、幸福感と鎮静作用があるそうです。このセロト

ニンによって、ストレスが解消されます。また、笑顔は明

るい気持ちにしたり、気持ちを楽にするという効果もあり

ます。昔から“笑う門には福来る”と言われておりますの

で、私も年賀状に「今年は一年笑顔で過ごすことを心掛

けたいと」書いたことがありました。しかし、数か月も経た

ないうちに気が付くと笑顔どころか難しい顔をしていまし

た。ロータリークラブには、いつお会いしても笑顔の絶え

ない方が沢山おられます。私も今年は笑顔を心掛け、ロ

ータリー活動で多くの会員の皆さんが笑顔でいられる様

に頑張って行きたいと思いますのでよろしくお願い致し

ます。 

《報 告》 

・7/29 会長候補者推薦委員会 

・7/29 親睦活動委員会家庭集会 

・7/31 桐生市ごみ減量化推進協議会 

     中山社会奉仕委員長 

・8/3 RLI ディスカッションリーダー研修会 

    松島地区研修副委員長 

ようこそビジター 

孫 逸菲様 

ロータリーは 

世界をつなぐ 

 

 Randolph 留利子さん 

 富澤  剛君 

 長竹 伯晶君 



 

 

《予 定》 

・8/12 山の日振替休日の為、休会 

 

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。 

 ８月は、１＄＝１０８円です。 

・ガバナー事務所より夏季休暇のお知らせが届いており 

 ます。 

・学校法人桐丘学園より理事長就任の挨拶状が届いて  

 おります。 

・第 15 回桐生市マーチングフェスティバルの開催案内 

 が届いております。 

・桐生南、桐生西の各 RC より週報到着。 

・次週１２日は、休会です。次回例会は、１９日(月)となり 

 ます。尚、事務局は、桐生倶楽部休館に伴い１３日～ 

 １６日までお休みとなります。 

・例会終了後、定例理事会を開催致しますので、関係 

 理事役員の方々は、ご出席お願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和元年 8 月 5 日) 

総員 68 名：出席 48 名 

令和元年 7 月 22 日例会修正出席率：77.05％ 

 

ニコニコボックス 

須永博之君…桐生八木節祭お疲れ様でした。年々、人

が増えていますね／須永博之君…孫さんから中国茶の

お土産を頂きました。次回例会で皆様に飲んで頂きま

す／山﨑一順君…塚越会員に大変ご迷惑をお掛け致

しました／前原勝君…本町八坂神社祇園祭が無事に

終了しました／水越稔幸君…腰塚会員に大好物の葉し

ょうがありがとうございました／田中一枝さん…いつも大

龍のご利用ありがとうございます／中山賀司君…フード

バンク事業へのご協力ありがとうございました／野間義

弘君、澤田匡宏君、桑原志郎君、中山賀司君、岩崎靖

司君、田中淳君…卓話をさせて頂きます／Randolph 留

利子さん…結婚祝。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

出席委員会は、私田中、副委員長として青木貴子さん、

メンバーで小林雅子さん、堀貴之さんと４名の構成とな

っております。円滑に委員会業務が運営できるようにメ

ンバーで協力し合っていきたいと思います。１年間どう

ぞよろしくお願い致します。 

まずはじめに 19-20 年度須永会長の大方針であります、

「桐生ロータリークラブの確かな復活(Regeneration)へ向

けて」の中で、基本方針項目の１つにあります、年間出

席率 85％以上を目指し、楽しみにできる例会に 1 人で

も多く出席頂けるよう、積極的に呼び掛けなどしていけ

ればと考えています。出席率向上目的として、年間出席

率 100％の会員に対し会長表彰を実施、他クラブとの交

流推進として、メークアップ情報も随時、案内していきた

いと思います。特に新人会員には(私も含めてですが

…)当桐生ロータリークラブの年間行事予定表等をお渡

しすることにより、年間の活動等把握頂き、スケジュール

に組み込んで頂くよう強化、推進していきたいと思いま

す。都合により例会を欠席する場合は、メークアップもも

ちろんの事、他の行事など奉仕活動等に参加する事に

より、出席率向上に努めて行くよう、積極的に呼びかけ

ていきたいと思います。(呼びかけと言うよりはこれは、自

分自身に言い聞かせていることですが…)歴史と伝統の

ある桐生ロータリークラブの一員として誇りと持ち、ニコ

ニコ箱委員会をはじめ、他の委員会とも協力し合うこと

により、メンバー及び会員相互の絆を深めて、重要な役

割を果たしていけたらと思っています。まったく未熟者

で、委員会メンバーの方にも、頼りない委員長でござい

ますが、「成果は数字に」表れてきますので、メンバーと

ともに精一杯活動していきたいと思っています。以上で

ございますが、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

須永会長の今年度の活動目標に向けて 

１．４大奉仕委員会の連携・協力を推進し、ロータリアン 

  らしい奉仕活動を展開する。 

２．４大奉仕は、ロータリー活動の根源であり、これらを 

  一段と活性化することにより新しい奉仕活動の可能 

  性を奉仕プロジェクト室メンバーで探っていく。 

３．ロータリー財団地区補助金による未来の夢計画『地  

  域で子どもを見守る、子育てを助ける“地域子育て 

  支援事業”』を４大奉仕委員会並びに財団委員会と  

  連携し会長・幹事のもとこれを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 
ロータリークラブの根幹である職業奉仕の理念、「職業

の道徳性を高め、その価値を認めること」を念頭に、

日々の仕事を通じ職業人としての人格や品位を高め、

ロータリアンとして全会員が地域社会に貢献出来ること

を目指します。また、奉仕プロジェクト室長の元、他の委

員会との連携を推進して参ります。 

・毎月第一例会における４つのテストの唱和（委員会の 

 メンバーが交代で行う） 

「新年度を迎えて」    

 

  出席委員会 

  委員長 田中 淳 君 

 

「新年度を迎えて」    

職業奉仕委員会 

委員長 澤田 匡宏 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

奉仕プロジェクト室 

室長 桑原 志郎 君 

 



 

・優良従業員表彰の実施（1 月） 

・ローターアクトクラブと連携した職場見学（大人の社会 

 科見学）の共催 

・その他必要に応じた行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

奉仕活動を通じて地域社会に貢献する。ロータリアンひ

とりひとりも奉仕の精神を養う。また、ローターアクトとも

協力して奉仕活動を行う。これらの活動を通じて、ロー

タリーのイメージアップを図っていきたいと思います。 

  ・キッズバレイへの協力 「地域子育て支援事業」 

   7 月 25 日 10：30～打合せ 参加 

  ・桐生市ごみ減量化推進協議会 

   令和元年度第 1 回幹事会、参加 

   7 月 31 日（水）14：00～ 

   桐生市役所 6 階 601・602 会議室    

  ・（フードバンク事業へ支援） 

  ・プラスチック容器包装リサイクル推進協議会との 

   意見交換会 参加予定 

   10 月 10 日（木）13：00～16：00 

  ・クラシックカーフェスティバルの応援 

  ・清掃活動 

  ・その他必要に応じた活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際奉仕委員会の活動を進めていくと共に、未来夢計

画に協力していきたい。 

１．群馬大学理工学部留学生との交流会への参加。 

２．米山奨学生のサポート。 

３．ハワイ国際大会への参加啓蒙。 

４．未来夢計画への協力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、青少年奉仕委員会の委員長を務めております。

岩崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 この伝統ある桐生ロータリークラブに入会させていた

だいて、早 4 年が経過いたしました。まさかこの私が、入

会をお許し頂いただけでなく、委員長という大役を務め

ることになろうとは、夢にも思っておりませんでした。 

まだまだ、私の勉強不足により、分からない事が沢山ご

ざいますが、委員長という重責をお引き受けしてしまっ

たからには、精一杯努力をして、しっかりと勤めてまいり

たいと思っております。 

 しかしながら、到底私一人だけの力では、何も出来ま

せん。桑原室長はもとより、同じ室である澤田委員長、

中山委員長、野間委員長という頼りがいのある諸先輩

方々のお力とお知恵を思う存分にお借りしながら、そし

て何よりも心強い仲間である、松田秀夫副委員長と丹羽

あゆみ副委員長をはじめ、委員会メンバーの皆様にが

っちりとお支えを頂きながら、一年間頑張って行きたい

と思います。 

  我々の委員会は、その名の通りこれからの未来を担

う、青少年の為にある委員会でございます。実は私も丁

度同世代の 19 歳、17 歳、15 歳の子を 3 人育て中の親

でございますし、PTA などの活動を通して、青少年の皆

様との触れ合いには、多少自信があると思っております

ので、ローターアクトクラブ並びにインターアクトクラブの

みんなが、生き生きと活躍出来るように、親睦を深めつ

つ、しっかりと支援と協力をして行きたいと思います。 

 また、今年度は、室としての対応で未来の夢計画への

協力というのがございます。こちらは、NPO 法人キッズ

バレイ様の企画となっておりますが、とんでもなく素晴ら

しい内容となっておりますので、桑原室長を筆頭に他の

委員会の皆様と協力しながら精一杯支援していきたい

と思います。 

  結びになりますが、これから一年間活動をしていく中

で、桐生ロータリークラブメンバーの皆様には、事業の

ご参加や協力などのお願いをする場面が、多々あるか

とは思いますが、我々青少年奉仕委員会一丸となって

頑張って参りますので、その時は、何卒ご理解とご協力

の程をよろしくお願いいたします。 

コ箱が分かれます)からなりますがいずれも例会をより楽

しく、会員相互の絆を深めて、例会の出席率をより一層

高めていく重要な役割を果たす委員会です。その為に

も、室内各 4 委員会の密な交流、連携、情報交換を図り

ながら須永年度の目標であります伝統ある桐生ロータリ

ークラブの確かな復活(リジェネレイション)へのスタート

の成功へ向けて、S.A.A や会員増強委員長とは違い直

接成果が感じられないので難しいところはありますが、

力いっぱい活動してまいりたいと思います。 

                                     

     本日の食事          ✿本日のお花✿ 

 

 

 

     

 

 

 

    中国料理 大龍 

 

「新年度を迎えて」    

 

 社会奉仕委員会 

委員長 中山 賀司 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

国際奉仕委員会 

委員長 野間 義弘君 

 

「新年度を迎えて」    

 

青少年奉仕委員会 

委員長 岩崎 靖司君 

 


