
 

 

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。 

２０２０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３１３９回例会 
(２月３日(月)第１例会) 

２月１７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． 卓 話 「防犯ブザーの救急的活用」 

     桐生市消防本部 桐生消防署  

       消防士長 小林 聡志 様 

１２．点 鐘 

 

 

<卓話者> 桐生市消防本部 警防課 消防士長 金子 幸次郎 様 

                 桐生消防署 消防士長 小林 聡志 様 

<米山奨学生> 孫 逸菲 様 

結婚祝 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 
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米山奨学金授与 

 

   孫 逸菲様 

 

 

会長の時間 

昨日はローターアクト 50 周年記念事業でバスにて東京

へ行きました。コロナウイルスの影響で 16 人のキャンセ

ルが出てしまい 21 人の参加でした。ロータリアンも 9 名

参加していただきました。（堀、桑原、澤田、中山、岩崎、

荒木、青木、富沢の各会員）チームラボ、月島もんじゃ、

トンボ玉作成と盛りだくさんのバス旅行で本当に楽しい

一日を過ごさせていただきました。 

バス旅行もキャンセルが出ましたが、東京はいつもより

人が少なかった様に思います。コロナウイルスは 5 月が

ピークともいわれていますが、東京オリンピック開催に影

響が出るとの情報があります。どこへ行ってもマスクが品

薄になっていて、嫌な雰囲気になってきています。早め

の終息を願うばかりです。 

さて、話題を変えますが、本日は、節分です。 

節分は 2 月 3 日と思っていましたら、正式には、立春の

前日が節分という事だそうです。立春はここ 30数年の間

は 2月 3日で変わることはありませんでしたが、年によっ

て日にちが変わることがあります。一番近い年でいうと、

2021 年の立春は 2 月 3 日ですので、2021 年の節分の

日は 2月 2日だそうです。「鬼は外、福は内」 

昔の人は目に見えない病気や災害を鬼に例えて、それ

を追い払うための儀式として豆まきをおこなっていました。 

節分の歴史をたどると平安時代に中国から伝わった邪

気払いの宮中行事が節分のルーツになっていると言わ

ロータリーは 

世界をつなぐ 

 

 澤田 匡宏 君 

 松田 秀夫 君 

 田中 一枝さん 

 野間 義弘君 

 後藤 圭一君 

 竹内 靖博君 

 山﨑 一順君 

ようこそビジター 



 

れています。そして、古くから穀物や果実には精霊が宿

るとされていました。 

 豆には“魔を滅する”という意味の「魔滅まめ」という漢

字もあてられており、本来は魔除けに使われていた小

豆が使用されていましたが、小豆は高価で貴重な穀物

でもあったため、代わりに手に入れやすい大豆が使わ

れるようになったと言われています。 

そして、まいた豆から芽が出てしまうと縁起が悪いとされ

たため、普通の豆ではなく、火で炒いった“炒り豆”を使

用するようになったそうです。節分用に販売されている

豆が炒ってあるのはそのためだったのですね。 

今夜は、皆さんの家でも「鬼は外、福は内」 「肺炎は外、

インフルエンザも外」と大きな声で豆を蒔きましょう。 

《報 告》 

・1/28 桐生赤城 RC メイク 

 坪井 AG,桑原 IM副実行委員長 

 桐生 RAC 例会 桑原ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長 

・1/30 桐生 4RC会長幹事会  坪井 AG、会長、幹事 

・2/2 桐生 RAC創立 50周年記念事業 東京 9名参加 

《予 定》 

・2/10休会 

   戦略計画特別委員会家庭集会 

・2/12次年度理事役員予定者会議 

・2/14S.A.A家庭集会 

・2/15地区研修セミナー、ガバナー諮問委員会 

 疋田パストガバナー 

・2/17例会終了後、クラブ協議会 

  

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。 

 2月は、1＄＝110円です。 

・RID2840 山田邦子ガバナーエレクトより、国際協議会 

開催地サンディエゴよりエアメールが届いております。 

・ガバナー事務所より、国際大会 2840 地区・地区ナイト 

のご案内が届きました。希望の方は、事務局までお 

願い致します。 

・㈱クマヒラ社長 熊平雅人様(東京ＲＣ会員)より「抜萃 

のつづり その七十九」をご寄贈いただきましたので、 

本日配布のロータリーの友に挟んであります。 

・4月より新規米山記念奨学生で、群馬大学の中国出 

身の女性を受入予定です。その為、カウンセラーを

募集致します。期間は、２０２０年４月～２０２２年３月ま

でとなりますので、幹事までお願い致します。 

・㈶ロータリー米山記念奨学会より確定申告用領収証 

が届きましたので配布しております。 

・桐生赤城ＲＣより週報到着 

・本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので理 

事役員の方々はご出席よろしくお願い致します。 

・次週 10日(月)は、休会となります。お間違えのないよう

お気を付けください。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和 2年 2月 3日) 

総員 66名：出席 41名 

令和 2年 1月 20日例会修正出席率：76.66％ 

ニコニコボックス 

須永博之君…桐生 RAC50 周年記念事業で多くの皆様

に参加頂き終了しました。ありがとうございました／須永

博之君…昨日は 9 名のロータリアンにご協力頂きありが

とうございました／澤田匡宏君…昨日は RAC50 周年事

業に参加させていただきました。また須永会長には大変

ご馳走になりありがとうございました／荒木千恵子さん、

中山賀司君…昨日の RAC50周年記念事業の東京ツア

ーでは、須永会長をはじめ皆様に大変お世話になりま

した／中山賀司君…先日の研修旅行で飯塚幹事、木

村滋洸さんに大変お世話になりました。大変勉強になり

ました／澤田匡宏君…結婚祝／山﨑一順君、野間義

弘君、竹内靖博君、月門快憲君、後藤圭一君、田中一

枝さん…誕生祝。 

 

卓話 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生市消防本部では、更なる救命率の向上を目的に、

桐生市消防本部独自の取り組みである「防犯ブザーの

救急的活用」の推進を図っています。この取り組みは、

桐生市消防本部の職員が提案したもので、全国でも類

を見ない取り組みです。 

〇防犯ブザーの救急的活用とは、護身用として使用す

る防犯ブザーを急病人が発生した際に鳴らし、周りの人

に直ちに駆けつけてもらうための救護の合図として活用

するものです。 

〇操作が容易であること（ボタンを押すか紐を引くだけ

で、瞬時に大音量で周囲へ知らせることができます。）。 

安価で手に入ること（多種多様で 100 円ショップでも手

に入ります。）。 

普及率が高いこと（ランドセル購入時に無料で手に入っ

たり、地域によっては交通安全協会や PTA などが小学

生に配布していたりします。）。 

早期の 119 番通報に繋がり、応急手当ての開始が早ま

ることで、救命率の向上が期待できます。 

災害発生時、建物内に閉じ込められた時や一人で避難

が困難な時などに緊急の救難合図として使用できます。 

マラソン大会やお祭りなど、多くの人が集まるイベントに

おける救護活動時に、救助者を災害地点まで早期に集

めることが可能となります。 

小学生の普及率が高く、防犯のみならず、交通事故や

災害などにも応用が期待できます。                                  

    本日の食事        ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

      五 大 

 「防犯ブザーの 

救急的活用」 

  桐生市消防本部 

  桐生消防署 

   

警防課 消防士長 金子 幸次郎 様 

桐生消防署 消防士長 小林 聡志 様 


