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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。 

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３１４４回例会 
(６月２２日(月)第３例会)－最終例会－ 

例会場 桐生プリオパレス 

７月６日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                         

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 新会員入会式 

群馬県議会議員   相沢 崇文君 

桐生市議会議員   石渡 宏明君 

群馬県議会議員   亀山 貴史君 

(宗)鳳仙寺 副住職 坪井 良樹君 

５． 会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

８． 卓 話 「一年を振り返って」 

  会長 須永 博之君 

  幹事 飯塚 荘一君 

９．点 鐘

新会員入会式 
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                 群馬県議会議員 

 

 

                

石渡 宏明君 

            桐生市議会議員 

 

 

 

亀山 貴史君 

           群馬県議会議員 

 

 

 

                 坪井 良樹君 

             宗教法人 鳳仙寺 

             副住職 

会長の時間 

《報 告》 

・6/15 例会終了後、定例理事会 

・6/18 次年度分区会議 

森会長エレクト、後藤副幹事 

・6/20 ガバナー諮問会議 疋田 PG 

     地区役員連絡会議 

 疋田 PG、坪井ガバナー補佐 

《予 定》 

・6/29 休会 

     

幹事報告 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・次週２９日例会は、休会です。 

 次回例会は、７月６日(月)森年度初例会となります。 

12 時から食事、点鐘 12 時 30 分、例会場は、桐生プリ

オパレスとなりますのでので、お間違えのないようお気

をつけ下さい。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和 2年 6月 22日) 

総員 70名：出席 51名 

 

 

 

ロータリーは 

世界をつなぐ 

 



 

 

ニコニコボックス 

須永博之君…最終例会ありがとうございます。皆さんお

世話になりました／飯塚荘一君…1 年間本当にありがと

うございました／疋田博之君…会長幹事さん大変に時

期ご苦労様でした／竹内靖博君…会長、幹事、役員の

皆様 1 年間本当にご苦労様でした。今年は類を見ない

大変な年でしたね／北川洋君、坪井良廣君、山口正夫

君、堀明君、山崎達也君、桑原志郎君、柳明彦君、水

越稔幸君、小林康人君、増山大祐君、田中一枝さん、

小林雅子さん、松田秀夫君…須永会長、飯塚幹事１年

間お疲れ様でした／須永博之君…相沢崇文君を推薦

させて頂きます／須永博之君…亀山貴史君を推薦させ

て頂きます／須永博之君…坪井良樹君を推薦させて

頂きます／須永博之君…石渡宏明君の入会を祝して

／北川洋君、坪井良廣君、月門快憲君、後藤圭一君、

松田秀夫君…新会員の皆様入会おめでとうございます

／牛膓章君…相沢、亀山両県議及び石渡市議、坪井

君を会員に迎えて／山崎達也君…相沢県議の入会を

祝して／山崎達也君…亀山県議の入会を祝して／水

越稔幸君…4 名の新会員さんを心より歓迎致します／

桑原志郎君…4 人の新入会員の皆様ようこそ桐生 RC

へ／田中一枝さん…石渡宏明君を推薦させて頂きます

／松島宏明君、田中一枝さん…新入会員 4 名様お迎

えして／須永博之君…山口さん桐生商工会議所会頭

お疲れ様でした／牛膓章君、水越稔幸君…久々に山

口君の出席を祝して／山崎達也君…結婚祝／山崎達

也君、小島隆治君…誕生祝。 

 

卓 話 

                    

 

 

 

 

 

 

歴史と伝統ある桐生ロータリークラブ６７代会長を１年間、

経験させていただき大変光栄でした。ありがとうございま

した。 

新型コロナの影響で歴史初の３か月間休会となってしま

い誠に残念でした。正直言えば達成感は少し足りませ

んが、一時は、例会を再開できずに終了してしまうのか

と危惧していましたが、こうして最終例会を迎えることが

出来ました事は、ロータリーの友情として感謝申し上げ

ます。 

私は桐生倶楽部が大好きです。会場に初めて入った時

の事は、今もはっきり覚えています。２８歳で入会した桐

生青年会議所も例会場として使わせていただきました。

JC ではそれまで経験できなかった事を学び、一生の友

をえることが出来ました。大げさに言えば、人生を変えて

くれた場所です。縁あって平成７年に桐生青年会議所

の３９代理事長をさせて頂きました。その年は、一生忘

れられない年になっています。JC は１月から１２月が年

度になりますが、年度当初の１月 17 日に阪神淡路大震

災が発生して、桐生 JC としても物資や人材を送らせて 

 

もらいました。３月には、オウム真理教の地下鉄サリン事

件など、この年も災害や事件が多発し、人生を考えさせ

られる不安に包まれた年でした。 

そして、桐生ロータリークラブの会長として迎えた、令和

でしたが、新型コロナウィルス感染に世界中が不安と恐

怖におびえる強烈に記憶に残る年になってしまいました。 

皆さんの中にも強烈に記憶に残る年というのがあると思

います。大事件や災害等が立て続けに起きる年もそうで

すし、何かが始まったり終わったりする年かもしれません。

いわゆる印象的な出来事は、順序よく起きてくるわけで

はなくて、不思議なことですが、ある時期に集中的に起

きる傾向があると思います。そんな、ある特定の年が、後

で振り返ってみると何らかの『転機』になった年であった

ことに気づくことになります。私にとっては、平成７年は

その後に飛躍できた大きな転機の年になりましたが、令

和の初めも今後の人生の大きな転機になる年になる予

感がしています。 

これから、少しこの一年を振り返ってみたいと思います。 

１６年前の平成１６年に山口正夫先輩に推薦頂き入会し

て以来、100％出席表彰を見るたび、他人事としか感じ

ていませんでした。出席率も良くなく、協力的とは言えな

い会員でした。５年前に坪井ガバナー補佐が会長候補

者になり、縁あって幹事候補になるまで、ずっと状況は

変わりませんでした。その私が、会長候補者として指名

された２年前から何をして良いのか分からず、とにかく桐

生ロータリークラブの歴史を見てみようとロータリーの記

念誌や過去の週報を読み始め、分かったことは、とんで

もない役を引き受けてしまったとの大いなる反省でした。 

しかし、縁あってお引き受けさせていただいた以上、伝

統と歴史を次に繋げてゆく為に、感じたことを会長方針

として書き始めました。 

まず、 「桐生ロータリークラブの確かな復活（ Ｒ

egeneration）へ向けて」とスローガンを掲げさせて頂きま

した。何より、創立から重ねて来た桐生ロータリーの歴

史と今との狭間で方向性に苦悩する桐生ロータリークラ

ブへわずかばかり恩返しができないかなと思いだしまし

た。これから桐生ロータリークラブは、何を目指して行け

ば良いのか？創立以来積み重ねてきた桐生ロータリー

クラブの歴史と伝統、思いは、十分に現会員に伝わって

いないのではないか？しかし一方では、歴史や伝統は

極めて大切なものではありますが、それを築いてきた先

輩に敬意を払い、変えてはいけないものを守りながら、

時代に即した変化をして行かなければ、桐生ロータリー

クラブの将来の発展を見ることは難しいと考えました。 

そこで、会員の皆様と共に伝統ある桐生ロータリークラ

ブの確かな復活（Ｒegeneration）へ向けたスタートの年

にする為に、過去を知り、未来を考え行動する１年にし

たいと思い以下の基本方針を掲げさせて頂きました。 

（1）桐生ロータリーの歴史と伝統を知りクラブに誇りを持 

てる機会を作ります。 

（2）地区で提唱された特別会員について研究検討し、 

会員総意のもと導入しシニア会員への敬意と桐生ロー

タリークラブの歴史と伝統を繋で行きたいと思います。 

（3）年間出席率８５％以上を目指し、全会員が楽しみに 

出席したいと思える例会を行います。 

 「一年を振り返って」 

   

   会長 須永 博之君 



 

 

 

（4）会員増強と同時に、入会後研修の充実を図り、ロー 

タリアンとしてクラブの次代を担う人材育成を行います。 

（5）新入会員 5 名を迎え、70 名体制を確実にしたいと

思います。 

（6）地域社会への貢献事業（夢計画事業）として、子育

て応援事業を行います。 

自己評価はやめて、どこまで出来たかは、会員の皆様

のご判断に委ねたいと思います。 

とにかく、休会３か月間があり、やり残したことは沢山あ

ったと思いますが、役員の皆様の支えを頂き無事滞るこ

となく運営を続けることが出来ました。 

最後に、この２年間を支えてくれました飯塚幹事に心か

ら感謝申し上げます。そして、水越副会長をはじめとす

る理事会メンバーの皆様、委員長の皆様、会員の皆様、 

一番感謝しなければならないのは、SAA の皆さんです。

毎例会に誰よりも早く来て設営してくれ、例会終了後も

残り後片付けをしていてくれました。本当にお疲れさま

でした。そして、事務局員として完璧にサポートしてくれ

ました田村さんに心より感謝申し上げます。 

来月から森会長の年度になります。 

新型コロナウィルスの影響はまだまだ続きますが、引き

続き皆さんのご協力を頂き森会長と桐生ロータリークラ

ブを盛り上げて頂ければ幸いです。 

どうか皆様も機会がありましたら、幹事、そして会長を経

験してください。 

人生の素晴らしい転機になると思います。１年間 誠に

誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

始まりは須永さんからの電話でした。JC の大先輩で接

点はそれほどでもありませんでした。歴代幹事の顔ぶれ

をみると不安でしかありませんでしたが、やるだけやって

みることにし、2 年前副幹事としてスタートし、１年間の流

れをつかみました。そして須永年度スタートし、まず桐生、

みどり両市長への表敬訪問、夢計画、地区財団セミナ

ー、各委員会の家庭集会、４RC 合同例会、そして地区

大会と様々な行事をこなしていく感じで、その中でも４

RC会長幹事会では他のクラブの会長幹事さんと交流を

深める事が出来ました。年も変わりやっと慣れてきたとこ

ろ、このコロナ禍で例会からはじまりすべての計画が白

紙になり、３月以降はその対応に追われる感じとなりまし

た。その中で今まで出来ない経験をさせて頂き本当に

感謝しています。先週、須永会長と飲む機会があり、帰

り一緒に須永さんの車に乗せて頂いた中で「飯塚君に

幹事を頼んで本当に良かった」と言っていただいて肩の

荷が下りた感じがしました。最後に頼りない幹事でした

が会員皆様のご協力で何とか１年を終える事が出来本

当に感謝しています。また事務局の田村さんには１年間

助けて頂きありがとうございました。 

                                  

     本日の食事         ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

 

桐生プリオパレス 

 「一年を振り返って」 

   

   幹事 飯塚 荘一君 


