
 

 

R.I会長 ホルガー・クナーク 

国際ロータリー第 2840地区 2020-2021年度 国際ロータリーのテーマ 

ROTARY  OPENS OPPORTUNITIES 

OPPORTUNWORLD 

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 森 末廣 幹事 後藤圭一 

          クラブ会報・情報委員会  田中淳・長澤深幸・亀山貴史 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第３１４６回例会 
(７月１３日(月)第２例会) 

例会場 桐生プリオパレス 

７月２７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． 米山功労者表彰 

６． ロータリー情報アワー  

７.  会長の時間 

８. 幹事報告 

９．委員会報告 

１０．卓 話 「新年度を迎えて」 

クラブ管理運営室室長  澤田匡宏 君 

出席委員会委員長    Randolph 留利子さん 

ニコニコ箱委員会委員長 月門 快憲 君 

プログラム委員会委員長 田中 一枝さん 

親睦活動委員会委員長  富澤 剛君 

１１．点 鐘 

出席 100％表彰 

 

 

 

 

 

 

 

米山功労者表彰 

 

 

 

 

ロータリー情報アワー 
 ロータリー情報委員会 委員長 前原 勝君 

 本日は、新年度最初のロータリー情報アワーです。

ロータリー情報委員会は、会員の皆様方が充実した

ロータリー活動を行うために必要なさまざまな情報

を提供する事を目的とし、委員会メンバーは直近三

代の会長経験者をもって構成されます。さて本日は、

ロータリーの歴史と理念・目的についてここでもう

一度おさらいしたいと思います。まず、ロータリー

生誕の地であるシカゴのお話から始めます。 

20 世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発

展の陰で、商業道徳の欠如が目につくようになって

いました。ちょうどそのころ、ここに事務所を 

 

構えていた青年弁護士ポール・ハリスはこの風潮

に堪えかね、友人 3 人と語らって、お互いに信頼の

できる公正な取引をし、仕事上の付き合いがそのま

ま親友関係までに発展するような仲間を増やしたい、

という趣旨でロータリークラブという会合を考えま

した。ロータリーとは集会を各自の事務所持ち回り

で順番に開くことから名付けられたものです。 

こうして 1905年 2 月 23 日にシカゴロータリーク

ラブが誕生しました。 

それからは志を同じくするクラブが、つぎつぎ各

地に生まれ、国境を越えて、今では世界 200 か国以

上の国の地域に広がり、クラブ数 35,900 、会員総

数 1,224,000 人以上に達しています。そして、これ

ら世界中のクラブの連合体を国際ロータリー(RI)と

称します。 

このように、歴史的に見ても、ロータリーとは職

業倫理を重んずる実業人、専門職業人の集まりなの

です。その組織が世界の隅々にまで拡大するにつれ

て、ロータリーは世界に目を開いて、幅広い奉仕活

動を求められるようになり、現在は多方面にわたっ

て多大の貢献をしています。 

次に日本のロータリーの歴史についてお話します。 
わが国最初のロータリークラブは、1920〈大正 9〉年

10 月 20 日に創立された東京ロータリークラブで、

翌 1921 年 4 月 1 日に世界で 855 番目のクラブとし

国際ロータリーに加盟が認証されました。 

 

 

ロータリーは機会の扉を開く 

 疋田 博之君 35 回 

 飯塚 荘一君  5 回 

 新川桂子さん  1 回 

 後藤 圭一君 



 

 

 

 

日本でのロータリークラブ設立については、ポール・

ハリスの片腕としてロータリーの組織をつくり、海

外拡大に情熱的に取り組んだ初代事務総長チェスリ

ー・ペリーと、創立の準備に奔走した米山梅吉、福

島喜三次などの先達の功を忘れることができません。 

その後、日本のロータリーは、第 2 次世界大戦の波

に洗われて、1940 年に国際ロータリーから脱退しま

す。戦後 1949年 3月になって、再び復帰加盟しまし

た。その後の日本におけるロータリーの拡大発展は

目覚ましいものがあります。ロータリー財団への貢

献も抜群で、今や国際ロータリーにおける日本の地

位は不動のものになりました。現在、日本全体での

クラブ数は 2,260、会員数約 90,100人以上となって

います。国際ロータリーの会長においては、日本初

の東ヶ崎潔氏(東京 RC)に続き、向笠次氏(大分・中

津 RC)、そして田中作次氏(埼玉・八潮 RC)が就任し

ました。 

 このようにして誕生し、発展してきたロータリー

ですがここで改めてロータリーの定規や理念、目的

について再確認してみます。まず定規ですが、 

1.ロータリーとは(定規) 

 ロータリーとは人道的な奉仕を行い、あらゆる職

業に於いて高度の道徳的基準を守ることを奨励し、

かつ、世界に於ける親善と平和の確立に寄与するこ

とを目指した事業及び専門職務に携わる人が世界的

に結びあった団体です。一言で言えば、ロータリー

は利他の心を養い、人を育てるとともに、献身的な

奉仕活動を行う世界的な団体です。 

次にロータリーの理念と目的ですが、 

2.ロータリーの奉仕理念とは 
 ロータリーの奉仕理念とは他への思いやりの心、

助け合いの心、他人のお役に立つ行いをしようとす

る心です。 

寛容・慈愛・忍耐(創始者ポールハリスの信条) 

3.ロータリーに奉仕理念を提唱した人 

アーサー・F・シェルドンはアメリカ・ミシガン州

ヴァーノン生まれで、初期ロータリーの指導的人物

でした。1908年にシカゴロータリークラブに入会し、

ロータリーに奉仕の理念を提唱した人ということで

あまりにも有名な方です。Heprofits most who 

serves best. すなわち「最も奉仕するもの最も多

く報いられる」という奉仕理念を提唱しました。 

 また、Service Above Self「超我の奉仕」という

人を思い遣り、人のために尽くすというこれら 2 つ

の理念がロータリーのモットーとなっています。 

4.ロータリーの目的とは 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として

奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体

的には、次の各項を奨励することにある 

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会と 

すること 

 

 

 

 

 

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は 

すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕す 

る機会としてロータリアン各自の職業を高潔 

なものとすること 

 

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また 

事業および社会生活において、日々、奉仕の 

理念を実践すること 

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネッ 

トワークを通じて、国際理解、親善、平和を 

進すること。 

本日は、以上です。次回は、9 月にまたお話させて頂

きます。 

 

会長の時間 

７月１日（水）桐生南ロータリークラブ、７月３日（金）桐生

西ロータリークラブ７月７日（火）桐生赤城ロータリークラ

ブで今年度の第一例会に相互訪問を後藤幹事と行っ

てきました。家庭では家風、会社では社風、学校では校

風、市では市民性、国では国民性があるようにロータリ

ークラブでも、それぞれのクラブに歴史がありクラブ風と

でもいえる気風（きっぷ）、気質とでもいえるキャラクター、

パ－ソナリティ―がありました。大変興味深く勉強になり

ました。 

報告になりますが、本年度の新地区補助金プロジェクト

（未来の夢計画）について、プロジェクト名「スポーツ団

体の健康管理とスポーツ環境の美化」計画当初、今年

はオリンピック年ということで、桐生市内のスポーツ少年

団に熱中症の予防に寄与する目的で、桐生市内のスポ

ーツ少年団と桐生市の運動施設に「熱中症指標計測器」

を配布することにしました。今月、桐生市スポ－ツ文化

事業団から活動再開の連絡があり急遽「熱中症指標計

測器」を６５個寄贈してきました。使用後、アンケート調

査を行います。 

「熱中症指標計測器」にはロ-タリ－のシールが貼ってあ

り、ストラップもロータリーのロゴが入っています。また、

シール貼りは青少年奉仕委員会の皆さんに貼ってもら

いました。それから、新体育館が完成後、秋口以降に相

生運動公園一帯の清掃活動を行います。この事業も新

地区補助金プロジェクトの一環として、社会奉仕委員会

が主催いたします。枯葉が舞い散らない前に行い、メン

バーの全員でいい汗をかきたいと思います。 

それからもう一つ、８月２４日に予定していた家族合同納

涼会は、新型コロナウイルス拡大防止の観点から理事

会にて検討した結果中止とさせていただきます。 

ただし通常例会は行います。卓話の時間に、新年度に

なる前に行えなかった各委員会の家庭集会を行いたい

と思います。詳細については、Ｓ.Ｓ.Ａとプログラム委員

会さんと検討いたします。 

 

 

 



 

 

 

《報 告》 

・7/11 新規米山記念奨学生カウンセラーセミナー、 

奨学生・カウンセラーオリエンテーション 

学友会総会 

地区米山記念奨学委員会副委員長 大友君 

須永米山奨学カウンセラー 

米山奨学生 刘媛さん 

 

《予 定》 

・例会終了後、会長候補者推薦委員会 

・7/14 桐生 4RC 会長幹事会 

・7/18 地区ロータリー財団委員会合同会議 

 Randolph 留利子さん 

・7/19 ガバナー諮問委員会 疋田パストガバナー 

・7/20 例会休会 

・7/22 桐生 4RC 女子会 

   青木さん、新川さん、田中さん、丹羽さん、

平岩さん、Randolph さん 

 

 

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。 

 7 月は、１＄＝１０７円です。 

・2019-2020 年度地区大会報告書が届いております。 

・桐生市国際交流協会より「ニュースレター」が届いてお 

ります。 

・桐生発明協会より「第 62 回桐生市発明考案展覧会開 

催要領」が届いております。 

・桐生赤城 RC より週報到着。 

・次週２０日(月)は、定款第 7 条第 1 節(ｄ)項(1)（その週 

に祝日が含まれる場合は休会にできる）を適用し休 

会です。次回例会は、２７日(月)となりますので、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 7 月 13 日) 

総員 66 名：出席 36 名 

令和 2 年 6 月 22 日例会修正出席率：86.4％ 

 

 

ニコニコボックス 

森末廣君…クラブ管理運営室のみなさん卓話よろしく

お願い致します／澤田匡宏君、月門快憲君、富澤剛君、

田中一枝さん、Randolph 留利子さん…卓話をさせて頂

きます／青木貴子さん…新桐生駅前にデイサービスロ

ーズヴィレッジ桜木を 7/1 にオープンする事が出来まし

た。須永会員色々ありがとうございました／亀山貴史

君･･･誕生祝／疋田博之君、飯塚荘一君、新川桂子さ

ん…出席 100％。 

 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ管理運営室は、出席員会、ニコニコ箱委員会、プ

ログラム委員会、親睦活動委員会から構成されておりま

す。この４委員会は、例会をはじめ、様々なクラブクラブ

活動の根幹をなす重要な委員会です。 

森会長の事業計画目標の中には、「例会を充実させ、

親睦をはかる」とあります。この事業計画目標の遂行に

は、室内の４員会、ならびにＳＡＡとの緊密な連携、協力

が不可欠です。楽しく、充実したクラブ活動が行われ、

会員相互の親睦が図れるよう全委員で活動して参りま

す。また、今年度は新型コロナウイルス感染防止のため、

様々な社会活動が制限されることも予想されるため、森

会長、理事会の決定に対して迅速に対応することもクラ

ブ管理運営室にとっては重要な役割と考えます。政府

の指針にある「新たな生活様式」を取り入れた新しいス

タイルのロータリークラブ活動が実施される新たな１年に

なるとも予想されます。桐生ロータリークラブの発展のた

め臨機応変の心構えで１年間務めて参りますので、クラ

ブ管理運営室に対する会員各位のご理解とご協力をお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱委員会では、全会員にニコニコ箱の意義を

周知し、幸せをメンバー全員で共感できるよう積極的に

活動をします。メンバー・家族・企業等の喜び、幸せごと

をすべてのメンバーに発信し喜び、幸せを分かち合える

ようにしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に委員会業務が運営できるように、メンバーと協力

し合い活動を行っていきたいと思います。例会に 1 人で

も多く出席していただき、年間出席率 85％以上を目指

し、目標達成することを念頭に積極的に協力を呼びか

けていきます。 

1.年間出席率 100％の会員に対し第 2例会で会長表彰

を行い、記念品を贈呈する。 

2.出席率向上の為、「メークアップ情報」を案内し、他ク

ラブとの交流推進する。 

3.家庭集会を開催する 

「新年度を迎えて」    

クラブ管理運営室 

   室長 澤田 匡宏 君 

 

「新年度を迎えて」    

ニコニコ箱委員会委員長 

      月門 快憲 君 

 

「新年度を迎えて」    

出席委員会委員長 

 Randolph 留利子さん 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度 RI のテーマは「ロータリーは機会の扉を開く」で

あり、２８４０地区のテーマは「奉仕の喜び 

 Happiness to Serve ~より多く奉仕して、より多くの喜び

を皆さんと分かち合いましょう。」 

です。これらのテーマを礎に森会長は、新クラブのモデ

ルをつくるべく、クラブのサポートと強化、ロータリ財団補

助金を活用した奉仕活動、中核的価値観を強調した公

共イメージの向上等を重点項目と見据え活動することを

掲げました。それらを実践すべく、当委員会では親睦活

動を通じ会員相互の信頼と友情を深める活動を行って

いきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム委員長の大役を頂いた田中でございます。こ

の役をお受けしてから、プログラムという役が如何にロー

タリーの例会の中で重要な役割であるかを、日を追うご

とに痛感しております。毎例会、S.A.A さんの努力による

美味しいお弁当を頂くことも楽しみですが、例会の中の

30 分という中枢を占める卓話の中味によって、如何に

会員の出席率を高め、毎回の継続が桐生 RCの魅力に

なり、退会者を少なくし、ひいては会員増強の一端とな

って下さることを望んでいます。今年度は、今までの慣

習と少し違った行事が盛り込まれることもあるかと存じま

す。一年間、プログラム委員会一同、森会長を中心に

頑張らせて頂きます。 

                                     

      本日の食事          ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

 

桐生プリオパレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生ローターアクトクラブ初例会 

桐生倶楽部にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 年度  

桐生ローターアクトクラブ 会長 栗崎紀誠君 

幹事 毒島沙耶さん 

     初例会に森会長、後藤幹事、桑原副会長、須

永直前会長、飯塚奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長、丹羽青

少年奉仕委員長、金子青少年奉仕副委員長、

青木青少年奉仕委員、長澤青少年奉仕委員が

参加致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新年度を迎えて」    

親睦活動委員会委員長 

      富澤 剛 君 

 

「新年度を迎えて」    

プログラム委員会委員長 

      田中 一枝さん 

 

【例会予告】 

 

8 月 3 日(月) ♦例会場 桐生プリオパレス 

♦ 卓 話 群馬第 2 分区 A 

       和田ガバナー補佐 

       S.A.A 北川貴久君 

      特別委員会 坂入勝君 

    

10 日(月) 休 会 

 

17 日(月) 休 会 

  

   24 日(月) ♦例会場 桐生プリオパレス 

          ♦委員会別家庭集会 

    

31 日(月) ♦例会場 桐生プリオパレス 

       ♦山田邦子ガバナー公式訪問 

 

 


