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ROTARY OPENS OPPORTUNITIES
OPPORTUNWORLD
R.I 会長 ホルガー・クナーク
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。
パストガバナー

ロータリーは機会の扉を開く

会長
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前 原 勝 樹
幹事

後藤圭一

田中淳・長澤深幸・亀山貴史

第３１４７回例会

８月３日号

(７月２７日(月)第３例会)
例会場 桐生プリオパレス
１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．

点 鐘
ロータリーソング斉唱
来訪者紹介
2019-2020 年度収支決算報告
2019-2020 年度会計監査報告
前年度会長挨拶
会長の時間
幹事報告
委員会報告

１０．卓 話 「新年度を迎えて」
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今月 7 月は東京オリンピック 2020 の開催月でしたが、
新型コロナウイルスの世界的流行を配慮して来夏に延
期になりました。それに伴い多くのことが変更を行わなく
てはならなくなりました。その中でも気になる事は日本に
おける「五輪関連の休日」ではないでしょうか。
今年はオリンピック開催に伴い、海の日、スポーツの日、
山の日が東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック
競技大会特別措置法により変更になりました。上記の変
更は、開会式前日、及び当日、開会式の翌日に併せて
設定され、要人警護の円滑化や交通混雑の緩和が目
的でした。しかし、東京オリンピック 2020 が来夏に延期
になったことで、来年もオリンピック開催時期に合わせ、
海の日、スポーツの日、山の日を移動させることを検討
しているようです。現状では、東京オリンピックは２０２１
年７月２３日～８月８日間の開催を予定しています。議
員連盟では、オリンピック開会式前日の７月２２日に「海
の日」を、当日２３日に「スポ－ツの日」を、閉会式翌日
の８月９日に「山の日」を移動させるように法改正する方
針とのことです。会員皆様の予定にも大きく関わることで
すので、今後もチェックしてみてはいかがでしょうか。

《報 告》
・7/13 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、ランドルフさん
《予 定》
・例会終了後、会長候補者推薦委員会
・7/29 家族会総会
・8/1RLI ディスカッションリーダー研修

松島君

・桐生倶楽部より、
特別 WEB 展示会のご案内です。
桐生倶楽部の HP より、桐高、桐女の美術部の作
品が見られます。
『高校生が描く桐生倶楽部会館 100 歳の姿展
～自由テーマ画とともに～』

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。
・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」が届いており
ます。
・前回の例会でもご協力頂きましたが、熊本地域豪雨災
害義捐金の募金箱をよろしくお願い致します。
・桐生南、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 2 年 7 月 27 日)
総員 66 名：出席 38 名
令和 2 年 7 月 13 日例会修正出席率：63.6％
ニコニコボックス
森末廣君…公共イメージ室の皆様卓話よろしくお願い
致します／本田雄一郎君、小林雅子さん、腰塚富夫君、
中山賀司君、田中淳君…卓話をさせて頂きます／坂入
勝君…桐生 RC 特別委員長就任、会員組織強化室長
退任／小林康人君…米山奨学委員長退任／水越稔幸
君…北川洋君先日はお世話になりました／須永博之君
…前年度の決算及び監査報告をして頂きます。会計大
島さん、監査の北川君、山﨑君お世話になりました／北
川洋君…監査報告をさせて頂きます／大島千賀子さん
…決算報告させて頂きます。

卓 話

「新年度を迎えて」
公共イメージ室
室長 本田雄一郎 君
公共イメージ室には、雑誌・広報委員会、クラブ会報・
情報委員会の２委員会があり活動を行います。雑誌・広
報委員会の委員長に小林雅子会員、クラブ会報・情報
委員会委員長に田中淳会員と大変優秀な委員長が就
任しておりますので、私にとっては何も心配はありませ
ん。私の役目は、お 2 人の委員長に気持ちよく委員会
活動をしていただくことです。この場をお借りして 2 人の
委員長さんに頑張れとエールを送ります。それでは１年
間よろしくお願い致します。
桐生ロータリークラブにおける
①公共イメージ室の役割は何か
②その為の活動は、どうするのかについて説明します。
ﾛｰﾀﾘｰでは近年ロータリー活動について広く世の中に
伝えていこうという気運が高まっています。このことはす
ごく大切ですが本来それを行う我々メンバーの基本的
な意識や考え方、生き方もすごく大切なのではと思って
います。地区においては山田ガバナーが地区運営にお
ける重点実行８項目の中で、中核的価値観を強調した
公共イメージの向上を提唱しているのですが、これは正
にそのことを踏まえて公共イメージを向上しましょうと言
っていると思います。内容は、ロータリアン各人が 5 つの
中核的価値（中心になる指標）である
①奉仕：個人生活・職業生活・社会生活における
奉仕活動
②親睦：親睦を通して人格を向上させ人生を豊かにし
視野を広げていくこと
③多様性：性別、年齢、宗教の違い肌の色の違い、
国の違い等々を認め合い活動を行うという事
④高潔性：４つのテストにある 誠実、信頼、善意、公平、
友情などを保持し高める行動をしましょう
⑤リーダーシップ：常に積極的に行動すること
これらを自らの個人生活、職業生
活、社会生活において実践し、公
共イメージに寄与しよう。
ですからこの室では、２委員会を通じて、公共イメージ
向上のための情報を 5 つの中核的価値の解説や他地
区の奉仕活動などメンバーに伝える。そして、桐生ロー
タリーの活動をクラブ会報等にて会員と地域に伝えると
いう活動を積極的に進めていきます。ぜひ２委員会の
活躍を期待頂きたいと思います。一年間よろしくお願い
致します。ありがとうございました。

「新年度を迎えて」

「新年度を迎えて」

会員組織強化室
室長 中山 賀司 君

雑誌・広報委員会
委員長 小林 雅子さん
雑誌の購読は、ロータリアンの三大義務の一つとされて
います。当委員会では、「ロータリーの友」の最新情報ま
た他のクラブの活動を紹介し、ロータリーの知識を深め
今後の活動の参考にして頂きたいと考えております。
更に、桐生ロータリーの活動が雑誌に報告される日も
来るのではと思っております。また地域メディアにロータ
リー活動の一端を紹介し、イメージアップに繋げていき
たいと思います。

「新年度を迎えて」
クラブ会報・情報委員会
委員長 田中 淳 君

2020-2021 年度 クラブ会報・情報委員会 委員長を仰
せつかりました田中 淳です。
クラブ会報・情報委員会は 私田中、副委員長として
長澤深幸さん、そして委員で亀山貴史さん、と 3 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
うにメンバー全員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いたします。
20-21 年度 森会長の方針、事業計画目標の中に掲げ
ておられます「例会を充実させ、親睦を図る。」「奉仕活
動をしながらロータリークラブの公共イメージアップを図
る。」があります。その方針、目標を達成するために、ク
ラブ会報・情報委員会では、活動の１つであります、会
報を作成するにあたり、
・会長、幹事及び各委員会の活動及び計画等を紹介す
る。
・例会における発表・報告の紹介する。
必要に応じて各委員会に協力し、その活動を適宜報告
していきたいと思います。また、奉仕活動の成果を広く
PR し、近隣ロータリークラブとの会報交換を実施、クラブ
活動の友好、そして相互理解を深められる活動をして
いきたいと考えています。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を持ち、雑誌・広報委員会を
はじめ、他の委員会の皆様とも協力し合うことにより、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、会員の皆様、委員会メンバーの方に
も、ご迷惑を掛ける頼りない委員長でございますが、皆
様の協力を頂き、精一杯努力していきたいと思っていま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

会員組織強化室は、会員増強研修委員会とロータリー
情報委員会とのふたつの委員会があります。森会長の
基本方針に乗っ取り丁寧な会員増強、研修を行って参
りたいと考えております。また、クラブ全会員にも会員増
強の意識を持って頂き、ご協力をお願い致します。
メンバーには、会員増強研修委員長に腰塚富夫君、副
委員長に田中一枝さん委員には、松島宏明研修リーダ
ーをはじめ北川洋君、疋田博之君、堀明君、山崎達也
君、水越稔幸君、蛭間茂君、そして、ロータリー情報委
員長に前原勝君、副委員長に松島宏明君、委員に須
永博之君以上 12 名で構成されています。このメンバー
で頑張って参りますので宜しくお願いします。そして、会
員の皆様にお願いがあります。この１年間に、会員ひと
りが必ずお知り合いの方、ひとりに声をかけるといった取
り組みにご協力お願いしたいと思います。現在、桐生ロ
ータリークラブは総員 66 名ですから、皆様に声を掛け
て頂き結果 1 割の成果でも 6.6 名の加入となりますので、
是非ご協力お願い致します。

「新年度を迎えて」
会員増強研修委員会
委員長 腰塚 富夫 君
①全会員にロータリー精神とロータリーの存在意義を
十分に理解してもらいます。
②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。
③ロータリアンにふさわしい人物を会員皆様から推薦し
て頂き、入会の促進を行う。
④特に若い会員、女性の会員増強に力を入れて、純増
１名を目指します。
⑤退会防止のために、活動への積極的な参加を他の
委員会と協力して、フォローアップしていきます。
全会員に紹介カードを配布して、多くの会員から推薦
頂く。他委員会にも呼び掛けて２か月に一度は情報
交換を行います。３回から４回、研修会や勉強会を開
催する。
本日の食事

✿本日のお花✿

