
 

 

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３１４５回例会 
(７月６日(月)第１例会) 

例会場 桐生プリオパレス 

７月１３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． 新旧会長・幹事バッチの交換 

７． 感謝状ならびに記念品の贈呈 

８． 役員就任式 

９.  委嘱状の伝達 〈第２８４０地区〉 

ガバナー諮問委員会委員  

青少年奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 疋田 博之 君 

米山記念奨学委員会副委員長  大友 一之 君 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員会副委員長 ﾗﾝﾄﾞﾙﾌ留利子さん 

 

1０. 結婚・誕生祝 

１１．乾 杯 

１２．会長の時間 

１３．幹事報告 

１４．委員会報告 

１５．卓 話 「新年度を迎えて」 

  会  長 森  末廣 君 

  副会長 桑原 志郎 君 

 幹  事 後藤 圭一 君 

１６．点 鐘 

 

 

群馬第２分区 A ガバナー補佐 和田 洋一君 

〈桐 生 南RC会長〉 板場 俊方 君 

〈桐 生 西RC会長〉 坪井 良行 君 

〈桐生赤城 RC会長〉 石川 守人 君 

〈桐 生 南RC幹事〉 石関  厚 君 

〈桐 生 西RC幹事〉 栗原 秀一 君 

〈桐生赤城 RC幹事〉 北村 数洋 君 

 

和田ガバナー補佐と桐生４RC会長幹事の皆様 

 

 

 

 

 

 

 

新旧会長・幹事感謝状並びに記念品・バッチの交換 

 

 

 

 

    

 役員就任式            

 

 

 

 

 

  

委嘱状の伝達 

 

 

 

 

 

ようこそビジター 

ロータリーは機会の扉を開く 



 

結婚祝 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

皆様、改めましてこんにちは。今月より 1年間、桐生ロー

タリークラブの会長を務めさせていただきます森です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は、第二分区Ａの和田ガバナ－補佐を始め、桐生

の三つのロ－タリ―クラブの会長・幹事さんにおいで頂

き、心より感謝申し上げます。 

さて今年度は、コロナウイルス感染症拡大に伴い、一年

間の主だった行事は中止か延期になりそうです。一つ

は地区大会が 11 月から来年 4 月に延期になりました。

また、他のセミナ－もどのように行うか検討しているとこ

ろです。桐生ロータリークラブでも、例会場の変更、会

費の問題、委員会の新旧引継ぎもできない状況での見

切り発車になりました。会員の皆様には、ご迷惑をお掛

け致しまして大変申し訳ありません。また、ロータリークラ

ブの根幹でもある五大奉仕をどのような形式で行うか理

事会で検討中です。７月２日に第一回の理事会を開催

しました。お友達内閣で組織しましたが、なかなか私の

意見が通りません。現在、コロナとロ－タリ-でストレスが

たくさん溜まっています。コロナウイルス感染拡大の影

響により今後どのようになるかわかりませんが、私として

は、例会や奉仕活動に参加することで、いつでも楽しい

と思える明るいクラブにしていきたいと思います。 

最後に報告になりますが当クラブの例会場である桐生

倶楽部に対して毎月の賃貸料の削減をお願い致しまし

たところ現在 45,000 円ですが、15,000 円削減されて

30,000 円なりました。また事務局員の田村さんにも、今

年度の給与の昇給はなしとお願いしたところ快く了承し

てもらいました。桐生倶楽部、田村さんに大変感謝申し

上げます。 

《報 告》 

・7/1 桐生南 RC表敬訪問 

・7/2 第 1 回定例理事会 

・7/3 桐生西 RC表敬訪問 

桐生 RAC初例会 9 名出席 

    会長・幹事・須永直前会長・桑原副会長 

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 

《予 定》 

・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 

須永米山奨学カウンセラー 

米山奨学生 刘媛さん 

 

幹事報告 

・森田直前ガバナーより任期満了のお礼状が届いてお 

ります。 

・館林ミレニアム RCより創立 20周年記念誌が届いてお 

ります。 

・藤岡南 RC より「第 19回 RYLA研修会」報告書が届い 

ております。 

・桐生市社会福祉協議会より「福祉ぐんま」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。 

・各テーブルに今年度会長方針、委員会構成表、年間 

行事予定表を置いてありますので、お持帰りください。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和 2 年 7 月 6 日) 

総員 66 名：出席 47 名 

令和 2 年 6 月 15 日例会修正出席率：90％ 

 

ニコニコボックス 

和田第２分区 A ガバナー補佐・桐生南 RC 様・桐生西

RC 様・桐生赤城 RC 様…ご献金いただきました／森末

廣君、牛膓章君…和田 AG 及び３RC の会長幹事をお

迎えして／和田 AG 並びに各クラブ会長幹事さん大変

な時期ですがガンバッテ下さい‼／坪井良廣君…和田

AG をお迎えして／北川洋君…須永会長１年間お世話

になりました／前原勝君…須永直前会長、飯塚直前幹

事ご両名とも１年間お疲れ様でした／須永博之君…一

年間お世話になりました。森会長、後藤幹事頑張って

下さい／飯塚荘一君…一年間大変お世話になりました

／牛膓章君…森年度の出発を祝して／山口正夫君…

森会長のスタートに当り／吉田栄佐君…森会長就任お

めでとうございます／坪井良廣君、水越稔幸君…森会

長、桑原副会長、後藤幹事 1 年間頑張ってください／

堀明君、前原勝君、田中一枝さん…森会長、後藤幹事

のスタートを祝して／後藤圭一君…１年間幹事を務めさ

せて頂きます。皆様よろしくお願い致します／堀明君…

乾杯をやらせて頂きます／須永博之君…田中一枝さん

先日はありがとうございました／吉田栄佐君…森会長新

本社落成おめでとうございます／森末廣君…やっとや

っと新社屋が完成致しました。吉田パスト会長に大変お

世話になりました。ありがとうございました。ところで、な

ぜこんなに完成が遅れたのでしょうか？ニコニコ箱に入

れて教えてください。よろしくお願い致します／吉田栄

佐君…R情報アワー委員長退任／坪井良廣君・・・群馬

第 2 分区 A ガバナー補佐退任／前原勝君…R 情報委

員長就任／松島宏明君…直前会長退任／木村滋洸君

…親睦活動委員長退任／森末廣君…会長就任・会長

エレクト・R 財団米山奨学室長・夢計画企画特別委員長

退任／吉野雅比古君…米山奨学委員長就任／本田雄

 北川 貴久君 

 森  末廣君 

 田中  淳君 

 木村 洋一君 

 川島 崇史君 

 亀山 貴史君 

 久保田寿栄君 

 水越 稔幸君 

 青木 貴子さん 



 

一郎君…会長エレクト・公共イメージ室長・新地区補助

金委員長就任／須永博之君…直前会長就任・会長退

任／園田誠君…クラブ会報情報委員長退任／大友一

之君…R 財団委員長就任・退任／澤田匡宏君…クラブ

管理運営室長就任・職業奉仕委員長退任／桑原志郎

君…副会長就任・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長退任／柳明彦君

…R財団米山奨学室長就任・桐生 RC戦略計画特別委

員長退任／木村洋一君…公共イメージ室長・直前幹事

退任／月門快憲君…ニコニコ箱委員長就任／水越稔

幸君…副会長退任／久保田寿栄君…社会奉仕委員長

就任・雑誌広報委員長退任／飯塚荘一君…直前幹事・

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長就任・幹事退任／後藤圭一君…幹

事就任・副幹事退任／増山大祐君…副幹事就任・会員

増強研修委員長退任／荒木千恵子さん…ニコニコ箱

委員長退任／大島千賀子さん…会計就任・退任／小

林雅子さん…雑誌広報委員長就任／田中一枝さん…

プログラム委員長就任・クラブ管理運営室長退任／平

岩千鶴子さん…副 S.A.A.就任／富澤剛君…親睦活動

委員長就任／北川貴久君…S.A.A就任・副 S.A.A退任

／中山賀司君…会員組織強化室長就任・社会奉仕委

員長退任／腰塚富夫君…会員増強研修委員長就任・

S.A.A 退任／田中淳君…クラブ会報情報委員長就任・

出席委員長退任／丹羽あゆみさん…青少年奉仕委員

長就任／青木貴子さん…副 S.A.A 就任／Randolph 留

利子さん…出席委員長就任・副 S.A.A退任／青木貴子

さん…結婚祝／森末廣君、木村洋一君、水越稔幸君、

久保田寿栄君、北川貴久君、田中淳君･･･誕生祝。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

この度、歴史と伝統ある桐生ロータリークラブの６８代会

長に就任いたしました森でございます。私は、１９９９年

（平成１１年）１０月 4日安達建設の安達修二氏のご推薦

を得て入会させていただきました。当時の会長は、森 

喜美男氏、幹事は、金谷 榮夫氏で、会員数は７９名で

した。私は４１歳で入会し、桐生ロ－タリ－クラブでは、

たぶん２～３年間は、私が最年少会員だったと思います。

地区は、群馬県と新潟県が一緒の地区で、その翌年分

割されました。最初の委員会は、クラブ会報を仰せつか

り、委員長は岸田氏、副委員長は松島パスト会長、委員

は疋田パストガバナー、飯島氏と私で 5 名でした。3 年

後委員長になって、やっとクラブ会報を卒業させてもら

いました。あの当時は、ポラロイドカメラとカセットテ―プ

レコーダーで卓話を記録し、水曜日までに原稿を提出

しなければ、次の例会までに週報が間に合わないと言

われて大変苦労したことを覚えています。私は、出張が

多かったので電車内で、カセットを聞きながら原稿を作

成したこともありました。また、家内に頼んだこともありま

した。その後は、Ｓ.Ａ.Ａの副委員長、委員長をやり、こ

れでやっと楽な委員会につけると思いましたが、佐々木 

氏から幹事を依頼されて、断れずに２００７～２００８年度

佐々木会長のもとで幹事を務めました。 

プロローグが少し長くなりました。 

さて、2020～2021年度ＲＩ会長ホルガ－・クナ－ク氏は、

ドイツ出身で不動産業を営んでいる方です。今年度の

テ－マは、「ロ－タリ－は機会の扉を開く」とされました。

ロ－タリ―とは、クラブに入会するというだけではなく、

「無限の機会への招待」であると述べられ、例えば、ポリ

オ根絶のように大規模で歴史的なプロジェクトや１本の

植樹まで、奉仕する機会への扉を開いてくれます。また、

ロ－タリ―は変わらなければなりません。必ず変わりま

す。古き良きロ－タリ―ではなくなったと文句を言うロ-タ

リアン仲間がいたとしても、変わらなければならないので

す。ポール・ハリスが言ったように、時に革命的でなけれ

ばなりません。そして革命的であるべき時は、まさに今

なのです。その一つの方法は、新クラブのモデルを作り、

ロ－タリ―会員であることの意味を考え直すことです。 

地区ガバナ－は、前橋ロ－タリ－クラブの山田邦子氏

です。山田ガバナ－は、地区スロ－ガンとして、「奉仕の

喜び」happiness to serve より多く奉仕して、より多くの喜

びを皆さんに分かち合いましょう。 

私たちの年度は、歴史と伝統を踏まえ、ロ－タリ―の価

値を再認識し、社会の真の要望に応える奉仕活動を続

けて、困難を乗り越え次のステップへ挑む重要な年度

になると考えます。 

＜重点実行項目＞ 

1.クラブのサポートと強化 

若い会員の増強と参加を促進する。 

  会員の多様性を確保するため職業分類表の活用を

推奨する。 

  次世代リ－ダ―の育成のための機会を創る。（地区

セミナーへの参加推奨、クラブ内研修の支援等） 

  新会員セミナーへの参加促進のため、日程の異なる

地区内３箇所で開催する。 

各クラブは、ロ－タリ―賞受賞を目指す。 

2.ロ－タリ―財団補助金を活用した奉仕活動 

  全てのクラブで地区補助金活用事業を申請するよう

奨励する。 

  全ての分区でグロ－バル補助金活用事業を申請で

きるよう奨励・支援する。 

  地区主導のグロ－バル補助金事業を申請するよう検

討する。 

  ポリオ根絶に向けた支援を継続促進する。 

3.中核的価値観を強調した公共イメ－ジの向上 

ロ－タリアン各人が 5つの中核的価値観：奉仕、親睦、

多様性、高潔性、リ－ダ―シップ自らの個人生活・職

業生活・社会生活に体現し、ロ－タリ―の公共イメ－

ジの向上に寄与できるよう努める。 

4.日本のロ－タリ―100 周年記念ＩⅯの開催 

各分区（合同開催も可）ごとにＩⅯを開催し、日本のロ

－タリ―100 周年を祝うとともに、これからのクラブや

奉仕活動のあり方について語り合う。 

5.「クラブ活性化ワ－クショップの開催 

会員組織強化委員会、公共イメ－ジ委員会、ロ－タリ 

―財団委員会共催で、「クラブ活性化ワ－クショップ」

を開催する。（2020 年 8 月 30 日予定） 

「新年度を迎えて」    

 

   会長 森 末廣 君 

 



 

6.「奉仕の理念実践セミナー」の開催 

地区内クラブの奉仕実践の優れた事例を共有し、ロ

－タリ―の目的である「奉仕の理念」とその実践の意

義を考える「奉仕の理念実践セミナー」を開催する。

職業奉仕・国際奉仕・地域社会奉仕委員会が主管す

る。（2021 年 2 月 23 日） 

7.環境保全活動の計画と実行 

地球上の社会的課題である環境保全について良いこ

とを考え、個人、クラブ、地区で率先して実践する。 

8.数値目標 

各クラブ会員純増 1 名以上 

寄付 ロ－タリ―財団  1 人 150 ドル以上 

     ポリオプラス基金 1 人 30 ドル以上 

    米山記念奨学会  1 人 16000 円以上 

桐生ロ－タリ－クラブでも、地区数値目標を達成すべく

全会員で努力していきたいと思います。 

今年度は、桐生ロ－タリ－クラブ創立７０周年に向けて、

大切な礎になる年です。そのためにどのような行動をす

べきか会員ともに考え、また桐生ロ－タリ―クラブの歴史

と伝統を継承し、そして時代の変化に対応したクラブ運

営に関わっていかなくてなりません。 

ただし、ロ－タリ―クラブの根幹である奉仕活動、例会

出席は必須です。桐生ロ－タリ－クラブの伝統と歴史は、

「当たり前のことを当たり前にやる奉仕活動、例会出席」

から作られるものとおもいます。これから、一年間よろし

くお願いいたします。 

 

事業計画目標 

1.会員の退会防止と会員増強をはかる。（純増１名以上） 

2.例会を充実させ、親睦をはかる。 

3.未来の夢計画を実践し、地域社会貢献を行う。 

4.奉仕活動をしながらロ－タリ－クラブの公共イメージア

ップをはかる。 

最後にいくつかお断りをします。 

須永前会長は、会長の時間にすこぶる蘊蓄のある話題

を懇切丁寧にお話しされました。私ときたら無智で浅学

でありますので、仕事の話か、身近な話ぐらいしかでき

ません。ですから卓話に充分時間をとって頂くか、後藤

幹事に機転を働かせてもらい、何とか定刻の１時 30 分

まで間を持たせるようになることと思います。もう一点、時

たまＴＰＯに合わず、不用意に一言多かったり、口が悪

かったりする傾向があります。努力はいたしますが至ら

ぬ点は，是非友愛と思いやりのロ－タリ―精神に免じて

ご海容の程、よろしくお願い申し上げます。 

しかし、桐生ロ－タリ－クラブの会長を仰せつけられた

からには、全力投球で頑張りますが、前述したような次

第でありますから、任期中は、後藤幹事、桑原副会長、

本田会長エレクトはじめ、各理事各委員長並びに会員

各位にご迷惑をお掛けすることはあるかもしれません。

どうぞ、絶大なるご指導、ご支援を賜り、充実した年度に

なります様、重ねてお願い申し上げます。有難うござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度、副会長を仰せつかりました桑原です。 

会長を 100%補佐する事が副会長の務め。 

会長が 100%例会出席できる様な環境作りも務め。 

会長の 100%の力が発揮できるようにするのも務め。 

３つの 100%目標に１年間頑張って見ます。 

 

 

 

 

 

 
 

今年度、伝統ある桐生ロータリークラブの幹事を務めさ

せていただきます後藤圭一と申します。どうぞ一年間よ

ろしくお願い申し上げます。 

川島先輩、本田先輩にお誘いいただき 2012 年 1 月に

入会し、9 年目に幹事という大役を任され身の引き締ま

る思いでいっぱいです。なんとかメンバーの皆様に支え

ていただき職務を全うしていきたいと思っております。 

森会長から幹事をお願いされ、あまり深く考えずお引き

受けしましたが、昨年 3回にわたって丸々一日行われる

RLI セミナーで他のロータリークラブの会長・幹事予定

者と色々なセッションをする中、あまりにも自分がロータ

リーに対しての知識がないことを思い知らされ、そこで

初めて幹事の大変さを強く感じました。そして今年に入

ってのコロナ騒動で、他に漏れず自分の会社も大きな

影響を受けました。正直、このような状況でロータリー活

動をしていく余裕があるのだろうかと悩んだ時期もありま

したが、森会長、桑原副会長と色々話すうちに、こういっ

た状況だからこそ今やるべきことがあるのだという考えに

変わりました。 

森会長は、自分が今までの人生でお会いしたことのな

いタイプの不思議な方です。初めのうちは、何が本当で

何が冗談なのかさっぱりわかりませんでした。正直、今

でもわからない時があります。しかし、この 2.3 週間ほぼ

毎日お会いする中で、周りに対する気遣いや思い切っ

た決断力など本当にすごい人なんだなと感じることがた

くさんありました。どこまで出来るかわかりませんが、精い

っぱい会長を支え、メンバーの皆様が楽しく、活動しや

すい環境を築いていけるよう頑張りますので、どうか皆

様のご支援、ご協力をお願い申し上げまして、幹事とし

ての卓話とさせていただきます。 

一年間、よろしくお願い申し上げます。 

                                     

     本日の食事       ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

「新年度を迎えて」    

 

  幹事 後藤 圭一 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

  副会長 桑原 志郎 君 

 


