
 

 

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３１５３回例会 
(１０月５日(月)第１例会) 

例会場 桐生プリオパレス 

１０月１２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． 新会員入会式 

株式会社 群馬銀行 桐生支店・桐生南支店 

支店長 石坂 光紀 君 

 (1)推薦の言葉   園田 誠君 

(2)バッチの贈呈 

 (3)歓迎の言葉 

 (4)新会員挨拶 

７． 結婚・誕生祝 

８． 乾 杯 

９． 会長の時間 

１０． 幹事報告 

１１． 委員会報告 

１２． 卓 話   「コロナ禍での桐生市の取り組み」 

 桐生市長 荒木 恵司 様 

１３． 点 鐘 

 

 

 

 

 

<卓話者> 桐生市長 荒木 恵司 様 <米山奨学生> 刘 媛 様

 

新会員入会式 

 
株式会社 群馬銀行 

 桐生支店・桐生南支店 

支店長 石坂 光紀 君 

 

結婚祝 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

米山奨学金授与 

 

刘 媛 様 

 

 

会長の時間 

《報 告》 

・9/16 桐生 4RC会長幹事会  

・9/17 桐生 4RC女子会 大龍  

     青木さん、新川さん、田中さん、丹羽さん 

平岩さん、ﾗﾝﾄﾞﾙﾌさん 

・9/21 敬老の日(祝日)の為、休会 

・9/24 指名委員会  桐生プリオパレス 

    2022-2023 年度会長候補者 澤田匡宏君 

    2022-2023 年度幹事候補者 久保田寿栄君 

・9/26 米山カウンセラー研修会 須永カウンセラー 

    米山記念奨学セミナー 

 会長、大友米山奨学副委員長 

 

 吉野雅比古君 

 大島千賀子さん 

 坂入  勝君 

 平岩千鶴子さん 

 石島 久司君 

ロータリーは機会の扉を開く 

 牛膓  章君 

 小林 康人君 

 坂入  勝君 

 新井 智二君 

 柳  明彦君 

 吉野雅比古君 

 高橋 弘史君 

ようこそビジター 



 

・9/28 例会場(桐生プリオパレス)閉館の為、休会 

    青少年奉仕委員会 家庭集会 桐生倶楽部 

・10/4 ガバナー諮問委員会 疋田 PG 

     桐生 4RC女子会ゴルフコンペ 平岩さん 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 

・10/11 RLIセミナー 前橋商工会議所会館 

本田会長 E、松島 DL 

・10/12 夜間例会 

食事：午後 6時 点鐘：午後 6時 30分 

 

幹事報告 

・山田ガバナーより、公式訪問のお礼状が届いており

ます。 

・ガバナー事務所より「群馬交響楽団創立 75 周年記

念プロジェクト音楽の力で世界を「つなぐ」群響演奏

会」を実現するためのクラウドファンディングのご案内

が届いております。 

・国際ロータリーより、ロータリーレートのご案内です。 

10 月は、1＄＝１０５円です。 

・10 月は、米山月間です。米山奨学会から「ハイライト

よねやま」「館報」が届いております。豆辞典は、本日

配布のロータリーの友に挟んであります。 

・伊勢崎南 RCより創立 40周年記念誌が届いておりま

す。 

・群馬県肢体不自由児協会より「手足の不自由な子ど

もたちを守り育む運動」募金のご協力のお願いが届

いております。回覧致しますのでご協力お願い致し

ます。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いておりま

す。 

・わたらせ養護園より「とんがりやね」が届いております。 

・桐生南、桐生西の各 RC より週報到着。 

・次週 12日は、桐生プリオパレスにて夜間例会です。 

午後 6時～お食事、点鐘 午後 6 時 30分です。 

 お間違えのないようお気を付けください。 

・本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので、

関係理事役員の方々は、ご出席お願い致します。 

 

委員会報告 
米山奨学委員会 

疋田 博之君 5,000 円 

吉野雅比古君 5,000 円 

 

出席委員会 

本日の出席(令和 2年 10月 5日) 

総員 67名：出席 45名 

令和 2年 9月 7日例会修正出席率：71％ 

 

ニコニコボックス 

森末廣君、北川洋君、疋田博之君、牛膓章君、吉田

栄佐君、坪井良廣君、前原勝君、松島宏明君、吉野

雅比古君、本田雄一郎君、坂入勝君、須永博之君、

園田誠君、澤田匡宏君、桑原志郎君、柳明彦君、久

保田寿栄君、飯塚荘一君、北川貴久君、石渡宏明君

…荒木市長をお迎えして／森末廣君、須永博之君、

園田誠君、飯塚荘一君、…新入会員をお迎えして／

舘盛治君…乾杯をさせていただきます／竹内靖博君

…荒木千恵子さん新工房兼教室移転オープンおめ

でとうございます。益々のご活躍をお祈りします／須

永博之君…青木さん、丹羽さんありがとうございました

／須永博之君…中山会員大変お世話になりました／

澤田匡宏君…10/3 に初孫(男の子)が生まれました／

田中一枝さん…卓話お願い致します／牛膓章君、吉

野雅比古君、柳明彦君、坂入勝君、新井智二君、小

林康人君…結婚祝／吉野雅比古君、坂入勝君、大

島千賀子さん、平岩千鶴子さん、岩崎靖司君…誕生

祝／坂入勝君、新井智二君、津久井真澄君、岩崎靖

司君…写真戴きました。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

1.桐生市独自のコロナ対策 

2.経済対策 

 武井西工業団地 

 黒保根水沼定住促進住宅 

 空き店舗活用型新店舗開設・創業促進事業補助金 

 Made in 桐生のマスク 

 新桐生駅バリアフリー化 

 桐生応援プレミアム商品券 

3.環境対策 

 科学技術イノベーションによる地域社会課題解決

(DESIGN-I) 

 クリーンエネルギー 

4.行政経営 

 ネーミングライツ 

 民間とのゴミ処理に関する協定締結 

5.防犯・防災 

 ゴミ収集車ドライブレコーダー 

 避難所開設運営マニュアル 

6.市制施行 100周年・水道創設 90周年記念事業 

7.字面おもしろランキング  第 3位 桐生市 

8.桐生・みどり未来創生会議 

                                     

    本日の食事        ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

「コロナ禍での 

桐生市の取り組み」 

 

桐生市長 

荒木 恵司 様 


