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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。 
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１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． ロータリー情報アワー 

５． 委嘱状の伝達 

2020-2021 年度 国際ロータリー第 2840 地区 

ﾛｰﾀﾘ米山記念奨学生選考委員 大友 一之君 

６． 出席１００％表彰 

７． 功労者表彰受賞祝 

８． 会長の時間 

９． 幹事報告 

１０． 委員会報告 

１１． 卓 話   「新会員卓話」 

 長澤 深幸さん 

             新川 桂子さん 

             小島 隆治君 

１２． 点 鐘 

 

ロータリー情報アワー 

 ﾛｰﾀﾘｰ情報委員 須永博之君 

１１月も今日が最終日ですが、国際ロータリーから１１

月はロータリー財団月間とされていますので、本日は 

ロータリー財団の話をさせて頂きます。 

 また、今月の理事会で、森会長からフィリピンの学校

に水道施設設備事業を行うためのグローバル補助金

事業の議案が提案承認されました。詳しくは、後ほど

森会長よりお話があると思いますが、きれいな水が飲

める日本と違うフィリピンにおいて多くの子ども達の命

を守るという、大変画期的な提案です。子供たちの為

に一日も早く事業実施が出来ますように願っています。 

まずロータリーの組織などについておさらいして行

きましょう。 

ロータリークラブの組織 

 ・世界に約 35,000 クラブ（日本：約 2,300 クラブ） 

 ・ロータリアン約120万人（日本約2300約89,000人） 

国際ロータリー 

・本部アメリカイリノイ州エバンストン 

・世界を３４ゾーンに分けている 

・６つの国際事務局（①ブラジル②ヨーロッパ・アフリカ 

スイス③日本④韓国⑤南アジア インド、ﾆｭｰﾃﾞﾘｰ 

⑥ 南太平洋・フィリピン オーストラリア 

 

 

 

ロータリーの仕組み ３団体がある 

①ロータリークラブ 

世界各地のロータリークラブは地元に根ざして活動し

ています。クラブの会員は、交流やボランティア活動を

通じて視野を広げ、会員同士の友情や地域社会との

絆を培っています。 

②国際ロータリー 

ロータリーは、クラブでの草の根の活動に加え、世界

的なプログラムやキャンペーンも行っています。取り組

みをサポートするために、国際ロータリーが情報、資

料、方針をクラブに提供しています。 

③ロータリー財団（1928 年） 

地元での社会奉仕活動からグローバルな取り組みま

で、ロータリーの人道的プロジェクトへの補助金や奨

学金を提供しています 

 

ロータリー財団について  

・ロータリー財団の使命 

  ロータリアンが、世界で健康状態を改善し、教育へ

の支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理

解、親善、平和を達成できるようにすることです。 

・国際ロータリーのロータリー財団管理委員会 

 財団管理委員会は１５名（４名は元RI会長任期４年） 

2018-2019 年度実績 

ロータリー財団補助金 1,306 事業 約 8,667 万ドル

（約 90 億円） 

ロータリーは機会の扉を開く 



 

寄付金について 

桐生ロータリーでは会費と一緒に集金させて頂いてい

ます。 

①年次基金寄付（桐生 RC は 150 ドル以上） 

3 年寄付金を運用して、運用益は管理運営費に充て

られ、3 年後に元金全額を地区補助金 

・グローバル補助金などに使われる。（現在の 3 年前

の寄付金が毎年財団資金として戻っている） 

②恒久基金寄付 

 元金は使わず運用益のみが地区財団活動資金

（DDF）、ロータリー財団で使用 

③使途指定寄付（桐生 RCはポリオクフとして 30 ドル） 

 Aポリオプラス B ロータリー平和センター 

 Cグローバル補助金のクラブからの寄付 Dその他 

財団の寄付認証の種類（一部紹介） 

・ポール・ハリス・フェローは 寄付累計が 1,000 ドルに

初めて達した場合の認証 

・マルチプル・ポール・ハリス・フェローは 寄付累計の

1,000 ドルごとに達した場合の認証 

9,000 ドルまで認証される。 

・メジャードナー寄付累計が 10,000 ドルに達した会員 

シェアシステムによる分配 

年次寄付基金+恒久基金運用益＝当該年度補助金A 

50％ 地区財団活動資金として利用できる 寄付金の

1/4 しか使えない。 

50％ グローバル補助金となる。 （今まで、使ってこ

なかった。申請するクラブが少ない） 

※今回のフィリピンの学校への水道施設整備事業が

これになる。 

ロータリー財団事業こそが、他の慈善団体との大きな

違いになってきます。 

時間の関係でここまでの話にさせて頂きます。難しか

ったかも知れませんが、皆さん、毎年寄付している 

お金について。少しは理解が深まりましたか？ 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

委嘱状の伝達 

 

2020-2021 年度 

国際ロータリー第 2840 地区 

ﾛｰﾀﾘ米山記念奨学生選考委員 

 大友 一之君 

 

 

出席１００％表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功労者表彰受賞祝 

 

 

 

 

 

 

群馬県功労者表彰        目黒区功労者表彰 

牛膓 章 君          竹内 靖博 君 

 

会長の時間 

《報 告》 

・11/12 家族会役員会  

・11/15 新地区補助金事業 

 早朝清掃 桐生市民体育館 

・11/16 11/15 早朝清掃に振替の為、休会 

・11/18 臨時理事会 

桐生 4RC会長幹事会 

・11/22 桐生 4RC女子会ゴルフコンペ 

 平岩さん・会長 

・11/23 勤労感謝の日(祝日)の為、休会 

・11/24 桐生 RC女子部発足会 

・11/26 桐生市ゴミ減量化推進協議会・環境美化活動 

久保田社会奉仕委員長 

・11/29 桐生 4RC ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 桐生 CC 

     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》 

・11/30 例会終了後、クラブ協議会 

･12/5 米山面接官オリエンテーション 

    大友米山奨学副委員長 

米山学友会忘年会 

大友米山奨学副委員長 

須永米山カウンセラー 

米山奨学生 刘媛様 

女性フォーラム 青木さん、新川さん 

田中さん、平岩さん 

ランドルフさん 

・12/6RLI 松島ディスカッションリーダー 

本田会長ｴﾚｸﾄ、増山副幹事 

 

幹事報告 

・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。 

・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。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。 

・例会終了後、クラブ協議会を開催致しますので、理 

事役員、委員長の皆様は、よろしくお願い致します。 

 

 北川  洋君 37 回 

 腰塚 富夫君  4 回 

 大島千賀子さん 1 回 

 平岩千鶴子さん 1 回 



 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和 2 年 11 月 30 日) 

総員 67 名：出席 38 名 

令和 2 年 11 月 9 日例会修正出席率：71％ 

 

ニコニコボックス 

森末廣君…新入会員卓話お願い致します／体育協

会会長北川洋君…体育館の清掃ありがとうございまし

た／須永博之君…ﾛｰﾀﾘｰ情報ｱﾜｰをさせて頂きます

／須永博之君…子育てＭＡＰが出来上がりました。前

年度桑原室長はじめ各委員長ありがとうございました

／須永博之君…前原勝宮司様昨日は孫の七五三で

大変お世話になりました／津久井真澄君…桐生 4ＲＣ

合同チャリティーゴルフコンペで優勝しました。桐生Ｒ

Ｃ団体優勝もしました／田中淳君…桐生ＲＣゴルフコ

ンペで準優勝させて頂きました／中村光孝君…結婚

祝／北川洋君、大島千賀子さん、平岩千鶴子さん、

腰塚富夫君…出席 100％／中村光孝君…写真戴きま

した。 

 

職業奉仕委員会 

優良従業員表彰推薦をお願い致します。 

締切日 令和 2 年 12 月 11日 

表彰式 令和 3 年 1 月 25 日例会 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

あらためまして こんにちは。長澤です。 

10 分もお時間をいただきましたので、簡単に自己紹

介をさせていただいたあと、昨年のクリスマス会での舞

台裏をちょっと、ご紹介させていただきたいと思います。 

私は、1979年 12 月に桐生市新里町に生まれました。 

1979年といいますと、第 2次オイルショックがあった年

でもありますが、マーガレット・サッチャーがイギリス首

相になったり、マザーテレサが、ノーベル平和賞を受

賞したりと女性が大活躍した年でもありました。 

幼稚園の頃、火事で自宅が焼けてしまいまして…新し

い家を建ててくださったのが、桐生赤城ＲＣパスト会長

でもある草処さんでございます。女子高時代は、ＶＹＳ

というボランティア団体に所属をしておりました。高校

を卒業した後には、介護系の専門学校で学びまして、

卒業後から今に至るまで、約 20 年の間、介護一筋で

ございます。その間に、かわいい娘と息子に恵まれま

して…いまは生意気盛りに育っています。 

 さて、8年ほど前に、現在の老人ホームに就職を致し

まして、最初の 3 年半は、サラリーマンとして勤務をさ

せていただきました。その後、縁あって、そのまま務め

ていた施設を引き継ぐ形で現在の会社を興しまして、

ちょうど 5 年になりました。現在は、介護施設が 2 つ、

職員が 20 名、小さいながらもなんとか持ちこたえてい

る状態です。その後、青木貴子さんのご紹介で、昨年

2月に伝統と歴史のある桐生ロータリークラブに入会さ

せて頂くこととなりました。 

という訳で、自己紹介はこのあたりで終わりにしまして、

昨年のクリスマス会での舞台裏をご紹介したいと思い

ます。昨年のクリスマス会では、新入会員 3 名での余

興ということでしたので、3 人組のキャッツアイをやろう

という事は、比較的はやくに決まりました。『キャッツア

イ』というアニメ自体をご存じない方が多いだろうという

ことで、桐生倶楽部を 1 時間お借りして、動画を撮影

することになりました。キャッツアイは、レオタード姿の

女盗賊ということで、寒い日だったのですが、薄着で

頑張りました。お笑い担当の中村さんが、ちょこちょこ

場を盛り上げて下さいまして、とても楽しく撮影がすす

みました。それを編集したのが、クリスマス会でも上映

した動画になります。桐生ロータリークラブにあるダイ

ヤモンドを、キャッツアイの 3 人がこっそりと盗みに入

る、という設定になっています。クリスマス会の時の動

画も含めてご覧いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

趣味：エアロビクス 

様々な場所へ旅行 

ニューカレドニア メトル島 

バンクーバー ホエールウォッチング 

アラブ シェイク・ザイード・グランドモスク 

インド タージ・マハル 

京都 東山 

チェコ チェスキー・クルムロフ 

姓名判断 新川桂子 総画 29 特殊格 

MDRT（Million Dollar Round Table） 

1927年に発足した Million Dollar Round Table(MDRT)

は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組

織です。世界中の生命保険と金融サービス専門家

66,000 名以上が所属する独立したグローバルな組織

として、500社、72ヵ国で会員が活躍しています。会員

は専門家として豊富な知識を有し、厳しい倫理規定を

遵守し、卓越した顧客サービスを提供しています。

MDRT 会員は国際的に生命保険と金融サービス事業

の優績者であると評価されています。 

MDRT 成績資格終身会員(Qualifying Life Member) 

MDRT メンバーシップ委員長 

アニュアル・ミーティング参加 

オーランドオレンジカウンティー大会(2017)参加 

 時間を見つけ、ケネディ宇宙センターへ 

東北地方太平洋沖地震(東日本大震災) 

 MDRT東北ボランティア参加 

MVP入賞 

 

「新入会員卓話」 

 

長澤 深幸さん 

「新入会員卓話」 

 

新川 桂子さん 



 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん改めまして、こんにちは。昨年１２月に入会させ

て頂きました小島です。 

まだまだ、ロータリー活動のことは良く解っていません

が、これからも 

宜しくお願い致します。 

さて今回は、現在、私の息子たちが活動しています少

年野球について少しお話を 

させて頂きたいと思います。現在、菱境野子供会野球

部に所属しており、５年生と３年生になります。私、自

身も今年度より保護者会会長となり、子供たちと共に

楽しみながら活動をしています。チーム員数は約３１

名で桐生市の中では一番、部員数の多いチームのう

ちの１つではないでしょうか。どのチームも少子化で部

員数が少なく、 

桐生市の中には現在約８チーム有り、中には９名しか

いないチームや、次年度になると十数名になってしま

うチームなどがあり、現状では厳しく、球都桐生市と言

われた時とは比べものにならない位の少人数となりつ

つあります。 

そういった中で野球の指導方法や楽しみ方は昔に比

べかなり変化をしてきました。 

昔のアニメ、巨人の星、星飛雄馬の様な、血の汗流す

様な事は、有りません(笑) 

特に低学年３年生以下は、オレンジボールクラスとい

って、体の成長の事も考慮し 

ボールは小さく軽くオレンジ色、野球ルールも違いが

あります。 

特にルールは、守備では外野手の外野フライは取れ

なくともグローブに当たればアウト、ファースト選手も同

じくグローブに当たればアウトとなります。もちろん盗

塁などもありません。攻撃の時は、自陣のお母さんや

お父さんがピッチャーとなり８，５ｍ先から 

下投げで投げて打たせます。打った打球が５０メート

ル先のラインをノーバウンドで超えればホームラン、ラ

インをゴロでも超えればツーベースヒットとなります。他

にも楽しいく 

野球をやれるようにルールが出来ておりますので皆さ

ん是非、お知り合いのお子様がいらっしゃればご紹介

ください。もちろん、上級生になると、中学、高校生と 

上でやっていく為の個々に合わせた技術的指導、チ

ーム戦術など厳しく指導をしていく事もありますが、根

底は、楽しく笑顔で、沢山褒めて伸ばしていくという感

じです。 

今年度、卒団の近い六年生は、コロナウイルスの影響

により沢山の試合、そして大会が中止となりました。そ

の中に先月より行われる予定であった桐生市長杯が

あります。 

 

 

この大会は六年生の集大成、チーム全体での最後の

試合予定でしたが中止の連絡を受け何とか六年生に

少年野球の良き思い出をと言う事で、みどり、桐生市

の少年野球チームに声を掛け、マスク着用、応援禁

止、体温測定等厳しい制限の中、交流戦と言う形で 

桐生球場にて各チーム３試合最後の試合を楽しんで

行っています。 

詳しくは桐生タイムスさんに記載されていますので良

かったら見て頂ければと思います。 

最後になりますが、今日の梅田町は車のフロントガラ

スが真っ白になるほど霜がおりており、気温もすっかり

下がり冬が近く感じられました。コロナ渦の中での冬と

なりインフルエンザ等、気を付けていかなければなら

ない中、皆さま、お体には十分お気を付けてお過ごし

ください。ありがとうございました。 

 

                                     

    本日の食事          ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生 4RC 合同チャリティーゴルフコンペ 

 

11 月 29 日に桐生カントリークラブにて、桐生ロータリ

ークラブが幹事クラブとなり、桐生４RC 合同チャリティ

ーゴルフコンペを開催致しました。今回は、コロナ禍の

為、表彰式もありませんでした。 

 

優 勝 津久井 真澄君    

４ 位  柳 明彦君 

５ 位  腰塚 富夫君 

８ 位  高橋 弘史君 

１０位  澤田 匡宏君 

 

団体戦  優 勝 桐生ロータリークラブ 

      準優勝 桐生赤城ロータリークラブ 

「新入会員卓話」 

 

小島 隆治君 

【例会予告】 

 

12 月 14 日(月) 年次総会 

場所：桐生プリオパレス 

            

    21 日(月) 忘年例会 

          点鐘：12 時 

          場所：美喜仁本店 

 

   28 日(月)  休 会 

               


