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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。
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ロータリーは機会の扉を開く
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澤田 匡宏君
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会長の時間
会員の皆様、ご無沙汰しております。新型コロナウィル
ス感染拡大防止対策により、年初めから 3 月まで休会
となりました。今日は、3 か月ぶりの例会開催となります。
まだまだ、予断を許さない状況ですが、私の任期も残
り 3 ヶ月となりましたので、このまま何もしない訳には行
きません。コロナ対策をたてながら、残り 3 ヶ月間、例
会を始めていきたいと考えております。会員の皆様、
よろしくお願いいたします。
今日は、会長の時間を長く取らせていただきます。ご
了承ください。
さて、１月から３月まで 3 か月間を振り返りますと、どん
な事が起こったか。（新聞記事から抜粋してみます）
２０２１年１月に起きた主なニュースは、まず
1 月 2 日東京・千葉・神奈川・埼玉の 1 都 3 県の知事
が緊急事態宣言を政府に要望し、7 日に発令しました。
6 日 トランプ米大統領(当時)の支持者が連邦議会
議事堂を占拠しました。
12 日 作家で歴史研究家の半藤一利さんが亡くなり
ました。代表的な作品は、映画化された「日本
のいちばん長い日」があります。半藤さんの言
葉に「この世に絶対はないと思い知らされた。ど
れだけ絶対があり、信じてきたか、それを戦争
の焼け跡から教わった、絶対は二度と使わない。
使うとすれば戦争は絶対に初めてはならない。」
この言葉が印象的です。
13 日 栃木・岐阜・愛知・大阪・兵庫・京都・福岡 7 府
県にも緊急事態宣言が発令されました。
15 日 東京地検が吉川貴盛元農林水産大臣を収賄
罪で在宅起訴
18 日 通常国会招集。菅総理が初の施政方針演説。
20 日 バイデン米大統領が就任。パリ協定復帰など
の大統領令に署名。
21 日 公職選挙法違反罪に問われた参議員の河井
案里被告に東京地裁が有罪判決。
22 日 新型コロナウィルス対策の関連法改正案を閣
議決定。入院拒否に懲役刑も含む核兵器を違
法とする核兵器禁止条約が発効。

28 日 コロナ関連法改正案の修正協議で、懲役など
刑事罰の削除で合意。
2 月の主なニュースは
1 日 緊急事態宣言下での銀座のクラブ訪問で公明
党の遠山清彦氏が議員辞職。
自民党の松本純、田野瀬大道、大塚高司氏 3 氏
は離党
2 日 政府が 10 都府県での緊急事態宣言延長を決
定する。
３日 改正新型コロナウィルス対策特別措置法と改正
感染症法が成立した。
菅総理の長男正剛氏らによる総務省幹部接待を
週刊文春電子版が報道
11 日 女性蔑視発言をした森喜朗東京五輪・パラリン
ピック組織委員会会長が辞意
13 日 福島県沖を震源とする最大震度 6 強の地震が
起きる。
17 日 新型コロナワクチン接種がスタ－ト
緊急事態宣言下で都内のラウンジを訪れた白
須賀貴樹氏が自民党を離党
24 日 総務省が接待問題で 11 人を処分。
山田真貴子内閣広報官は給与自主返納
25 日 農林水産省が「アキタフ－ズ」グル－プ元代表
から接待を受けた 6 人の処分を発表
26 日 6 府県の緊急事態宣言解除を決定。首相は記
者会見せず。
3 月に起きた主なニュースは、
１日 総務省接待問題で山田真貴子内閣広報官が
辞職
5 日 1 都 3 県の緊急事態宣言 2 週間延長を決定
8 日 接待問題で谷脇康彦総務審議官を事実上更迭。
16 日に辞職
11 日 東日本大震災から 10 年が経ちました。
12 日 外資規制に違反した東北新社の認定を取り消
す方針を発表
16 日 東京電力柏崎刈羽原発でテロ対策設備の不
備が長時間続いていたと発表
17 日 同性婚を認めない民法などの規定は「違憲」と
の札幌地裁判決
18 日 日本原子力発電東海第二原発の運転を認め
ないと水戸地裁判決
1 都 3 県の緊急事態宣言解除決定
20 日 東京五輪・パラリンピックで海外からの一般客
受け入れを断念
23 日 公職選挙法違反に問われた元法相の河合克
行被告が議員辞職を表明
26 日 21 年度予算成立。防衛費は 6 年連続 5 兆円
超で過去最高を更新
29 日 安全保障関連法案施行から 5 年が経ちます。
以上が、主な三か月の出来事です。
この３ヶ月を振り返ると、コロナ、議員、官僚の不祥事
ばかりが目立つ、暗いニュースばかりです。日本は、
大丈夫かなあと思う今日この頃です。会員の皆様は、
この 3 ヶ月どう感じていますか。
話は変わりますが、ロ－タリ－の特別年間行事 1 月～
3 月をお知らせします。

1 月は職業奉仕月間です。職業奉仕を強調する月間
です。職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、奉
仕の理念の実践をロ－タリ－が培い、支持する方法で
ある。「ロ－タリ－の目的」の第 2 項は、職業奉仕が基
本となるもので、特に以下のことを奨励し、育成する。
１．職業上の高い倫理基準を保つこと。
２．役立つ仕事はすべて価値あるものと認識すること。
３．社会に奉仕する機会としてロ－タリアン各自の職業
を高潔なものにすること。
2 月は、平和と紛争予防/紛争解決月間です。
2014 年 10 月ＲＩ理事会は、2 月を重点分野：「平和と
紛争予防/紛争解決月間」としました。紛争予防と仲
裁に関する、若者（将来リ－ダ―になることが望まれる
人）を対象にした研修の実施、紛争地域における平和
構築の支援、平和と紛争予防/紛争解決に関連した
仕事に従事することを目指す専門職業人のための奨
学金支援を強調する月間である。
また、2 月 23 日は、ロータリ－創立記念日であります。
1905 年 2 月 23 日は、ロータリ－の創始者ポ－リ・ハリ
スが、友人 3 人と最初に会合を持った日であり、この 2
月 23 日を祝う創立記念日は、「世界理解と平和の日」
として順守されている。この日各クラブは、国際理解、
友情、平和へのロータリ－の献身を特に認め、強調し
なければならない。
３月は、水と衛生月間です。
地域社会における安全な水の公平な提供、衛生設備
や衛生状況の改善、持続可能な水設備と衛生設備の
設置、資金調達、維持管理を地域住民が行っていく
ための能力向上、安全な水と重要性について、地域
住民の認識を高めるためのプログラム支援、水と衛生
に関連した仕事に従事することを目指す専門職業人
のための奨学金支援を強調する月間である。
また、1993 年、ＲＩ理事会はＲＡの創立 25 周年を記念
して、3 月 13 日を含む 1 週間（月～日曜日）を「世界
ローターアクト週間」として祝うことを、ロ－タリ―クラブ
とロ－タ―アクトに奨励している。ロ－タリ―クラブには、
地元のロ－タ―アクトクラブとの共同プロジェクトや親
睦活動に参加するよう、呼びかけを行っています。参
加により、ロ－タリアンは、ロ－タ―アクトから、若いエ
ネルギ－や、新しいアイデア、労力を得ることができま
すし、ロ－タ―アクトは、ロ－タリアンから深い知識や
経験を学ぶことができます。以上です。
《報 告》
・1/7 例理事会
・1/14 生４RC 会長幹事会
・1/15 久保田社会奉仕委員長
フードバンク桐生市へ
・1/16 米山奨学生選考委員会 大友米山奨学委員
・1/18 初例会コロナウィルス感染拡大防止の為、休会
・1/24 新会員セミナー 相沢君・坪井良樹君
・1/25 コロナウィルス感染拡大防止の為、休会
・1/30 ｶﾞﾊﾞﾅｰ諮問委員会・足立ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ激励会
疋田 PG
・1/31 新会員セミナー 青木さん
・2/1 コロナウィルス感染拡大防止の為、休会

・2/7 新会員セミナー 丹羽さん・石渡君・亀山君
・2/8 定例理事会・米山奨学生奨学金授与
・2/15 コロナウィルス感染拡大防止の為、休会
・2/22 コロナウィルス感染拡大防止の為、休会
・2/23 奉仕の実践セミナー 会長、桑原君、丹羽さん
・2/28 群馬第２分区 A IM 中止
・3/1 コロナウィルス感染拡大防止の為、休会
・3/6 ｶﾞﾊﾞﾅｰ諮問委員会 疋田 PG
足立年度地区チーム研修セミナー
松島区研修委員
・3/7 桐生市制施工 100 周年・水道創設 90 周年
記念式典 会長出席 感謝状 授与
・3/8 コロナウィルス感染拡大防止の為、休会
定例理事会・米山奨学生奨学金授与
・3/10 新規米山奨学生オリエンテーション
大友米山奨学委員
・3/11 桐生 4RC 会長幹事会
・3/15 コロナウィルス感染拡大防止の為、休会
・3/17S.A.A 家庭集会
・3/22 コロナウィルス感染拡大防止の為、休会
・3/21PETS・SETS 疋田 PG,松島地区研修委員
・3/29 コロナウィルス感染拡大防止の為、休会
・4/2 桐生 4RC 会長会
・4/3 足立年度 委員長会議 松島地区研修委員
《予 定》
・例会終了後、定例理事会

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。
４月＝１１０円です。
・ガバナー事務所より 2023-2024 年度ガバナーノミニ
ー・デジグネート指名の公表のご案内が届いており
ます。
・米山奨学会より「館報」「ハイライトよねやま」が届いて
おります。
・歌津地区復興の会より「一燈最終号」と「避難所 72
時間の記録」が届いております。
・群馬県自閉症協会より「会報」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。
・わたらせ養護園より「とんがりやね」が届いております。
・桐生発明協会より「月報はつめい」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。
・樹徳高等学校より、「樹幹だより」「学校案内」等が届
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、定例理事会がありますので理事役員
の方は、よろしくお願い致します。

委員会報告
出席委員会
本日の出席(令和 3 年 4 月 5 日)
総員 67 名：出席 41 名
令和 3 年 12 月 21 日例会修正出席率 74.1％

ニコニコボックス
森末廣君…ご無沙汰しております。また 4 月からよろ
しくお願い致します／吉田栄佐君…乾杯をさせてい
ただきます／須永博之君…皆さんお久しぶりです／
坪井良樹君…子供が小学校に入学します／須永博
之君、澤田匡宏君、水越稔幸君、久保田寿栄君、岩
崎靖司君、中山賀司君、腰塚富夫君、相沢崇文君、
亀山貴史君…結婚祝／疋田博之君、山﨑一順君、
坪井良廣君、堀明君、岡部信一郎君、松島宏明君、
園田誠君、竹内靖博君、桑原志郎君、飯塚荘一君、
後藤圭一君、田中一枝さん、中山賀司君、腰塚富夫
君、丹羽あゆみさん、金子勇人君、相沢崇文君、坪井
良樹君…誕生祝／金子勇人君、相沢崇文君…写真
戴きました。

エコバックの配布は、新型コロナウィルス感染症の状
況によっては多くの人が集まる行事が中止になったり
する可能性が否定できません、その対応も検討してい
きます。
ロータリークラブの活動や環境保全に関するリーフレ
ットの作成も検討しております。
本日の食事

✿本日のお花✿

卓 話
桐生市制施工 100 周年年式典
「グローバル補助金」
について
松島 宏明 君
昨年より検討してきた、フィリピンのブランカ州プリラン
市内公立学校 11 校を対象としたグローバル補助金事
業に関して、再度進行具合と今後に関してご報告しま
す。
事業内容は、11 校の生徒たちに衛生的で安全な飲
料水の提供をする。公立学校内での衛生環境を改善
するというもので、昨年末の理事会承認をされました。
次の段階として地区グローバル補助金委員会としての
審議を行うということで、先月ズームにてその会議がも
たれました。地区承認もされていよいよ実施となる運
びですが、若干の事務手続きに時間を要している現
状です。今後また進捗具合のご報告をいたします。

3 月 7 日桐生市制施工 100 周年・水道創設 90 周年
記念式典が挙行され、当クラブもご招待を頂き、森会
長が列席し、感謝状が授与されました。
奉仕の理念実践セミナー
２月２３日
前橋問屋センター会館にて

「ロータリー財団
地区補助金」について
大友 一之 君
2020-21 年度地区補助金申請(2021-22 年度実施)
ふるさとの清流を守ろう
～環境保全意識の向上を目指して～
ロータリークラブ名のプリントされたエコバックを配布し、
あわせて市民の愛着ある清流「桐生川」の清掃を行う
ことにより市民の環境保全意識の向上を図ります。
エコバックの配布は、多くの人の環境保全意識向上
に資するよう、クラシックカーフェスティバル、天満宮骨
董市等市内外から多くの人が集まる桐生市恒例行事
において、クラブ会員の手により実施します。
桐生川の清掃は、当クラブ社会奉仕委員会が計画
し、会員および当クラブのローターアクター、インター
アクターの参加をもって実施します。

2840 地区での奉仕活動を共有し、奉仕の理念実践の
思いを新たにすることを目的として、2 月 23 日(ロータ
リー創立記念日)に奉仕の理念実践セミナーがオンラ
インで開催されました。当クラブが第２分区 A を代表し
て、桑原副会長が発表致しました。

