
 

 

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。 

２０２１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３１６５回例会 
(６月２１日(月)第２例会)－最終例会－ 

例会場 海鮮ダイニング美喜仁館 

７月５日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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． 出席１００％表彰 

６． 会長の時間 

７． 幹事報告 

８． 委員会報告 

９． 卓 話 

   「一年を振り返って」 

    会 長 森 末廣君 

    幹 事 後藤圭一君 

１０． 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 

  2020-2021年度の最終例会まで、コロナで思うよう

にクラブ活動が出来ない中しっかり運営して頂いた

森会長と後藤幹事、本当にお疲れさまでした。 

 全世界のロータリークラブの年度は7月1日に始まり、

6月30日までの1年間です。任期が替われば、会長

以下全員の役職や組織が変わります。今まで68年

間、「この不連続の連続」を繰り返して歴史と伝統を

作ってきました。 

 森 末廣会長は、68代会長、 2021-2022年度会長  

 の本田会長が69代会長、2022-2023年度はいよい  

 よ70周年を迎えます。70代会長として澤田会長ノミ 

 ニ―になります。 

  そして、新年度になりますと、その2年後である、  

 2023-2024年度の会長候補者まで決めますので、数  

 か月後には、71代会長候補者を推薦する活動がス 

 タートします。 

 委員長、理事役員を経験しロータリー活動の本質を  

 理解して、人材を育成して将来へつなげて行くことを  

 70年近く繰り返してきました。 

 新型コロナで混沌とした2020-2021年度を進めてく   

 れた、森会長と後藤幹事、そして役員皆さんに感謝  

 すると共に、次年度本田会長年度も、新型コロナの  

 影響を受けると思いますが、次年度役員の皆様には、 

 70周年に向けた準備もしっかり、進めて頂ければと 

 思います。 

 

 

 

出席 100％表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

《報 告》 

・6/14クラブ協議会 

・6/17次年度理事役員予定者会議 

   フードバンク桐生市へ 

    久保田社会奉仕委員長 

・6/19ガバナー諮問委員会 疋田ＰＧ 

 

《予 定》 

・例会終了後、次年度青少年奉仕委員会家庭集会 

・6/24 桐生４ＲＣ新旧会長幹事会 

    会長・幹事・会長エレクト 出席 

ロータリーは機会の扉を開く 

４月 

森   末廣君 ９回 

澤田 匡宏君 ６回 

北川 貴久君 ２回 

Randolph 留利子さん２回 

５月 

中山  賀司君 ３回 

丹羽あゆみさん ２回 



 

 ・6/28休会 

    次年度クラブ管理運営室 家庭集会 

    次年度公共イメージ室 家庭集会 

 ・7/5本田年度初例会 

    スカイホール A 点鐘 12時 30分 

 

幹事報告 

・次週２８日例会は、休会です。 

 次回例会は、７月５日(月)本田年度初例会となります。 

 点鐘 12時 30分、例会場は、スカイホール Aとなりま

す。お食事は、お持帰りです。 

 お間違えのないようお気をつけ下さい。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和 3年 6月 21日) 

総員 66名：出席 42名 

令和 3年 6月 14日例会修正出席率 64.1％ 

 

ニコニコボックス 

森末廣君、後藤圭一君…一年間大変お世話になりま

した／北川洋君、疋田博之君、吉田栄佐君、堀明君、

前原勝君、坂入勝君、須永博之君、大友一之君、澤

田匡宏君、桑原志郎君、柳明彦君、水越稔幸君、久

保田寿栄君、飯塚荘一君、田中一枝さん、増山大祐

君、松田秀夫君…森会長・後藤幹事コロナ禍の中、1

年間お疲れ様でした／森末廣君、後藤圭一君…卓話

をさせていただきます／北川洋君…山﨑先生に大変

お世話になりました／北川洋君…再度、桐生市体育

協会会長をしますのでよろしくお願い致します／須永

博之君…前橋国領店の移転オープンでは多くの方に

お世話になりました／澤田匡宏君…社員が優良従業

員表彰をいただきありがとうございました／松島宏明

君、津久井真澄君…結婚祝／津久井真澄君、新川

桂子さん…誕生祝／森末廣君、澤田匡宏君、北川貴

久君、中山賀司君、丹羽あゆみさん、Randolph 留利

子さん…出席１００％表彰。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 
 

一年間大変お世話になりました。本当に有難うござい

ました。コロナ禍の中どうなるか不安でしたがコロナに

も罹らず無事に終わり、ほっとしております。 

桐生ロータリ－クラブの会長職は、横断的な異業種で

一年間も桐生各界の一流人をこちらに向いてもらい、

思う存分会長職を務めさせてもらうことです。間々ある

ことではないと思います。それが伝統あるロ－タリ－ク

ラブの良いシステムではないでしょうか。 

 

 

会員である以上、会長をやらないと損をします。私が

会長を務めたことで、ハ－ドルが下がりました。ぜひ

「俺にもやらせろ、私にもやらせて」と積極的に売り込

みをお願いする次第です。 

さて、今年度一年間私の気持ちを七つの項目に分け

て申し上げます。 

１. 感謝すること 

後藤幹事、桑原副会長、理事の皆さん、各委員

長さんには一方ならぬお世話になりました。また，

事務局の田村さんにも大変お世話になりました。

この場をお借りして感謝申し上げます。 

  特に後藤幹事には、一年間家内以上に通じ合い

ました。会長職が一年間務まったことは、後藤幹

事のお陰と心より謝意を表します。 

２. 緊張したこと 

1） 初例会で、会員各位を前にして点鐘した時

は、昇天するのではないかと思うほど、ビビリ

ました。 

2） ガバナ－公式訪問時のクラブ協議会もドキド

キしました。特に S・A・Ａの北川委員長には、

打合せどおりにいかなくて大変ご迷惑をお掛

けました。 

3．印象に残ったこと 

1） 新地区補助金事業で、桐生市スポ－ツ少年

団に熱中症指標計測器を配布し、新市民      

体育館の周辺を清掃したこと。 

2） 桐生 4 ロ－タリ－クラブのチャリティーゴルフ

で、団体戦優勝、個人戦も津久井会員が優

勝しダブル受賞したこと。 

4.辛かったこと 

1）月門快憲会員そして、木村滋光会員のご令息

がお亡くなりになったこと。 

2）会長の時間のネタが尽きて、何を話そうかと思

いあぐねたとき。 

5.お詫びしたいこと 

1）コロナ禍の中、数多く例会を休会し、会員各位

の親睦が測れなかったこと。 

2）夜間例会が一回だけだったこと。 

3）４ロ－タリ－クラブの合同行事がチャリティーゴ

ルフだけだったこと。 

６.寂しいこと 

任期もあと一週間程度かと思うと、一抹の寂しさ  

を感じます。 

せめて、あと一年… これは大きな冗談です。 

7.お願いしたいこと 

今年度、会員増強・退会防止が残念ながらできま

せんでした。来年度は、全会員で会員増強・退会

防止に取り組んでもらいたいと思います。 

 

以上ですが、これからはロ－タリ―クラブの原点に

立ち帰り、新入会員のつもりで微力ではありますが、

桐生ロータリークラブ発展のため、尽力する所存では

あります。今後とも、ご指導、ご鞭撻の程よろしくお願

いいたします。 

 

「一年を振り返って」 

 

  会長 森 末廣君 



 

 

 

 

 

 

 

 

まずは一年間、幹事を務めさせていただきご

協力いただいたメンバーの皆様に心より感謝申

し上げます。ありがとうございました。 

森会長よりお話をいただいた頃は、まだコロ

ナウイルスなど世の中に存在せず同期入会の飯

塚さんが須永年度で幹事をされるということも

あり、なんとなくそういう順番なんだなと軽い

気持ちでお受けしたことを憶えています。 

でもロータリーはそんな甘いものではありま

せんでした。会長幹事に予定者として決まると、

RLI というセミナーを 3 日間受けることになり

ます。県内中のメンバーが集まり、10 人前後の

グループに分かれてテーマごとに意見交換をす

るのですが、一番最初のセッションで「ロータ

リークラブとライオンズクラブの違いはわかり

ますか？」という質問がありました。その時の

講師が太田ロータリークラブの竹内パストガバ

ナーでなぜか目と目が合ってしまいました。次

の瞬間、「はい桐生さん」と指名されましたが一

瞬で頭が真っ白になり何も頭に浮かんできませ

んでした。その時からいい加減な気持ちで幹事

をしていてはクラブに迷惑をかけてしまうなと

感じました。 

一年を振り返ると４RC の幹事クラブという

ことで、他クラブのメンバーとも色々情報交換

ができ、各クラブの運営の仕方などの特徴もわ

かったことはとてもいい経験になりました。４

RC のゴルフコンペでは津久井さんや柳さんの

先輩方のおかげで久しぶりに優勝できたことは

本当に嬉しかった出来事です。欲を言えば、集

計に入る上位 5 人の中に森会長と自分が入って

いればもっと嬉しかったのかなと思います。桐

生ロータリークラブとしては、週単位で変化す

るコロナの状況で例会すら開催出来ない時期も

ありました。傍でみていて森会長は思い通りに

いかない現状にストレスは相当だったと思いま

す。しかし生まれ持った他の人ではなかなか理

解できない卓越したリーダーシップでクラブを

まとめていただきました。森会長の下で幹事を

させていただき本当に良かったと思っています。

またすべての面で優しくフォローしていただい

た桑原副会長と事務局の田村さん、食事の手配

等で大変な思いをさせてしまった北川委員長を

はじめとする SAA の皆様、度重なる予定変更で

も快く対応してくれた田中委員長、富沢委員長

をはじめとするプログラムと親睦委員会の皆様、 

 

 

そしてすべてのメンバーの皆様に心より感謝

申し上げます。 

一つ残念に思っていることは、森年度で一度

もお酒を飲みながらの夜間例会が出来なかった

ことです。本田年度では、コロナの状況が良く

なり賑やかな夜間例会が出来ることを願ってお

ります。 

最後になりますが、自分をロータリークラブ

へ誘っていただいたのは川島康雄先輩でした。

川島先輩と飲ませていただくときに「後藤、ロ

ータリーに意味を求めるな」とよく仰っていま

した。その時は、会費を払って行けるときに例

会に顔を出す、ある意味気楽にやって行けとい

うような解釈でした。でもたかが一年幹事をや

っただけの経験ですが、意味を求めるなという

ことは、ロータリー活動をしていくうちに自分

なりのロータリーに所属する意味や意義を感じ

ていけということだったのかなと今は思ってい

ます。ロータリークラブの良いところは色々な

世代の方が所属していることだと思います。こ

れまで以上に世代を超えた交流が盛んになれば、

若いメンバーもそこで知識を得てこれからの活

動にプラスになっていくと思います。コロナが

落ち着いたらそういう交流の機会が増えていく

ことを願っております。 

                                  

    本日の食事        ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回 

❓ロータリーなぞなぞクイズ❓ 
 

  1.ロータリークラブはどこの国で設立された 

    ①ドイツ ②イギリス ③アメリカ合衆国 

 

  2.ロータリークラブの設立された年は 

    ①１８９５年 ②１９０５年 ③１９４５年 

「一年を振り返って」 

 

  幹事 後藤圭一君 

【例会予告】 

7月 12日(月) 休 会 

   19日(月) ♦例会場 桐生倶楽部 

 ♦卓  話 副会長 柳 明彦君 

                 幹 事 増山大祐君 

   26日(月) 休 会 

 

 


