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国際ロータリー第 2840地区 2021-2022年度 国際ロータリーのテーマ 

SERVE TO CHANGE LIVES  

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 本田雄一郎 幹事 増山大祐 

     クラブ会報・情報委員会  金子勇人・飯塚荘一・木村洋一・中村光孝 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第３１６９回例会 
(１０月４日(月)第１例会) 
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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． ロータリー情報アワー 

７． 結婚・誕生祝 

８． 乾 杯 

９.  出席１００％表彰 

１０．ポール・ハリス・フェロー表彰 

１１．米山功労者表彰 

１２．RLIセミナーディスカッションリーダー委嘱状授与 

１３．米山奨学生カウンセラー補助費 受渡 

１４．会長の時間 

１５. 幹事報告 

１６. 委員会報告 

１７. 卓 話 「新年度を迎えて」 

         公共イメージ室長 澤田 匡宏君 

         雑誌・広報委員長 平岩千鶴子さん 

         ｸﾗﾌﾞ会報・情報委員長 金子勇人君 

         会員組織強化室長 田中一枝さん 

         会員増強研修委員長 青木 貴子さん 

         ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 松島 宏明君 

１８．点 鐘 

 

<米山奨学生> 刘 媛 様 

 

ロータリー情報アワー 
ロータリー情報副委員長 須永 博之君 

10 月は、ロータリーの「経済と地域社会の発展月間」

です。国際ロータリーにはロータリー特別月間が毎

月決められていますが、10 月は、「経済と地域社会

の発展月間」です。クラブだけでなく、ロータリア

ン一人ひとりが、ロータリーの活動に参加するよう

強調するため、国際ロータリー理事会が指定した月

間のことです。 

国連は、地域社会と経済を発展させるには、貧困問

題の解消、女性の地位向上、グローバルなパートナ

ーシップ、環境の持続可能性が必要であるとしてい

ます。また、2014 年国連のレポートによると、極度

の貧困者数が半減、労働市場における女性の地位が

上昇し、インターネット利用者約 30億人、携帯電話

利用者 70億人と上昇しており、途上国の借款は安定

した状態を保っていると報告されました。 

しかし、国連が新たに発表した SDGｓ「持続可能

な開発目標」からも分かるとおり、成すべきことは

多くあります。「経済と地域社会の発展月間」の今月、

各地域社会で引き続き、地域社会と経済の発展を支

える活動をご支援するように全世界に呼びかけてい 

ます。 

 

 

「経済と地域社会の発展」と言うとまさしく桐生

市が現在抱えている問題でもあります。 

桐生ロータリーの皆様も地元桐生市、そして世界を

考えたご協力をお願いいたします。 

 

9月・10月結婚祝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ようこそビジター 

 9 月 堀明君、坪井良樹君 

10 月  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、小島隆治君 



 

9月・10月誕生祝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席 100％表彰 

 

 

 

 

ポール・ハリス・フェロー表彰 

 

 

 

 

 

米山功労者表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

RLIセミナー 

ディスカッションリーダー  

委嘱状 授与 

 

 

 

米山奨学生カウンセラー 

      補助費 受渡 

 

 

 

米山奨学金授与 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 
久しぶりに大勢のメンバーと例会において会うことがで

きとても嬉しく思います。今日例会に出席して頂いた方

に感謝を込めてお花を用意しました。例会終了後、お

持ちください。 

さて、9 月末をもって新型コロナウィルス対応の緊急事

態宣言と蔓延防止等重点措置が全面解除されました。 

日本国内におけるコロナワクチン接種も進んでいます。 

実績は、1 回目の人で約 9 千万人総人口の約 70％ 

2回目までの人は、約 7500万人総人口の約 60％となっ

ており、群馬県でもワクチン接種を終えた人の割合は 

1 回目約 75％、2 回目約 65％となっております。 

世界において 2 回接種が完了した人の割合が高い国

は、1 位スペイン 78.44％、2 位中国 72.56％、3 位カナ

ダ 71.64％、日本は 9 位です。 

群馬県の感染者の数も最近では、1 桁と激減しており、

コロナ以前の日常の生活が少しずつもどってくると思わ

れますが、まだレベル 4 が継続しておりますので、一定

の期間は 3 密(密閉・密集・密接)とソーシャルディスタン

スを守っていきたいと思います。桐生ロータリークラブに

おいても 10 月の例会予定はは、すでにお知らせしてい

ますが、2 回とさせていただきました。1 回目は、本日の

例会、2 回目は、各事業所での清掃活動とします。本来、

10 月は桐生 4RC の合同ゴルフコンペと合同例会が予

定されておりましたが、中止となりました。また 10 月 17

日に社会奉仕委員会主催の「市民と共に清掃事業」と

いうことで、桐生青年会議所メンバーと共に桐生川清掃

を行う予定でありましたが、青年会議所の実施が今だに

未定との事ですので、この事業を変更し、ロータリーメン

バーの各事業所でメンバーがリーダーとなり、清掃を行

って頂く事としました。ご理解とご協力をお願い致します。 

11 月、12 月に関しては、通常通り、例会事業を行いま

す。特に 12 月の家族合同忘年クリスマス会は、昨年度

も中止になっておりますので、今年は盛大に開催する

様にしたいと思います。皆様、期待して頂ければと思い

ます。 

《報 告》 

・8/6 七夕 天満宮ご祈祷 

・8/9 休会 

・8/16 休会 

・8/23 納涼例会 中止 

・9/6 休会 

・9/9 定例理事会 

・9/13 休会 

・9/20 祝日(敬老の日)休会 

・9/26 月門快憲元会員 葬儀 

・9/27 ガバナー公式訪問延期 、定例理事会 

9 月 青木貴子さん、岩崎靖司君、高橋弘史君、 

   Randolph 留利子さん 

10 月 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 

吉野雅比古君 21 回 

田中一枝さん 7 回 

4 回 山口正夫君 

1 回 木村洋一君 

   岩崎靖司君 

   川島崇史君 

松島 宏明君 

須永 博之君 

刘 媛様 

第１回 荒木千恵子さん、大島千賀子さん、小林雅子さん 

    田中一枝さん、松田秀夫君 

第 2 回 桑原志郎君、澤田匡宏君 

第 3 回 松島宏明君 



 

・9/28 吉野雅比古君ご母堂様通夜 

・9/29 吉野雅比古君ご母堂様葬儀、告別式 

・10/3 ガバナー諮問委員会 疋田 PG 

 

《予 定》 

・10/7 指名委員会 桐生倶楽部 

・10/8 青少年奉仕委員会 家庭集会 

・10/10 RLI パートⅠ 松島君・久保田君 

・10/11 休会・新地区補助金委員会 家庭集会 

・10/18 休会 (10/11～10/25 清掃例会) 

・10/25 休会・定例理事会 

・10/30 補助金管理ｾﾐﾅｰ 澤田会長エレクト 

 

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。 

 10 月は、1＄＝１１２円です。 

・ガバナー事務所より「佐賀・長崎豪雨災害支援金のお   

 願い」「ロータリー研究会第 50 回記念講演会のご案 

 内」、「中野ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ」、 

 「日本のロータリー100 年史販売案内 1 冊 6,600 円(見 

 本は、事務局にあります)」が届いております。 

・10 月は、米山月間です。本日配布のロータリーの友に 

 米山奨学会から「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。 

・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、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・次回例会は、清掃例会です。10/11～10/25 の間に清 

 掃を行って頂き、報告書と写真を事務局まで提出お願 

 い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和３年１０月４日) 

総員 6４名：出席４４名 

令和３年８月２日例会修正出席率：８１．９６％ 

 

ニコニコボックス 

本田雄一郎君…桐生ロータリークラブメンバーと久しぶ

りにお会いできてうれしいです／増山大祐…皆様、ご無

沙汰しております／森末廣君…乾杯させて頂きます／

須永博之君…皆さんにお会いできました。ロータリーっ

て良いですね。元気がでます！／須永博之君…刘媛

ちゃん 9/25 誕生日おめでとうございました／吉野雅比

古君…9/28、9/29 の母、吉野和江の通夜、葬儀、告別

式に際しまして数多くの会員皆様方に御会葬賜り誠に

有難うございました。多くの生花も頂き、心より感謝申し

上げます／木村洋一君…田中会員ありがとうございまし

た／松島宏明君、澤田匡宏君、平岩千鶴子さん、青木

貴子さん、金子勇人君…卓話をさせて頂きます／堀明

君、吉野雅比古君、坂入勝君、柳明彦君、小島隆治君、

坪井良樹君…結婚祝／吉野雅比古君、坂入勝君、平

岩千鶴子さん、富澤剛君、岩崎靖司君、Randolph 留利

子さん、青木貴子さん…誕生祝／吉野雅比古君、田中

一枝さん…出席 100％。 
 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

公共イメージ室の今年度の目標を、ロータリークラ

ブ、桐生ロータリークラブの活動を広く地域の人々

に周知するために様々な活動を１年間実施すると、

現況報告書では掲げましたが、長引く新型コロナウ

イルス感染症のため例会の開催もままならず、 

ロータリークラブとしての活動も出来ない状況とな

っています。 

そのような状況におきましても、我々ロータリアン

が行動する上での指標として 

定める５つの価値観すなわち、奉仕・親睦・多様性・

高潔性・リーダーシップを自らの生活において実践

し、ロータリアンの品位を高め、ロータリアン、ロ

ータリークラブの魅力を全会員が様々な場面で発信

していくことが、ロータリークラブの公共イメージ

アップにつながると思います。会員お一人お一人が、

ロータリーの広告塔として日々の仕事、生活の中で

５つの価値観を実践していただければ幸いです。 

また、本田年度で実施される新地区補助金事業は、

桐生タイムス社などのメディアなどに掲載していた

だき、ロータリー活動の一部を広く知らしめること

も行って行きたいと考えています。 

最後に、本田会長から提案をいただいたロータリー

クラブに関する会員各位の知識の向上と疑問に少し

でも応えるために、例会ごとに「ロータリーなぞな

ぞクイズ」を公共イメージ室の全メンバーの参加に

より実施して参ります。会員の皆様のご理解とご協

力を賜り有意義なものにしたいと願っておりますの

でよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 
雑誌広報委員長を仰せつかりました平岩千鶴子でご

ざいます。 

雑誌広報委員長になりますと、月末に来月の雑誌が

送られてまいります。毎月の雑誌、皆さんいかがで

しょうか？委員長が情報をお伝えする時に見てみ

る！とか、ちょっと面白そうな記事を例会の間に 

見てみたり、そして例会帰りに忘れていってしまっ

たり…。 

委員長ともなりますと、やはり全部のページに目を

通し、「そこに書かれていることを全部お伝えしたい」

と思うわけです。すると、話がまとまらずあっちこ

っちになってしまうのです。 

 皆さんに興味をもって雑誌を読んでいただく（ペ

ラペラでも良いのですが）のが、雑誌広報委員長の

「新年度を迎えて」 

公共イメージ室 

室長 澤田 匡宏君 

「新年度を迎えて」 

雑誌・広報委員会 

委員長 平岩 千鶴子さん 



 

務めかな、という事に思い当たりました。それには、

自分自身が一番興味を持っていることを中心にお伝

えすること！！これが大事！！ 

実は以前から、縦組のページが好きで、特に縦組

14,15 ページの「俳壇・歌壇・柳壇」は必ず目を通し

ておりました。少し前には良く伊勢崎の会員さんが

選ばれておりました。 

そこで、毎月、1 つこれはというものをお伝えした

いと考えています。 

俳句は決まりごとが多くて難しい、歌は自分の気持

ちなりを美しく表現するのが難しい、川柳は、ここ

ですよね、というウイットが…。 

そこで、見たままを一首 

 さやかなる 秋の陽のさす 例会の  

 輝く笑顔の 友にまみえる 
 

 

 

 

 

 

 
会員組織強化室の室長という大役を頂いた田中です。

今般、改めて気づいたことですが、私を含め委員長・

副委員長とも全員女性です。平成 26 年の 8 年前、

色々なあつれきの中で創立 61 年の歴史を破り、女性

会員を受け入れて頂いたことは、大変な努力であっ

たことと推察致します。そして 8 年後の今日、女性

会員 11名、各々の分野で頑張っております。新年度

を迎え、会員組織強化室(会員増強研修、ロータリー

情報)役員委員とも、15 名で会員増強に頑張らねば

いけないところですが、9 月まで最悪にも新型コロ

ナの緊急事態宣言が発令中でした。10 月より、青木

委員長を中心にミーティングを設け、少なくとも年

内最低 2 名の会員を確保する予定でおります。 
 

 

 

 

 

 

 
今年度は、会報の発行を通じて会員の皆様をはじめ

とする関係者の皆様にロータリー活動を理解して頂

くとともに、例会の出席率の向上に役立つよう努め

て参ります。 

年度前半の活動状況および予定ですが 

1.会長、幹事及び各委員会の活動・計画を紹介する 

2.会報の作成及び印刷を行う 

3.前例会における発表、報告、卓話の紹介・説明を  

 行う 

4.理事会での決定事項を報告する 

5.近隣 RCとの会報交換を行い、クラブ活動の友好・  

 相互理解を深める 

6.新入会員の紹介を掲載し、クラブ内相互の理解を 

 深める 

7.必要に応じて各委員会に協力し、その活動を報告 

8.毎月の活動月間のテーマについての記事を会報に 

 掲載し紹介する 

9.地域メディアと連携してロータリーの活動を紹介 

10.HP の情報更新を行う 

11.今年度の最大の目標でもあるマイロータリーへ 

  の登録を皆様に行っていただくこととなります 

後半の活動予定は前半の活動状況を検討しながら更

なる PRができるよう努めて参ります。 

 

 

 

 

 

 
この度、会員増強研修委員会の委員長を務めさせて頂

きます青木貴子です。 

田中室長を中心に 1回目の顔合わせ、2回目の田中室

長、新川副委員長、青木で打合せ、3 回目の 10 月 15

日に戦略会議を予定してます。 

出席・ニコニコ箱委員も新川委員長と青木が副委員長

で掛持状態ですが、委員の堀さん、館さん、松島さん、

津久井さん、吉野さん、坂入さん、丹羽さん、坪井さん

等、大先輩の方々のサポートを受けながら女性パワー

で役割を果たして行けたらと思います。 

私が入会した 3 年前には例会だけでなく会員との交流

も有りとても有意義な時間を頂くことが出来てとても感謝

しています。 

このコロナ禍での会員増強はとても大変だと思いますが、

皆様のご協力を受けながら、1 人でも多くの方々をご紹

介させて頂き御承認を受け入会に繋げて行ける様に努

めて行きたいと思いますので、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
当委員会の活動方針は、本田会長の方針に沿い会員

が、ロータリー活動を行うために有用な情報を提供

するとともに、当クラブの長い歴史や活動の実績を

学ぶ機会を提供するとなっています。例会に於いて

は 2 ケ月に 1 度のロータリー情報アワーを通して

様々なロータリー情報を発信するとともに、会員拡

大に会しても協力をしてまいります。日頃ロータリ

ーに関して感じていることや、疑問に思っている事

がありましたらお声掛けください。我々の知ってい

る情報はもちろんお伝えしますし、わからない事は

一緒に考えていきます。宜しくお願いいたします。 

 

「新年度を迎えて」 

クラブ会報・情報委員会 

委員長 金子 勇人君 

「新年度を迎えて」 

会員組織強化室 

室長 田中 一枝さん 

「新年度を迎えて」 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会 

委員長 松島 宏明君 

「新年度を迎えて」 

会員増強研修委員会 

委員長 青木 貴子さん 


