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  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、 
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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． 新会員入会式 

NEXUS 株式会社  

レジャー事業部 部長 宮嶌万貴美さん 

(1) 推薦の言葉 田中一枝さん 

(2) バッチの贈呈 

(3) 歓迎の言葉 

(4) 新会員挨拶 

７． ゴルフコンペ表彰式 

８． 結婚・誕生祝 

９.  乾 杯 

１０．会長の時間 

１１．幹事報告 

１２．委員会報告 

１３．卓 話  「新年度を迎えて」 

         奉仕プロジェクト室室長 中山賀司君 

         職業奉仕委員長     小島隆治君 

         社会奉仕委員長     富澤剛君 

         国際奉仕委員長     中村光孝君 

         青少年奉仕委員長    丹羽あゆみさん 

１４．点 鐘 

 

新会員入会式 
 

            
           NEXUS株式会社  

             レジャー事業部 

             部長 宮嶌万貴美さん 

 
〈歓迎の言葉〉   

今年度の入会第１号となります。 

桐生 RCには、この地域においてそれぞれの職業分野

で素晴らしい仕事をしている 64名のメンバーがおりま

す。まずは、1人 1人を知って頂き人間関係を深めて下

さい。そして、ロータリー活動とは何かを学んで頂き実践

をしていってください。桐生 RCに入会したことにより今

後の宮嶌さんの人生が大いにプラスになることを祈って

います。 
 

ゴルフコンペ表彰式 
11 月 7 日(日) 

  桐生 CC にて 
 

 

 

 

結婚祝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹内靖博君 

北川 洋君 

園田 誠君 

桑原志郎君 

田中 淳君 

中村光孝君 

石渡宏明君 

石坂光紀君 

増山大祐君 

松田秀夫君 

石渡宏明君 

前原 勝君 

本田雄一郎君 

舘 盛治君 

澤田匡宏君 

荒木千恵子さん 優 勝 中山 賀司君 

準優勝 久保田寿栄君 

３ 位 腰塚 富夫君 



 

会長の時間 
①指名委員会の件 

10 月 7 日に桐生倶楽部にて指名委員会開催致しまし

た。松島指名委員会委員長より、次次年度会長、幹事

が選出されましたので、発表致します。 

会長 大友一之君、幹事 中山賀司君です。 

②年次総会の件 

12 月第 1 例会の 12 月 6 日に年次総会を開催致しま

す。総会に提出される案件は、2件です。 

1：恒例でありますが、次次年度会長及び次年度理事役

員に指名された人の選挙を行い承認を頂く事です。 

桐生 RC 細則第 3 条第一節により、役員を選挙する会

合 1 か月前の例会において次々年度会長、次年度副

会長、幹事、会計及び 5 名の理事の指名を行うことにな

っておりますので、これより発表いたします。 

2：特別会員 Bの会費値上げの件 

 現在は、年間 50,000 円のところ 70,000 円に変更する 

③米山記念奨学セミナーに参加して 

11 月 3 日米山記念奨学セミナーに参加しました。桐生

RCからは、私と大友地区米山奨学委員の 2名です。 

セミナーでは、2017年 4月から 2018年 3月までの 1年

間、米山奨学生であった中国山東省出身の韓婷さんが

奨学生の時にカウンセラーとして支えて頂いた高崎 RC

の石井さんとの交流を通じて、とても有意義な日が送れ

たことの話を聞かせて頂きました。韓婷さんは、上武大

学 4 年生の時に米山奨学生となったのですが、その後、

群馬大学大学院へ進学し、卒業後、太陽誘電に入社し

働いていますが、石井さんとの交流は続いており、日本

の『オヤジ』と呼んでいますというエピソードも聞かせてく

れて、心温まるお話でした。また、現在奨学金を受けて

いる 2名の学生からも話を聞きました。2人ともに感謝の

言葉とともに将来は、日本と自国との懸け橋をなれるよう

になりたいと話しをしていました。米山奨学金制度の素

晴らしさを感じたセミナーでした。今更ですが「米山」に

ついてもう一度考えてみたいと思います。詳しくは、ロー

タリー米山記念奨学事業豆辞典 2021 という小雑誌を読

んで頂ければと思いますが、入会歴の浅いメンバーはこ

れだけおさえておいて下さい。この事業は、日本全国の

ロータリークラブ合同事業であり、国際ロータリーからも

認められているものです。主旨は、留学生の勉学を支

援する奨学金事業を通じて日本と留学生の国との平和

の懸け橋となる人材を育て、国際親善に寄与しようとい

うことです。米山奨学生の選考基準は、勉学の意欲、人

柄、学業が優秀で、将来日本との懸け橋になりうる人材

なので、家庭状況経済状況は、評価対象外となります。 

 

《報 告》 

 ・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 社会奉仕委員会による清掃例会に振替 

 ・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 

 ・11/1  公共イメージ室 家庭集会 

 ・11/2  青少年奉仕委員会 家庭集会 

 ・11/3 米山ｶｳﾝｾﾗｰ研修会 須永カウンセラー出席 

      米山記念奨学セミナー 

        会長・大友地区米山奨学委員 

 ・11/4 親睦活動委員会 家庭集会 

      日野昇元会員お別れの会 会長 

 ・11/7 桐生ＲＣゴルフコンペ 桐生ＣＣ 13名参加 

 

《予 定》 

・11/11 家族会総会 海鮮ダイニング美喜仁館 

 

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。 

１１月は、1＄＝１１４円です。 

・ガバナー事務所より、「第 50回ロータリー研究会記念 

 講演会オンライン視聴」のご案内が届いております。 

・国連 UNHCR協会より「ﾆｭｰｽﾚﾀｰ」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。 

・群馬県自閉症協会より「会報」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。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。 

・次週例会は、15日(月)善行青少年表彰です。 

 点鐘 12時、場所は、桐生商工会議所となりますので 

 お間違えの無いようお気をつけください。 

・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。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和３年１１月８日) 

総員６５名：出席４８名 

令和３年１０月４日例会修正出席率：７４．１３％ 

 

ニコニコボックス 

本田雄一郎君…皆さん 11月よりロータリー全力で走りま

す。よろしくお願いします／北川洋君…本田会長に大

変お世話になりました／本田雄一郎君、柳明彦君、増

山大祐君、中山賀司君…新入会員宮嶌さんをお迎えし

て／久保田寿栄君…ゴルフコンペで準優勝致しました

／飯塚荘一君…ゴルフコンペ 4 位で賞品いただきまし

た／後藤圭一君…ゴルフコンペで部長賞いただきまし

た／平岩千鶴子さん…ゴルフ楽しい一日でした。ありが

とうございます／中山賀司君…ゴルフコンペで優勝させ

ていただきました／腰塚富夫君…ゴルフコンペで 3位で

した／田中淳君…ゴルフコンペで会長賞頂きました。あ

2023～2024年度 会 長 大友 一之 

2022～2023年度 副会長 園田  誠 

   〃       幹 事 久保田寿栄 

    〃       会 計 大島千賀子 

    〃       理 事 平岩千鶴子 

    〃       理 事 小林 雅子 

    〃       理 事 桑原 志郎 

    〃       理 事 田中 一枝 

   〃       理 事 柳  明彦 



 

りがとうございます／丹羽あゆみさん…ゴルフコンペで

ブービー賞ありがとうございました／富澤剛君、丹羽あ

ゆみさん…卓話をさせて頂きます／北川洋君、園田誠

君、桑原志郎君、小林康人君、田中淳君、中村光孝君、

石渡宏明君…結婚祝／舘盛治君、本田雄一郎君、澤

田匡宏君、増山大祐君、荒木千恵子さん、大島千賀子

さん、松田秀夫君、石渡宏明君…誕生祝。 
 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

奉仕プロジェクト室は、職業奉仕委員会、社会奉仕

委員会、国際奉仕委員会、青少年奉仕委員会と 4つ

の奉仕委員会で成り立っています。 

本田会長の今年度の活動目標に向けて 

1. 4 奉仕委員会の連携・協力を推進してロータリ

アンらしい奉仕活動を展開してゆく。 

 昨年、今年とコロナ禍で中々、皆さんと会えない

事でコミュニケーションの場の大切さがわかりまし

た。今年度は、残りの期間に可能な限り家庭集会を

行い意見交換、情報の共有を行って参りたいと思い

ます。 

2. 四大奉仕は、ロータリー活動の根源であり、こ

れらを一段と活性化することによって奉仕活動の新

たな可能性を奉仕プロジェクト室メンバーで探って

いく。 

 奉仕活動を行い、地域社会にロータリークラブの

存在を知って貰い、特に子供たちの記憶の中にロー

タリー、ロータリーマークを刻み込んでいく活動を

したいと考えております。将来、その子供たちの中

からロータリーに興味を持ち、ロータリアンが生ま

れる事を期待しております。 

3. 地域の奉仕活動団体や社会貢献できる活動の発

見等を例会にて発表をしていく。 

 これは、奉仕委員は、元より、皆さんにもお願い

です。社会貢献できる活動があれば、どんどんと教

えてください。そして取り掛かれる事があれば、即、

行動したいと思います。 

◎最後にひとつ、家族や会社の社員たちからも、う

ちの旦那は、うちの社長は、ロータリーロータリー

って言って何処かに行くけど「何やっているかわか

らない、ただ、飯食ったり、酒飲んでるだけじゃな

いか」と思われないようにロータリアンだから出来

る、ロータリアンならではの奉仕活動を探っていき

たいと思います。一年間奉仕を通して盛り上げて行

きたいと思います。皆さんご協力お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
皆さん こんにちは。今年度職業奉仕委員会委員長

となりました小島です。宜しくお願い致します。 

今年度の職業奉仕委員会の目標としては、ロータリ

ークラブの根幹である職業奉仕の理念を念頭に職業

道徳性と品位を高め地域と社会に貢献できる活動を

行っていきながら、他の委員会との連携を推進して

行きたいと思います。 

前半の活動予定ですが、毎月第一例会における４つ

のテストの唱和、その他、必要に応じた活動などで

す。後半の活動予定は、優良従業員表彰の実施、 

ローターアクトクラブと連帯した職場見学（大人の

社会科見学）の共催、そして、桐生ロータリー優秀

職業人アワードの立案実施を予定しておりますので、

宜しくお願い致します 

 

 

 

 

 

 
本年度、社会奉仕委員会委員長を拝命いたしました

富澤剛と申します。よろしくお願いいたします。 

新年度を迎えてということですが、本年度委員会と

しましては、副委員長として亀山君、委員として午

膓さん、前原勝さん、水越さんという頼もしいメン

バーを配置いただき中山室長の元皆様にご支援、ご

協力をいただきながら微力ながら精いっぱい務めさ

せていただければと考えております。 

今年度社会奉仕委員会としましては、「ロータリアン

一人一人が自主的に、リーダーシップを持ち行う奉

仕活動を通じて地域社会に貢献するとともに他団体

との共同参画を促進し、ロータリーのイメージアッ

プを図ることを」ということを目標として掲げさせ

ていただき、活動予定としましてはクラシックカー

フェスティバルへの協力、清掃活動、その他必要に

応じた活動と事業計画に歌わせていただいておりま

す。しかしながらクラシックカーフェスティバルに

おきましては、昨年に引き続き 8 月に 2021 年度も

中止が決まり、昨日クラシックカーフリーラリーin

桐生として形を変え開催されましたことにより、参

画することなく終了いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

「新年度を迎えて」 

奉仕プロジェクト室 

室長 中山 賀司君 

「新年度を迎えて」 

社会奉仕委員会 

委員長 富澤 剛君 

「新年度を迎えて」 

職業奉仕委員会 

委員長 小島 隆治君 



 

 

 

清掃活動に関しましては、新地区補助金事業として

桐生川清掃を桐生川美化推進委員会を構成する主団

体であります（公社）桐生青年会議所様と協力させ

ていただき市民の方々と共に行わせていただき合わ

せてロータリーマーク入りのエコバックを配布する

ことを計画させていただいておりましたが、こちら

も状況を鑑み、会長をはじめとする役員の方々にも

ご助言をいただきながら先日各会員様にご案内をさ

せていただきましたが 10/11～10/25 日に間で各会

員の皆様の事業者付近を従業員様、スタッフの皆様

とともに清掃いただき報告書、お写真をご提出いた

だき例会とする形に変更し行わさせていただきまし

た。ご協力いただきました会員の皆様には改めまし

て御礼申し上げます。 

さて、社会情勢を鑑みるとコロナの新規感染者も全

国的に減少傾向にあり、緊急事態宣言、蔓延防止措

置、飲食店等の時短要請も解除され日常が回復基調

にあるとはいえ、まだまだ以前と同様にもどるまで

にはいっていない状況が続いていると思われます。 

そういった現状とうまく折り合いをつけながら、本

田会長をはじめとする役員の皆様に指導いただき、

中山室長、委員の皆様とご相談させていただき、会

員の皆様にご協力賜りまして 1 年間しっかりと役割

を果たしていこうと考えておりますので度押下よろ

しくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 
今年度も国際奉仕委員長を拝命致しました中村光孝

です。ロータリークラブに入会して 3 年目、国際奉

仕委員長を 2年目になりますが、まだまだ勉強不足

でして、国際奉仕を一から学ぼうと思っております。 

国際奉仕とは「奉仕の理想に結ばれた、事業と専門

職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理

解と親善と平和を推進する」世界的ネットワークを

通じて、国際間の理解、交流、そして世界平和を願

おう！と私なりに解釈致しました。 

本田会長の元で何かしら足跡を残したいと思いまし

たが、まだまだコロナ禍で渡航が制限されています

ので、今回も前年度同様、井戸の提供をしたいと思

っております。この活動を通して、さまざまな人々

と何かを成し遂げたり、作りあげた時、お金では得

られない出会いや発見、感動、そして喜びを見付け

ていきたいと思います。とは言いましても初めに言

った通り何事にも経験不足でして、先輩方にご迷惑

をおかけすると思いますが、出来る限り全力で職務

を全うしたいと思っております。今後ともご指導ご

鞭撻のほど、よろしくお願い致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 
コロナの影響でほとんどの活動が中止の中、15 日ケー

ビックホールで善行青少年表彰を行わせて頂けることに

なりました。ロータリーの定義として次世代のリーダーを

育てることの大切さがうたわれておりますが、今年度本

田会長の活動方針でもある、これまでの受賞者の卓話

も予定させて頂きました。教育の機会を広げる。奉仕の

価値観を学ぶという視点において他クラブ東京立川こ

ぶしＲＣの「Young Voices On the Air」や境フェニックス

ＲＣの姉妹クラブ提携などのプロジェクトが行われていま

す。桐生ＲＣにおいても with コロナの時代にマッチしな

がら持続可能なプロジェクトを考えていけたらと思いま

す。今年度も会員皆様のご指導をお願い致しまして新

年度の抱負と致します。 

 

家族会総会 

11月 11 日 

海鮮ダイニング美喜仁館にて 

 

毎回 7 月に行っています家族会総会ですが、コロナ禍

の為、11 月での開催となりました。 

森前年度家族会会長、後藤前年度幹事にやっとお花

がお渡しできました。お疲れ様でした。 

今年度は、12 月にクリスマス会を開催し、家族会の皆様

にもご参加いただけるように準備していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

    本日の食事       ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      味 感 

「新年度を迎えて」 

国際奉仕委員会 

委員長 中村 光孝君 

「新年度を迎えて」 

青少年奉仕委員会 

委員長 丹羽あゆみさん 


