
 

 

R.I会長 シェカール・メータ 

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。 

２０２２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３１７５回例会 
(１２月１３日(月)第２例会) 

３月２８日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 新会員入会式 

荒川自動車 代表 荒川 望君 

(1) 推薦の言葉    青木 貴子さん 

(2) バッチの贈呈 

(3) 歓迎の言葉 

(4) 新会員挨拶 

 

５． 出席１００％表彰 

６． 会長の時間 

７． 幹事報告 

８． 委員会報告 

９． 講 話 

１０． 点 鐘 

 

 

 

国際ロータリー第 2840 地区 

                  ガバナー 足立   進君 

     群馬第２分区 Aガバナー補佐 坪井 良行君 

  地区幹事   石原 保幸君 

  地区副幹事 小山 京子さん 

  地区副幹事 藤原 崇史君 

 

新会員入会式 

 

                 
                荒川 望君 

                  荒川自動車 代表 
 

 
 

歓迎の言葉 会長 本田雄一郎君 

荒川さん入会おめでとうございます。入会を心から歓迎

致します。来年入会との話があった荒川さんの入会を本

日にさせて頂いたのは、ガバナー訪問の例会日だった

からです。私は、自分が入会したのは平成 15 年 7 月で

したが、その日の様子をはっきり覚えておりません。ただ

松島君の義理のお父さんの木島さんがニコニコ箱に「ユ

ーちゃん入会おめでとう待ってました」と書いてくれた 

 

 

 

ことだけ覚えています。荒川さんは、ラッキーです。 

足立ガバナーが桐生ロータリークラブに訪問された時に

入会式を行うことができたのは荒川さんにとってロータリ

ーライフにおける一生の思い出になると思います。今日

からロータリー活動を一緒にやって行きましょう。まずは

例会に出席してください。紹介者の青木さんがメンバー

に紹介してくれますので、交流を深めて下さい。ロータリ

ーメンバーは、専門性の高い職業人の集まりですから

いろいろな事の相談にのって頂けると思います。またあ

なたにとって今後人生の友となる人が出来るかもしれま

せん。桐生ロータリークラブに入会した事は、これからの

人生に必ずプラスになると信じています。本日は、入会

おめでとうございます。 

 

 

 

ようこそビジター 

歓   迎 

国際ロータリー第 2840 地区 足立 進ガバナー公式訪問 



 

 

出席 100％ 

 

 

 

 

 

会長の時間 
本日は、足立ガバナーをはじめ地区幹事、副幹事の

方々にお越し頂いております。先程、例会前の懇談会

が今年度の桐生ロータリークラブ役員と新入会員参加

のもと開催されました。内容は、足立ガバナーの地区方

針の中にあります会員が意欲にあふれ元気で魅力のあ

るクラブにするにはというテーマのもと質問事項に答え

る形で和やかに行われました。内容につきましては後で

報告させて頂きます。これからガバナーの講話をして頂

きますが、先程の食事の時にガバナー講話の前に自身

のプロフィールをメンバーに聞かせて下さいとお願いを

しましたところ、快く了解して頂きました。 

 

《報 告》 

・12/6 クラブ協議会 

・12/8 親睦活動委員会 家庭集会 

 

《予 定》 

・12/15 坪井ガバナー補佐、星野地区 ICT 委員 

     桐生 4RC 事務局員 打合せ 

・12/17 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室 家庭集会 

・12/19 RLI パートⅢ 

     松島地区研修委員、久保田副幹事 

・12/20 定例理事会 

     家族合同忘年クリスマス会  

    点鐘：午後 6 時 30 分 

    場所：美喜仁桐生文化会館スカイホール A 

 

 

幹事報告 

・ガバナー事務所より年末年始休暇のお知らせが届い 

 ております。 

・次週 20 日は、家族合同忘年クリスマス会です。 

 点鐘：午後 6 時 30 分 場所：美喜仁桐生文化会館と 

 なりますので、お間違えの無いようお気をつけください。 

・例会終了後、桐生倶楽部玄関前にて集合写真を撮り  

 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 12 月 13 日) 

総員 66 名：出席 45 名 

令和 3 年 11 月 29 日例会修正出席率：72.41％ 

 

 

 

ニコニコボックス 

足立進ガバナー／坪井良行群馬第 2 分区 A ガバナー

補佐／本田雄一郎君、北川洋君、疋田博之君、牛膓章

君、松島宏明君、澤田匡宏君、柳明彦君、竹内靖博君、

大友一之君、水越稔幸君、津久井真澄君、増山大祐君、

田中一枝さん、松田秀夫君、腰塚富夫君、…ガバナー

をお迎えして／本田雄一郎君、増山大祐君…新入会

員をお迎えして／田中一枝さん…弟の告別式では大変

お世話になりました／竹内靖博君、青木貴子さん…出

席 100％。 
 

講 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年：理事会決定 

2016 年：クラブ運営に大幅な柔軟性 大改革 

2017 年：ビジョン 

2019 年：行動計画の開始 

      DEI RAC地位向上 大改革 

2020 年：SRF(未来形成)案 

2022 年： ？ 大改革？ 

新たな基本方針：DEI「多様性、公平さ、ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ」 

参加しやすい、風通しのよいロータリーにする。 

前原勝樹(1904～1991)パストガバナー 

ロータリー入門書 

会員は全部平等の資格であるということです。その平等

というのは職業分類という点で平等ということです。・・・

チャーターメンバーが新入会員より上だという考えもどう

かと思います。・・・日常は重役室で収まっている社長さ

んもロータリーへ出れば S.A.A で弁当屋になり、或いは

茶をついで回るのです。それにはまた「ままごと」的の楽

しさがあります。 

RIの行動計画 

ビジョン(2017 年)私たちは、持続可能な良い変化を生

むために、人々が手を取り合って行動する世界をめざし

てます。 

より大きなインパクトをもたらす 

参加者の基盤を広げる 

参加者の積極的にあかかわりを促す 

適応力を高める 

行動計画(2019 年～2023 年) 

・価値ある奉仕活動 

・地域社会への発信と連携 

・充実した交流・経験、仲間づくり 

・新たなガバナンス、組織作り 

クラブの活性化 

CLP(クラブ・リーダーシップ・プラン)：2004 年～ 

クラブ管理の効果的な枠組み→クラブの強化 

竹内靖博君  26回 

青木貴子さん 3 回 

国際ロータリー 

第 2840 地区 

ガバナー 足立 進君 



 

・クラブの 3～5 年後の姿を思い描く 

・会員が積極的に参加でき、情報豊かな例会とする 

・後継者を育て、スムーズな引継ぎを図る 

・会員同士の交流を深める 

・ロータリーのリーダーとなる人材を育てる 

・年次目標を立て、ロータリークラブ・セントラルに入力

する 

・クラブ内でオープンなコミュニケーションを図る 

・クラブの運営方法を反映させて、細則を独自に修正す

る 

・会員が心から関心をもてる活動に参加できるようにす

る 

・クラブ運営に必要な委員会を設置する 

クラブ活性化の軸 

ガバナンス→組織・運営改革 

        将来を見据えた改革 

マイロータリーの登録状況 

世界平均 44.07％  50％登録を達成しましょう。 

マイロータリー登録の利点 

♢ロータリーやクラブ運営に役立つ情報に溢れている 

 ・クラブ・地区情報、ロータリーボイス 

 ・ブランドリソースセンター 

 ・豊富な学習メニュー(初心者～地区リーダー) 

♢費用が全くかからない 

♢会員が同じ目標に向く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シェカール・メータ RI 会長テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

2021-22 年 地区スローガン 

奉仕の理念を掲げ、新たな旅に出よう 

Let's go on a new journey with the ideal of service 

革新性に挑戦 

 

先例に捕らわれることなく、ロータリーに新たな価値を！ 

                                     

      本日の食事         ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

      吉野家 

 

 

 

 

 

 


