
 

 

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。 

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３１６６回例会 
(７月５日(月)第１例会) 

例会場 桐生美喜仁市民文化会館 

スカイホールＡ 

７月１９日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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． 新旧会長・幹事バッチの交換 

７． 感謝状ならびに記念品の贈呈 

８． 役員就任式 

９.  委嘱状の伝達 〈第２８４０地区〉 

ガバナー諮問委員会委員  

青少年奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 疋田 博之 君 

地区研修・管理運営委員会委員 松島 宏明 君 

米山記念奨学委員会委員     大友 一之 君 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員会副委員長  ﾗﾝﾄﾞﾙﾌ留利子さん 

 

1０. 結婚・誕生祝 

１１．乾 杯 

１２．会長の時間 

１３．幹事報告 

１４．委員会報告 

１５．卓 話 「新年度を迎えて」 

  会  長 本田雄一郎君 

１６．点 鐘 

 

 

 

 

 

群馬第２分区 A ガバナー補佐 坪井 良行君 

〈桐 生 南RC会長〉 坂田 晴彦 君 

〈桐 生 西RC会長〉 髙森 勉 君 

〈桐生赤城 RC会長〉 尾花 靖雄 君 

〈桐 生 南RC幹事〉 山根 明 君 

〈桐 生 西RC幹事〉 小林 聡 君 

〈桐生赤城 RC幹事〉 石井 孝典 君 

米山奨学生 刘 媛様 

 

坪井ガバナー補佐と桐生４RC会長幹事の皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧会長・幹事感謝状並びに記念品・バッチの交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ようこそビジター 



 

 

役員就任式            

 

 

 

 

 

  

委嘱状の伝達 

 

 

 

 

 

 

結婚祝 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学金授与 

 

 

 

 

 

会長の時間 

皆様、改めましてこんにちは。1 年間、桐生ロータリーク

ラブの会長を務めさせていただきます本田です。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 本日は、第二分区Ａの坪井ガバナ－補佐を始め、桐

生の三つのロ－タリ―クラブの会長・幹事さんにおいで

頂き、心より感謝申し上げます。 

 6 月末に前原勝良君と蛭間茂君が退会され、今年度

は、64 名でスタート致しました。 

 

《報 告》 

・6/21 青少年奉仕委員会家庭集会 

・6/24 桐生４ＲＣ新旧会長幹事会 

     直前会長・直前幹事・会長 出席 

 ・6/28 休会 

     クラブ管理運営室 家庭集会 

     公共イメージ室 家庭集会  

 ・7/2 桐生西ロータリークラブ 表敬訪問 

 ・7/5 例会前、定例理事会 

 

《予 定》 

・7/6桐生赤城ロータリークラブ 表敬訪問 

・7/7桐生南ロータリークラブ 表敬訪問 

・7/11ガバナー諮問委員会 疋田 PG 

 

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。 

 7 月は、１＄＝１１１円です。 

・山田直前ガバナーより任期満了のお礼状が届いてお 

 ります。 

・国連UNHCR協会より、森年度に寄付を行い感謝状が 

 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。 

・桐生市国際交流協会より「ニュースレター」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 12 日(月)は、休会です。次回例会は、19 日(月) 

 桐生倶楽部 12時 30分点鐘となります。12時より食事  

 する方は、1 号室で可能です。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和３年７月５日) 

総員 6４名：出席 58 名 

令和３年６月２１日例会修正出席率：８０．３％ 

 

ニコニコボックス 

坪井第２分区 A ガバナー補佐・桐生南 RC 様・桐生西

RC 様・桐生赤城 RC 様…ご献金いただきました／坪井

第 2 分区 A ガバナー補佐…よろしくお願い致します／

本田雄一郎君、増山大祐君、飯塚荘一君…坪井AG及

び３RC の会長幹事をお迎えして／本田雄一郎君…

2021-2022 会長をさせていただきます。一年間よろしく

お願い致します／増山大祐君…1 年間よろしくお願い

致します／北川洋君…本田会長おめでとうございます。

頑張ってください／疋田博之君…本田会長ご苦労様で

す／牛膓章君、堀明君、園田誠君、津久井真澄君…本

田年度を祝して／吉田栄佐君、飯塚荘一君…会長、幹

事就任おめでとうございます／坪井良廣君…初例会お

めでとうございます／前原勝君…本田会長、増山幹事

はじめ本田年度の船出を祝して／森会長、後藤幹事お

疲れ様でした。本田会長、増山幹事一年間宜しくお願

いします／澤田匡宏君…本田会長、増山幹事１年間身

体に気を付けて桐生ロータリークラブを盛り上げてくださ

い／桑原志郎君、水越稔幸君、松田秀夫君…本田会

長、増山幹事１年間頑張ってください／久保田寿栄君、 

 北川 貴久君 

 森  末廣君 

 田中  淳君 

 木村 洋一君 

 川島 崇史君 

 亀山 貴史君 

 久保田寿栄君 

 水越 稔幸君 

 青木 貴子さん 

 刘 媛さん 



 

 

 

相沢崇文君…本田会長、増山幹事一年間よろしくお願

いします／田中一枝さん…新会長をお迎えして／小林

康人君、坪井良樹…本田会長就任おめでとうございま

す。１年間よろしくお願い致します／中村光孝君…会長、

幹事おめでとうございます／吉田栄佐君…森君、後藤

君お疲れ様でした／牛膓章君、小林康人君…森直前

会長お疲れ様でした／北川洋君…結婚・誕生祝の乾

杯挨拶をさせていただきます／牛膓章君…久保田会員

に大変お世話になりました／大友一之君…今年もよろ

しくお願いします／青木貴子さん…新桐生駅の近くに

地域密着のデイサービスをオープンして 7/1 付で 1 周

年になりました。須永会員、松田会員、中村会員にその

節はお世話になりました／本田雄一郎君…会長就任、

会長エレクト・公共イメージ室長、新地区補助金委員長

退任／前原勝君…ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長退任／松島宏明

君…ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長就任／森末廣君…直前会長就

任、会長退任／吉野雅比古君…米山奨学委員長退任

／須永博之君…直前会長退任／大友一之君…桐生

RC 創立 70 周年特別委員長就任、ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長

退任／桑原志郎君…ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長就任、副会長

退任／澤田匡宏君…会長エレクト・公共イメージ室長・

新地区補助金委員長就任、クラブ管理運営室長退任

／柳明彦君…副会長就任、ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山奨学室

長退任／木村洋一君…プログラム委員長就任／久保

田寿栄君…副幹事就任、社会奉仕委員長退任／飯塚

荘一君…直前幹事、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長退任／後藤圭

一君…直前幹事・米山奨学室長就任、幹事退任／大

島千賀子さん…会計就任、会計退任／小林雅子さん

…雑誌委員長退任／田中一枝さん…会員組織強化室

長就任・プログラム委員長退任／平岩千鶴子さん…雑

誌広報委員長就任、副 S.A.A 退任／増山大祐君…幹

事就任、副幹事退任／松田秀夫君…ﾛｰﾀﾘｰ財団・米

山奨学室長就任／富澤剛君…社会奉仕委員長就任、

親睦活動委員長退任／北川貴久君…副 S.A.A 就任、

S.A.A 退任／岩崎靖司君…親睦活動委員長就任、職

業奉仕委員長退任／中山賀司君…奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長

就任、会員組織強化室長退任／腰塚富夫君…クラブ

管理運営室長就任・会員増強研修委員長退任／田中

淳君…クラブ会報情報委員長退任／Randolph 留利子

さん…S.A.A 就任、出席委員長退任／青木貴子さん…

会員増強研修委員長就任、副 S.A.A 退任／金子勇人

君…クラブ会報情報委員長就任／丹羽あゆみさん…青

少年奉仕委員長就任、青少年奉仕委員長退任／中村

光孝君…国際奉仕委員長就任、国際奉仕委員長退任

／新川桂子さん…出席ニコニコ箱委員長就任／小島

隆治君…職業奉仕委員長就任／坪井良樹君…副

S.A.A就任／青木貴子さん…結婚祝／森末廣君、木村

洋一君、水越稔幸君、久保田寿栄君、北川貴久君、川

島崇史君、田中淳君、亀山貴史君･･･誕生祝。 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

＜ ロータリーを楽しもう ＞ 

コロナウィルス感染の第４波が世界を揺さぶっています。 

しかし、日本におけるワクチンの接種も徐々に開始され

はじめ、少しずつ明るさが見えはじめてきました。とはい

え 2020 年の年当初から現在に至るまでの約 1 年半に

わたり、我々の経済面・生活面等には大きな影響があり

ました。桐生ロータリーにおいても、おもう様な例会行事

や活動が出来ずにつらい期間を過ごして来たと思いま

す。 

しかし、我々メンバーには、そんなコロナの中でもその

環境を受け入れながら、ロータリーの活動を前進させる

力があります。 

それは 

①仲間と楽しむ力 

②楽しい活動を創造する力 

③成果・結果を出すために熱意をもってやりきる力 

です。この３つの力をロータリーのために使って下さい。 

桐生ロータリーの何かが必ず変わるでしょう。 

今年の桐生ロータリー方針は、この３つの力を使って 

「全員でロータリーを楽しもう」としました。 

 

戦略計画（我々の役割） 

①桐生ロータリーが果たすべきミッション 

  （奉仕・友情・親睦）を達成しよう。 

②メンバーが自身の力を発揮できる機会を作ろう。 

③社会の問題解決に貢献する。 

  ロータリーは①の果たすべきミッションを達成し、 

  社会貢献につなげていく。 

 

戦術（具体的提案） 

楽しいワクワクするアイディアを出そう。 

 

クラブ管理運営室 

メンバー全員が出席したい・楽しかったと思う例会を 

設営しよう。 

S.A.A…食事に工夫を 

例会終了時、次の例会での卓話の内容や食事の内容

を発表してもらう。 

・出席ニコニコ委員会 

 出席 100％例会のチャレンジ 

 ニコニコ目標金額１００万を達成させよう。 

・プログラム委員会 

 会員の興味のある卓話を企画実行する。対談も OK 

・親睦委員会 メンバーが楽しめる行事の実行 

 

 

「新年度を迎えて」    

 

  会長 本田雄一郎 君 

 



 

 

 

公共イメージ室 

毎例会時にロータリーミニ知識をクイズ形式で出題 

Ex.ロータリーを創った人は？ 

①ポール・マッカートニー ②ポール・ハリス 

③ ポール・スチュアート 

クイズの正解と解説をする。 

一年間の Q＆Ａと解説をまとめて下さい。 

（ロータリー情報室に協力してもらう。） 

・雑読・広報委員会 ロータリーの友の今月のポイントを 

       わかりやすい説明 

  対外発信の工夫 

・クラブ会報情報委員会 

 クラブ内の情報紙として見やすく工夫を 

 

会員組織強化室 

入会１～３年メンバーのフォローを行なう 

・会員増強研修委員会 純増１名 

・ロータリー情報委員会 

 月次テーマをわかりやすく説明 

 

奉仕プロジェクト室 

地域の奉仕活動団体や社会貢献できる活動の発見と

発表を行なう。(毎例会ごと) 

・職業奉仕委員会 

 桐生ロータリー優秀職業人アワードの立案・実施 

・社会奉仕委員会 

 ロータリーファンド設立と実施のサポート 

・国際奉仕委員会 

 留学生に対する実質的な奉仕活動（調査 → 実施） 

・青少年奉仕委員会 

 善行青少年表彰を受けた生徒のその後について 

 後追い調査の実施と発表 

 善行青少年表彰式の時、以前表彰された人で成長し  

 ている人を招待して卓話をしてもらう。 

 

ロータリー財団室 

仮称 桐生ロータリーファンドの設立と実施 

 （サポート：社会奉仕委員会 ロータリー財団委員会） 

 

・ロータリー財団委員会 地区補助金活用事業の立案 

・米山奨学委員会 

 米山事業への理解を深める例会等の開催 

 

最終例会では、各室委員会の目標と達成について解

説をしながら発表を行ないます。 

それでは、メンバー全員の力を結集して楽しい一年を

作って行きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

        本日の食事       ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

 

        よしのや 

 

 

 
【例会予告】 

 

7 月 26 日(月) 休 会 

 

8 月 2 日(月) ♦例会場 桐生倶楽部 

 ♦卓  話 クラブ管理運営室 

    9 日(月) 休 会 

 

    16 日(月) 休 会 

 

   23 日(月) ♦例会場 たつ吉 

          ♦点鐘：12 時 

               例会・抽選会 

   30 日(月) 休 会 

 

9 月 6 日(月) 群馬第 2 分区 A 

          坪井良行ガバナー補佐訪問 

          ♦例会場 桐生倶楽部 

 

   13 日(月) 休 会 

 

   20 日(月) 休 会 

 

   27 日(月) 国際ロータリー第 2840 地区 

         足立進ガバナ―公式訪問 

         ♦例会場 美喜仁桐生文化会館 

               スカイホール A 


