
 

 

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３１６８回例会 
(８月２日(月)第１例会) 

１０月４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． 2020-2021年度収支決算報告 大島千賀子さん 

７． 2020-2021年度会計監査報告 坪井 良廣君 

８． 前年度会長挨拶 

９. 結婚・誕生祝 

１０．乾 杯 

１１．会長の時間 

１２．幹事報告 

１３．委員会報告 

１４．卓 話 「新年度を迎えて」 

  クラブ管理運営室 

１５．点 鐘 

 

衆議院議員 井野 俊郎様 

 

2020-2021 年度収支決算報告 

 

 

 

 

 

結婚祝 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

会長の時間 

2020 年夏のオリンピックも始まり日本人アスリートが活躍

している姿を見ると明るい気分になり、元気をもらいます。 

一方、コロナ感染者は都内を中心に拡大しておりまだま

だ不透明な環境が続くと思われます。感染防止の対策

をしっかり行い乗り切っていきたいと思います。 

今後の例会の予定ですが、8月 23日納涼会を昼に会 

 

 

 

員のみで行います。9 月の 2 回の例会は、ガバナー補

佐訪問とガバナー訪問と決まっておりますが、これにお

いてもまた 10 月以降もコロナ感染の状況を見守りなが

ら例会の開催か中止の判断をしていくこととします。 

 国際ロータリー日本事務局より RI 人頭分担金と規定

審議会の請求書が来ました。 

人頭分担金(前期)は、1人当たり 35 ドルです。 

35 ドル×64 名＝2240 ドル(約 246,400 円) 

規定審議会 1 ドル×64 名＝64 ドル(7,040 円) 

人頭分担金は、前後期ありますので 1人あたり 

合計 70 ドル×64 名＝4480 ドル(約 492,800 円) 

世界のロータリーアンは、約 120万人です。 

年間で 8400万ドル(約 92億千万)です。 

人頭分担金は、何に使われているのか、マイロータリー

にて調べてみると、事務局によるロータリーアンへの質

の高い情報を支援の提供とありました。 

私は、公共イメージの向上に役立ててもらうことがいい

のでは、と思いました。 

 

《報 告》 

・7/25 インターアクト年次大会オンライン開催 立会 

    桐生第一高校 会長、中山奉仕プロジェクト室長、  

    丹羽青少年奉仕委員長 

・7/26 休会 

・7/28 出席・ニコニコ箱委員会 家庭集会 

・8/1 DL研修会 松島地区研修委員 

・8/2 会長候補者推薦委員会 

ようこそビジター 

 Randolph留利子さん 

 富澤 剛 君 

 会 計 

 大島千賀子さん 



 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 

・8/7 米山奨学生学友会総会 

   大友米山奨学委員、米山奨学生 刘 媛様 

・8/9 休会 

・8/16 休会 

・8/23 納涼例会 たつ吉 

 

幹事報告 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所夏季休暇のお知らせが届いております。 

・前回例会時に集めさせて頂きました熱海地域豪雨災 

 害支援金 36,000 円を送金させて頂きます。 

・桐生発明協会より「第 63回桐生市発明考案展覧会」  

 開催要領とポスターが届いております。 

・樹徳高校より「樹幹だより」が届いております。 

・桐生南、赤城の各 RC より週報到着。 

・次週 9日と 16日は、休会です。 

 次回例会は、23日納涼例会となります。12時よりたつ  

 吉となりますので、お間違えのないようお気をつけくだ 

 さい。尚、事務局は、桐生倶楽部休館に伴い 13日～  

 16日までお休みとなります。緊急時のご連絡は、幹事 

 までお願い致します。 

・例会終了後、定例理事会を開催致しますので、関係 

 理事役員の方々は、ご出席お願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和３年８月２日) 

総員 6４名：出席４４名 

令和３年７月１９日例会修正出席率：７７．９６％ 

 

ニコニコボックス 

牛膓章君…乾杯の音頭をとらせていただきます／坪井

良廣君…監査報告させていただきます／須永博之君

…丹羽さんにお世話になります／大友一之君…7/20 ワ

クチン 2 回目受けました。久保田さんも同じ日で二人揃

って発熱兄弟になりました／久保田寿栄君、田中一枝

さん…井野代議士をお迎えして／腰塚富夫君…卓話さ

せて頂きます／大島千賀子さん…決算報告させていた

だきます／Randolph 留利子さん…結婚祝。 

 

七夕で皆様に 

短冊にお願い事を 

書いて頂き、飾って 

もらいました。 

 

ご協力ありがとう 

    ございました。 

 

相沢崇文君…世界中の皆様が健康で安らかに暮らせ  

         る社会が実現できますように 

青木貴子さん…新しい事業に向けて目標となる内容に   

          なり、利用者・家族が満足出来る支援  

          事業になります様に願います 

荒木千恵子さん…先ず健康第一。心も身体も笑顔で 

            幸せでありますように 

飯塚荘一君…ゴルフで 100が切れますように 

岩崎靖司君…親睦活動委員会の委員長として無事に 

         1年間終えられますように 

大島千賀子さん…1日も早くコロナが終息しますように 

大友一之君…皆様が健康で過ごせますように 

亀山貴史君…コロナが終息し、皆で楽しく飲んで 

         食べられるように 

北川貴久君…健康でありますように 

北川洋君…全会員 明るく楽しく元気よく 

木村洋一君…ケンコー ケンコー 

久保田寿栄君…コロナが収束し、普通の生活に 

           戻れますように 

桑原志郎君…家族が全員心も体も健全でありますように 

桑原志郎君…宝くじが当たりますように 

腰塚富夫君…クラブ管理運営室が活発に 

         運営できますように 

小島隆治君…家族一同元気で好きな事が楽しく 

         出来ますように 

小林雅子さん…子供が皆心配なく学校で学べるように 

小林康人君…負けるなコロナに 

         ガンバレ オリンピック 日本 

牛膓章君…全会員及びご家族の健康を祈念して 

澤田匡宏君…ｺﾛﾅが終息し平穏な日常が戻りますように 

澤田匡宏君…孫の達希ちゃんが元気に育ちますように 

新川桂子さん…家族全員の健康を願います。仕事も 

          うまく行きますように 

須永博之君…安心した元通りの生活に早く戻れます 

         ように 

園田誠君…通常生活が早く戻れますように 

竹内靖博君…皆さんが幸せになりますよう祈ります 

舘 盛治君…コロナ終息をお願いします 

田中 淳君…健康でありますように。60歳代を有意義に 

田中一枝さん…世界中のコロナ終息と共に 

          企業の安泰を願ってます 

津久井真澄君…1日も早くコロナ禍から終息する。 

           1日も早く景気回復する 

坪井良樹君…家族元気に幸せに 

坪井良廣君…コロナが終息しますように 

中山賀司君…ゴルフで 70台が出ますように 

長澤深幸さん…新型コロナウィルスが終息して穏やかな 

          毎日が戻ってきますように 

丹羽あゆみさん…長男が高校受験にしっかりととりくめ 

           ますように 

疋田博之君…コロナが早く終息するように 

平岩千鶴子さん…笑顔で感謝ありがとう 

堀明君…コロナウィルス感染撲滅を願い 

本田雄一郎君…桐生 RC全メンバーが健康でいきいき 

           活動できますように 

本田雄一郎君…ﾎﾝﾀﾞの社員が元気に活躍できますように 

本田雄一郎君…家族が健康で日々楽しく過ごせますように 

松島宏明君…コロナが終息しますように。長男の試験が 

         合格しますように 

松田秀夫君…井野君が総理大臣になりますように 

増山大祐君…夫婦円満になりますように 

柳明彦君…ゴルフが上手になりますように 

山﨑一順君…悩み事が早く解決しますように 



 

吉田栄佐君…家内安全 

吉野雅比古君…毎日元気に体調良く過ごせることを 

          願っています 

Randolph 留利子さん…ひとりでも多くの会員の皆様と 

              例会でお会いでき楽しい有意義 

              な時間を共にできますように 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天満宮前原勝宮司にご祈祷して頂きました。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新年度を迎えて」  クラブ管理運営室 

室長 腰塚 富夫君 

出席・ニコニコ箱委員会、プログラム委員会、親睦活動

委員会から構成されております。この 3 委員会は、例会

をはじめ、様々なクラブ活動の根幹をなす重要な委員

会です。本田会長の今年度方針は「全員でロータリーを

楽しもう」です。この方針の実現には、３委員会ならびに

S.A.A.との緊密な連携・協力が不可欠です。楽しいアイ

ディアをだしながら全委員で活動して参りたいと思いま

す。また、今年度もワクチン接種が進むとはいえ、昨年

度同様にコロナ禍での活動になると思います。その中で

の例会・親睦活動等を新しい生活様式の中、新たなス

タイルを探しながら一年間努めて参りたいと思いますの

で、会員皆様のご理解とご協力をお願い致します。 

 

出席・ニコニコ箱委員会 委員長 新川 桂子さん 

本日は、七夕の短冊全員ご協力ありがとうございました。 

出席１００％例会チャレンジとニコニコ箱目標金額を達

成するために何回かご協力お願い致します。新年に向

けて企画を考えていきます。メイクアップ情報等をお伝

えし、他クラブとの交流促進を図れて、出席率 UP を目

指します。欠席しがちな方にも紹介者や仲間を通しても

お声がけを継続していきます。年間出席率１００％会員

に記念品を贈呈致します。 

 

プログラム委員会 委員長 木村 洋一君 

例会の日時、場所、卓話時間など制約はありますが、み

なさんからのご要望や情報をもとに設営し、出席して面

白かったと感じていただける内容になるよう努めます。 

昨今、桐生市に魅力を感じ、U ターン・I ターンして起業

する 30 代が増えています。単なる東京のリモートオフィ

スではなく、地元の生産者と密接にかかわり、世代を超

えた関係性を築いているようです。そうした人たちが卓

話者として、オブザーバーとして例会に足を運び、会員

のみなさんと交流するきっかけになれば、とも考えてい

ます。善行青少年表彰では、過去の受賞者を追跡し、

卓話者としてご登壇願う、あるいはビデオレターなどでメ

ッセージを例会中に紹介する予定です。 

コロナ禍においてだれもが行く末を憂う中、例会出席中

はみなさんの笑顔が見られるよう、室のメンバーと意見

を交換しながら作り上げてまいります。 

一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

親睦活動委員会 委員長 岩崎 靖司 君 

今年度、親睦活動委員会の委員長を務めさせていただ

きます。岩崎と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。この伝統ある桐生ロータリークラブに入会させてい

ただいてから、早いもので 6 年目に突入致しました。そ

して、3 回目となる委員長にして、いよいよ親睦委員長と

いう会の要であり、非常に重要な大役を務めることにな

りました。まだまだ、私の勉強不足により、分からない事

が沢山ございますが、委員長という重責をお引き受けし

てしまったからには、精一杯努力をして、しっかりと勤め

てまいりたいと思っております。しかしながら、到底私一

人だけの力では、何も出来ません。腰塚室長はもとより、

同じ室である新川桂子委員長、木村洋一委員長、という

非常に頼りがいのある諸先輩方々のお力とお知恵を思

う存分にお借りしながら、そして何よりも心強い仲間であ

る、川島崇史副委員長をはじめ、委員会メンバーの皆

様にお支えを頂きながら、一年間全うして行きたいと思

います。 

  我々の委員会は、その名の通り桐生ロータリークラブ

メンバーの親睦をより一層深め、そこから生まれる絆を

育む為の委員会でございます。その絆があるからこそ、 

様々な奉仕活動やまちづくり活動に活気が生まれ、更

には会員の拡大に繋がって行くものだと確信をしており

ます。今後更なる桐生ロータリークラブの発展に寄与す

る為に、精一杯頑張って参りたいと思います。 

 そして、本田会長の基本方針に「全員でロータリーを

楽しもう」とあります。これはまさに、我々の親睦委員会

に対して、いやそれどころか、もはや私に対して一番の

思い入れがあるのだと理解しております。そんな本田会

長の想いにしっかりと答えていけるように、まずは、自分

自身がしっかりとロータリークラブを楽しみながら、生き

生きと活動を行って参りたいと思います。 

 結びになりますが、これから一年間活動をしていく中

で、メンバーの皆様には、事業のご参加やご協力など

のお願いをする場面が、多々あるかとは思いますが、親

睦委員会一丸となって頑張って参りますので、その時は、

何卒ご理解とご協力の程をよろしくお願いいたします。 

 


