
 

 

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３１６７回例会 
(７月１９日(月)第２例会) 

例会場 桐生倶楽部 

８月２日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４.  出席 100％表彰 

５． ロータリー情報アワー 

６.  会長の時間 

７． 幹事報告 

８． 委員会報告 

９． 卓 話 「新年度を迎えて」 

  副会長 柳 明彦君 

             幹事 増山大祐君 

１０．点 鐘

 

出席 100％表彰 

 

 

 

 

 

 

ロータリー情報アワー 
ロータリー情報委員長 松島宏明君 

7 月のロータリー情報アワーは“My Rotary”についてで

す。 

My Rotary に登録することで、ロータリー活動や地区・ク

ラブ運営に必要な情報や、データを入手できます。 

My Rotary を検索しますと、出来る事として、 

1.コミュニティメンバー検索 

2.マイグループ設立 

3.ロータリーショーケース 

4.ロータリー親睦活動グループ 

5.ロータリアン行動グループ 

 と出てきます。とかく IT リテラシーに関して問題ありと

お考えの方には、何を言っているのかよくわからんと言

った反応が返ってきそうですが、コロナ禍の影響で、ネ

ットを介してのコミュニケーションも欠くべからざるものと

なってきました。我々ロータリアンも柔軟に一歩踏み出

す時と捉え、是非My Rotaryにご登録をお願いいたしま

す。 
 

 

会長の時間 

2021-2022 年度会長は、シェカール・メータ氏です。 

インド出身 

Calcutta-Mahanagar ロータリークラブ所属 

メータ氏は、自身が設立した不動産開発会社「Skyline 

Group」の会長で、会計士でもあります。また、カナダを

本拠とする「Operation Eyesight Universal(India)」のディ

レクターも務めています。 

2021-22 年度のテーマは、「奉仕しよう みんなの人生を

豊かにするために」（Serve to Change Lives）です。 

地域社会やそこに暮らす人々に変化をもたらす奉仕プ

ロジェクトを実施しようと我々に呼びかけています。その

様な奉仕プロジェクトを実施すると誰かの人生だけでな

く自分の人生も豊かになる。それがロータリアン人生の

最高の生き方でしょと述べています。このテーマの背景

にはメータ氏自身が奉仕活動に参加した時の気づきが

あったということです。メータ氏は、奉仕を実践して我々

が 

メータ氏と同じような経験をすることを実感して欲しいと

言っているのではないでしょうか。 

我桐生ロータリークラブにも継続している奉仕活動があ

ります。また新しく始めようとしている奉仕活動もあります。

その活動に積極的に参加し、その人達の役に立つと供

に自分自身の成長にしていきましょう。 

 

 

 

 

 

 疋田 博之君 36回 

 飯塚 荘一君 6回 

 新川桂子さん 2回 



 

 

 

《報 告》 

・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 

・7/12 休会 

     親睦活動委員会家庭集会 午前 11時 たつ吉 

・7/15 青木貴子会員ご母堂様 通夜 

・7/16 青木貴子会員ご母堂様 葬儀・告別式 

 

《予 定》 

・7/26休会 

・8/1DL研修会 松島地区研修委員 

・8/2会長候補者推薦委員会 桐生倶楽部 

 

幹事報告 

・ガバナー事務所より、熱海豪雨災害支援金のお願い   

 が届いております。募金箱をまわしますので、ご協力 

 お願い致します。 

・2020-2021 年度地区大会報告書が届いております。 

・「第 19 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内が届いて 

 おります。 

・第 2680 地区ガバナー事務所より、小冊子「会員維持 

 増強物語」と「会員増強物語」が届いております。 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」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。 

・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。 

・桐生西・桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・次週２６日(月)は、休会です。 

 次回例会は、８月２日(月)桐生倶楽部となりますので、  

 お間違えのないようお気を付けください。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和 3 年 7 月 19 日) 

総員 6４名：出席 36 名 

 

ニコニコボックス 

本田雄一郎君、増山大祐君…7 月第 1 例会にはたくさ

んの皆様にご出席頂きありがとうございました／本田雄

一郎君…暑い日が続きそうです。熱中症に気をつけて

下さい／松島宏明君…ロータリー情報アワーを担当致

します／坂入勝君…特別委員長退任／柳明彦君、増

山大祐君…卓話をさせて頂きます／田中一枝さん…本

日大龍のお弁当です。ありがとうございます／腰塚富夫

君…柳副会長頑張れ／青木貴子さん…実母の葬儀に

おいて生花やご参列いただきありがとうございました／

亀山貴史君…今日で 44歳になりました／疋田博之君、

飯塚荘一君、新川桂子さん･･･出席１００％。 

 

 

 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度 副会長をさせて頂きます 柳 明彦です。 

一年間よろしくお願いします。 

7 月 5 日の第一回の例会には、なんと５８名の会員の出

席を頂き、大変ありがとうございました。皆様の桐生ロー

タリークラブに対す期待の大きさが感じられる最高のス

タートが切れたと思います。今年は副会長として、会長 

幹事をサポートし、室長や委員長の相談役として努めて

まいりたいと思いますのでよろしくお願いします。 

本日は本田会長の会長方針について少しお話させて

頂きたいと思います。 

一年を通しての大きなテーマ（会長方針）は〈ロータリー

を楽しもう〉です。 

そこで〈ロータリーを楽しむ〉ということについてお話しし

たいと思います。 

もちろん、例会の運営についてはあくまでも厳粛で緊張

感のあることが大事と考えています。 

ロータリーは待っていてはだめです。そして求めるだけ

でもだめだと思います。 

交友を広げ、事業に参加し、そしてやり遂げる。 

このようなことを経て、結果〈楽しい〉を感じられると思い

ます。 

ぜひ積極的な参加をお願いします。 

まだまだ先を見ると不透明でありますが、このような時こ

そ出来る時に出来ることをやっていくことが重要だと思

います。皆さんよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本田会長よりお話を頂いた時、実は商工会議所青

年部の方からも会長の打診がありました。 

会のトップをやるか、会の縁の下に力持ちをやる

か悩みました。そんなある日、かみさんとランチ

に出かけ、偶然そこには吉田パスト会長がいらっ

しゃいました。「だいすけ頼むよ」「お願いだから

な」と言われ、ただただうなずくことしか出来ま

せんでした。翌日本田会長から電話があり、あり

がとう、頼むなと言われたのを昨日のように覚え

ています。 

 

「新年度を迎えて」    

 

  副会長 柳 明彦 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

  幹事 増山 大祐 君 

 

 

 



 

 

ロータリーではたいした活動もしてなく、唯一覚

えていることは副 SAA の時、正副三人での飲み

会で川村委員長の笛を今は亡き月門さんと聞き、

一人で爆笑してしまい怒られたこと、また、親睦

委員長時に軽井沢でカーリングをして皆様と大

騒ぎしたことぐらいしか覚えていません。そんな

私が歴史と伝統がある桐生ローターリークラブ

の幹事を務めさせていただくとは身に余る思い

出あります。しかし受けた以上本田会長の為、桐

生ロータリーの為に全力を尽くし本田会長を男

にしたいと思います。 

創業 80 年以来、花を通してお客様の想いを形に

して歩んで参りました。 

誕生日、記念日、結婚式、葬儀、出会いや別れな

ど人生の様々なシチュエーションにより印象的

で効果的に美しく彩ることが私たちの使命であ

ります。花を通して、お客様の代弁者になれる花

屋を目指しております。 

花屋の末っ子二男として産声を上げ、花に囲まれ

た環境で育ったにも関わらず、花の持っている多

くの魅力を知らないまま大学を卒業しました。 

“人は花をどのような時に欲しいと思うのか？ど

のような時に贈るのであろうか？花屋さんは社

会的に見てどのような存在であるのであろう

か？まだ発展途上の私には、その明確な答えが見

出せませんでした。 

人は花に気持ちを込めて贈るもの。気持ちを花に

託すと言う言葉を数多く耳にしてきました。花を

贈るのでなく、気持ちを伝える為のツールとして

お花が選ばれていると思っております。贈り主か

らお金をいただいて「ありがとう」と言っていた

だける、こんな素敵な商売はありません。花には

スタイルがあり、好みがあり、人それぞれ趣味が

あります。 

お店に足を運んでいただけるお客様を大切にす

る事には変わりませんが、厳しい環境の中でこれ

からも世の中に必要とされるために、より一層の

向上心を持ち変化し続ける必要があると考えて

おります。 

お客様と社会に貢献していくために、個人として

も会社としてもチャレンジと成長を続けます。そ

して、どのような場面でもお客様の立場に寄り添

い、共に歩んでいける花屋であり続けて参ります。 

週 4 回東京や埼玉への仕入れの為、5 時に起きて

いく訳ですけれど、物日などの近い日にはたくさ

ん仕入れをしなければなりません。特に月曜日は

休み明けですので他の日よりも多く仕入れなけ

ればなりません。どうにか例会には間に合うよう

に一年間乗り切りたいと思いますので皆様には

ご了承していただければと思います。何はともあ

れ一生懸命本田会長を支えていく所存です。1 年

間よろしくお願いします。 

 

                                     

      本日の食事       ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

 

        大 龍 

 

インターアクト年次大会 

7 月 25 日(日) 

桐生第一高等学校 リモート開催 

 

今年度は、コロナ禍の都合によりリモート開催となりまし

た。当日は、会長、中山奉仕プロジェクト室長、丹羽青

少年奉仕委員長が、立会致しました。 

 

 

 

 

 

【例会予告】 

8 月 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 


