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国際ロータリー第 2840地区 2022-2023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 澤田匡宏 幹事 久保田寿栄 

 クラブ会報・情報委員会  金子勇人・飯塚荘一・坪井良廣・吉田栄佐・園田誠 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第３１９０回例会 
(７月１１日(月)第２例会) 
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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． 会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

 

８． 卓 話 

「新年度を迎えて」 

  Ｓ．Ａ．Ａ      平岩千鶴子さん 

  クラブ管理運営室長   小林 雅子さん 

  出席・ニコニコ箱委員長 田中  淳君 

  プログラム委員長     木村 洋一君 

  親睦活動委員長     坪井 良樹君 

９． 点 鐘 

 

〈米山奨学生〉 姚 丹様 

 

出席 100％表彰 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

桐生４ロータリークラブの初例会に久保田幹事と共に表

敬訪問をして参りました。 

桐生西ロータリークラブが５０名、桐生南ロータリークラ

ブが３８名、桐生赤城ロータリークラブが４１名での新年

度のスタートとなりました。桐生ロータリークラブは６８名

での新年度のスタートとなります。各クラブ共に新入会

員の増強と退会防止に力を入れています。桐生南ロー

タリークラブは年度末には３２名でしたが、初例会で６名

の新入会員を迎えての華々しいスタートでした。桐生ロ

ータリークラブにおきましても新入会員の増強と退会防

止に務めるように充実したクラブ運営を全会員の皆様と

共に行っていきたいと考えております。 

 また、新規の新型コロナウイルス感染症の感染者が７

月９日に群馬県で５０２人となりまして、５月１０日以来６０ 

 

 

 

日ぶりに５００人を越えました。６月末は二桁まで減少し

た新規の感染者が物凄いスピードで増えています。オミ

クロン型のＢＡ２からより感染力の強いＢＡ５に置き換わ

っていることが大きな要因と言われています。 

桐生タイムスの記事によりますと桐生商工会議所青年

部の懇親会でクラスターが発生した模様です。身近なと

ころにも感染が迫っていますのでより一層の感染防止

対策の徹底をお願い致します。クラブの運営につきまし

ても、今後の感染状況を注視して予定を変更することも

視野に安全なクラブ運営に務めて参りたいと考えており

ます。引き続き会員皆様のご理解とご協力をお願い致

します。 

 最後に昨日７月１０日に参議院議員選挙が行われまし

たが、全国の投票率が５２．０５%、群馬県が４８．４９%、桐

生市が４８．５５%、みどり市が４４．８０%と大変低い投票率

となっています。選挙は国民が直接政治に参加出来る

数少ない機会です。ロータリアンの皆様は投票に行か

れたと思いますが、会員皆様の会社でも朝礼などで社

員の皆さんに投票に行くよう呼びかけをお願いします。 

 

《報 告》 

・7/5  桐生赤城 RC初例会 表敬訪問 

・7/6  桐生南 RC初例会 表敬訪問 

・7/10 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会合同会議 

     Randolph 留利子さん 

 

ようこそビジター 

 疋田 博之君 37 回 

 本田雄一郎君 11 回 

 大友 一之君 10 回 

 飯塚 荘一君 7 回 

 久保田寿栄君 3 回 

 増山 大祐君 1 回 



 

 

《予 定》 

・7/17 ガバナー諮問委員会 

    疋田ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ,森ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ 

・7/18 海の日(祝日)の為、休会 

・7/20 桐生 RAC 初例会 

    会長・青少年奉仕委員会 4 名 

・7/23 インターアクトクラブ年次大会 

     IAC11 名、顧問 2 名 

     会長、会長ｴﾚｸﾄ、桑原室長、丹羽青少年

奉仕委員長、長澤委員 

 

幹事報告 

・2840 地区内全会員対象に「クラブ活性化ワークショッ 

 プ」を行うにあたりアンケートのお願いが届いておりま 

 す。ご協力お願い致します。 

・太田中央 RC より「地区研修・協議会報告書」が届いて 

 おりますので、本日配布のロータリーの友に挟んであ 

 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。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・次週１８日(月)は、祝日の為休会です。 

 次回例会は、２５日(月)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４年７月 11 日) 

総員６８名：出席５０名 

 

ニコニコボックス 

澤田匡宏君…初例会は大変お世話になりました。ｸﾗﾌﾞ

会報情報委員会飯塚会員に沢山写真を撮って頂きまし

た。／青木貴子さん…看護師の代表友納理緒候補が

初当選できました。ご支援ありがとうございました／宮川

和也君…ニコニコがんばるぞ！／松本哲也君…桐生に

着任して 1 年が経ちました／松本哲也君…桐生に着任

して一年が経ちました／木村洋一君、小林雅子さん、

平岩千鶴子さん、田中淳君…卓話をさせて頂きます／

大島千賀子さん…会計就任、退任／亀山貴史君…職

業奉仕委員長就任／北川貴久君…副 S.A.A 退任／小

島隆治君…職業奉仕委員長退任／新川桂子さん…出

席ﾆｺﾆｺ箱委員長退任／北川貴久君、亀山貴史君…誕

生祝／疋田博之君、本田雄一郎君、大友一之君、飯塚

荘一君、久保田寿栄君、増山大祐君･･･出席１００％。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度 SAA を務めさせていただきます平岩千鶴子で

ございます。副 SAAをさせていただいた時はコロナの影

響で、例会場がプリオパレスだったことも有り桐生倶楽

部での例会は 1 度しか経験がないため、ほぼ初めての

ことが多く、どこをどうしたものやら分からないことだらけ

です。SAA の仕事を先輩の皆様のご指導をいただきま

して、何事も「為せば成る、為せぬは人の為さぬなりけり」

の精神で務めさせていただきます。 

私の拙い「仕舞」ご覧いただきありがとうございました。

「能」「仕舞」ともに、日本古来の伝統文化です。こうした

日本の伝統を学ぶことにより、ロータリーにおける伝統と

格式に生かしていきたいと考えております。 

どうぞこの一年、皆様よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出席ﾆｺﾆｺ箱委員会、プログラム委員会、親睦活動委

員会の３委員会から構成されています。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。本年度の澤田会長の目標の一つとして、

“例会出席率の向上”があります。この方針の実現に向

けて、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。楽しく、充実したクラブ活動が行われ、

会員相互の親睦が図れるよう全委員で活動して参りた

いと思います。新型コロナの感染は、落ち着いたように

も思われますが、運営・進行には、今迄通り注意を払い

ながら、進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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 年度 出席・ニコニコ箱委員会 委員長を仰

せつかりました田中淳です。 

 委員会 副委員長は新川桂子さん、委員では吉野雅

比古さん、大島千賀子さん、Randolph留利子さん、宮嶌

万貴美さん、藤田恵二さん、松本哲也さんと 8 名での構

成となっております。 

委員会業務が円滑に運営できるよう、メンバーの皆様と

協力し合い、活動していきたいと思います。 1 年間どう

ぞよろしくお願いいたします。 

委員会の活動といたしましては、2022-23 年度澤田会

長の基本方針に基づき、目標の1つであります、例会出

席率の向上「平均出席率８０％以上」を目指し、1 人でも

多くの会員の皆様に例会・行事に出席、参加して頂ける

ように積極的に行動をしていきたいと思います。 

「新年度を迎えて」    

 

  Ｓ．Ａ．Ａ 

      平岩千鶴子さん 

 

「新年度を迎えて」    

 

  クラブ管理運営室 

   室長 小林 雅子さん 

「新年度を迎えて」    

 

  出席・ニコニコ箱委員会 

    委員長 田中 淳 君 

 



 

「年間出席率 100%の会員の方々に対し、会長表彰を実

施し記念品を贈呈」「メークアップ情報の随時、案内の

実施」等を実施いたします。そして、新しく会員なられた

方々には「桐生ロータリークラブ年間行事予定表」をお

渡しするなど、年間の活動を把握頂き、「スケジュール

に組み込んで頂く」よう推進していきたいと思います。 

例会以外では家庭集会・行事・奉仕活動等に参加する

事により、出席率を高め、努めていくよう積極的に呼び

掛けをしていきたいと思います。また、ニコニコ箱につい

ては、金額の進捗状況を適宜、報告を実施するなどし

て、目標金額の達成にご協力頂けるよう努力したいと思

います。歴史と伝統のある桐生ロータリークラブの一員

として誇りを持ち、他の委員会の皆様 とも協力し合うこ

とにより、メンバー及び会員相互の絆を深めて、重要な

役割を果たしていけたらと思っています。まったく未熟

者で頼り無い私ではありますが、会員の皆様、委員会メ

ンバーの皆様方に 迷惑を掛けること「必至」です、が精

一杯努力していきたいと思っています。どうぞよろしくお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一年間どうぞよろしくお願いいたします。ここ数年で新た

な会員が増えました。コロナ禍もありいまだに卓話者とし

て登壇いただけていない会員に機会をつくりたいと考え

ています。先輩会員におかれましてもリクエストがあれば

卓話を要請いたします。外部の卓話者も含めたリスティ

ング作りを進めます。例会の運営にたずさわるクラブ管

理運営室のみなさん、各室および委員会のみなさんか

ら考えをお聞きし、できる限り例会の運営方針とカラー

に沿った卓話者をピックアップしてまいります。日程につ

いて、例会の開催リズムが後半は安定するであろうこと

を期待して準備します。荒木副委員長、松島委員ととも

にみなさんの一助となるよう努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

親睦活動委員会では、「家族会」「納涼会」「忘年クリス

マス会」「観桜会」「家族会旅行」などの行事を担当して

おります。今年度、澤田会長が出席率の向上を目標に

掲げているように私たちの委員会が率先して例会に一

人でも多く出席していただけるよう互いに声を掛け合い、

会員相互の友情と信頼を深めていかなければならない

と考えています。 

皆様のご意見とご協力を頂きながら思い出に残る例会

を作りあげて参ります。 

一年間どうぞ宜しくお願いします。 

 

                                     

    本日の食事         ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

       

     大 龍 

 

 

桐生ローターアクトクラブ 

初例会 

7 月 20 日(水)桐生倶楽部にて 

 

2022-2023 年度清水大会長年度初例会を桐生倶楽部

にて開催いたしました。 

当クラブより、会長、桑原奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長、丹羽青少

年奉仕委員長、宮川青少年奉仕副委員長、青木青少

年委員が出席致しました。 

 

 

 

【例会予告】 

 

8 月 1 日(月) ♦卓  話 

           奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室 

     

    8 日(月) 休 会 

 

    15 日(月) 休 会 

 

   22 日(月) 家族合同納涼会 

          ♦例会場 ｹｰﾋﾞｯｸホール 

           

   29 日(月) ♦卓 話 

           ﾛｰﾀﾘｰ財団米山奨学室 

           70 周年特別委員会 

           新地区補助金委員会 

 

 

  

「新年度を迎えて」    

 

  プログラム委員会 

    委員長 木村 洋一 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

  親睦活動委員会 

   委員長 坪井 良樹 君 

 


