
 

 

R.I会長 ジェニファーE．ジョーンズ 

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３１８９回例会 
(７月４日(月)第１例会) 

７月１１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 

ガバナーノミニー      森  末廣 君 

地区研修・管理運営委員会委員 松島 宏明 君 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員会委員長   ﾗﾝﾄﾞﾙﾌ留利子さん 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員会委員 坪井 良樹 君 

ローターアクト委員会委員  宮川 和也 君 

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 澤田 匡宏君 

             副会長 園田  誠君 

  幹  事 久保田寿栄君 

１６．点 鐘 

 

 

 

 

 

群馬第２分区 A ガバナー補佐 山崎 倫義君 

〈桐 生 南RC 会長〉 八木橋比佐樹 君 

〈桐 生 西RC 会長〉 東郷 学 君 

〈桐生赤城 RC 会長〉 小林 博子 君 

〈桐 生 南RC 幹事〉 髙山 淳史 君 

〈桐 生 西RC 幹事〉 池末 晋介 君 

〈桐生赤城 RC 幹事〉 金井 利雄 君 

米山奨学生 姚 丹様 

 

山崎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澤田です。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 本日は、第二分区Ａの山﨑ガバナ－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。 

 今年度は、68 名でスタート致しました。 

 

《報 告》 

・6/22 次年度合同家庭集会 たつ吉 

・6/23 桐生 4RC 会長幹事会引継ぎ会 

     直前会長・幹事・会長・幹事・森ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ 

・6/27 休会 

・7/1 桐生西 RC 初例会 表敬訪問 

    第 1 回定例理事会  

    地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長会議 

      Randolph 留利子さん 

《予 定》 

・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 

 

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＄＝１３６円です。 

・足立直前ガバナーより任期満了のお礼状が届いてお 

 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。 

・桐生西 RC より、事務局移転・連絡先変更のご案内が 

 届いております。 

・今週中に上半期会費納入のお願いを送らせて頂きま 

 すので、よろしくお願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和４年７月４日) 

総員６８名：出席５１名 

令和４年６月２０日例会修正出席率：７６．２％ 

 

ニコニコボックス 

山崎第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／澤田匡宏君、久保田寿栄君

…山崎ガバナー補佐、３RC会長幹事をお迎えして／澤

田匡宏君…未熟ですが久保田幹事共々１年間皆様の

ご指導ご協力をよろしくお願いします／久保田寿栄君

…幹事として一年間よろしくお願いします／北川洋君、

舘盛治君、牛膓章君、堀明君、前原勝君、吉野雅比古

君、本田雄一郎君、桑原志郎君、竹内靖博君、須永博

之君、水越稔幸君、小林康人君、飯塚荘一君、小林雅

子さん、平岩千鶴子さん、Randolph留利子さん、相沢崇

文君、宮川和也君、藤田恵二君、坂入悠太君…澤田会

 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 

 松本 哲也君 

 水越 稔幸君 

 青木 貴子さん 

 宮嶌万貴美さん 

 姚 丹 様 



 

長、園田副会長、久保田幹事一年間頑張って下さい／

松本哲也君…桐生に着任して一年が経ちました／澤田

匡宏君…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／松島宏明君…ﾛｰﾀﾘｰ情報

委員長退任／森末廣君…直前会長退任／本田雄一郎

…直前会長就任、会長退任／須永博之君…ﾛｰﾀﾘｰ情

報委員長就任／大友一之君…会長エレクト、公共イメ

ージ室長、新地区補助金委員長、70 周年特別委員長

就任、70 周年特別委員長退任／園田誠君…副会長就

任／桑原志郎君…奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長就任、ロータリー

財団委員長退任／柳明彦君…ﾛｰﾀﾘｰ財団米山奨学室

長就任、副会長退任／木村洋一君…プログラム委員長

就任、退任／久保田寿栄君…幹事就任、副幹事退任

／飯塚荘一君…国際奉仕委員長就任／後藤圭一君…

ロータリー財団委員長就任、直前会長、米山奨学委員

長退任／増山大祐君…直前幹事就任、幹事退任／小

林雅子さん…ｸﾗﾌﾞ管理運営室長就任／田中一枝さん

…会員組織強化室長就任、退任／平岩千鶴子さん…

S.A.A 就任、雑誌広報委員長退任／中山賀司君…副

幹事就任、奉仕プロジェクト室長退任／腰塚富夫君…ｸ

ﾗﾌﾞ管理運営室長退任／田中淳君…出席・ニコニコ箱

委員長就任／Randolph 留利子さん…雑誌広報委員長

就任、S.A.A退任／青木貴子さん…会員増強研修委員

長就任、退任／丹羽あゆみさん…副 S.A.A、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

…副 S.A.A 就任、国際奉仕委員長退任／坪井良樹君

…親睦活動委員長就任、副 S.A.A 退任／青木貴子さ

ん、宮嶌万貴美…結婚祝／森末廣君、木村洋一君、水

越稔幸君、久保田寿栄君、田中淳君、松本哲也君･･･

誕生祝。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０２２‐２０２３年度の会長に就任させていただきまして、

身に余る光栄と責任の大きさを実感しております。会員

の皆様のご指導とご協力を賜り一年間努力して参ります

のでよろしくお願い致します。また、２０２３年３月には桐

生ロータリークラブ設立７０周年を迎えます。会員の皆

様には設立７０周年記念式典に関しましても絶大なるご

支援ご協力を心よりお願い申し上げます。 

基本方針１ 

 Ｉｍａｇｉｎｅ Ｒｏｔａｒｙ   今、ロータリアンに出来ること 

  人類の歴史には、自然災害、感染症、戦争といった

人々の暮らしを一変させ、人々を不幸に陥れるファクタ

ーが存在します。現在、世界中が新型コロナウイルス感

染症の猛威の前に以前の日常を取り戻せないまま２年

あまりが経過しました。この間多くの方が感染し残念なこ

とに多くの方が命を落とされました。また、２０１１年３月 1

１日には、千年に一度と言われる東日本大震災を私達

は経験し甚大な被害と２万人に上る尊い命が犠牲となり

ました。そして今、第二次世界大戦後最悪と言われるロ

シアによるウクライナへの侵攻、戦争が現実に起きてい

ます。今を生きる私達は偶然にもこの三つの大惨事の

中で暮らしています。 

  国際ロータリー、２８４０地区、桐生ロータリーも、この

三つの大惨事に対し様々な支援を行ってきました。当

然その中には私達一人一人のロータリアンの浄財が含

まれています。しかしながら、それらはほんの小さな支

援に過ぎません。しかし、私達ロータリアンは何もせず

手をこまねいているわけではありません。ジェニファー・

ジョーンズ会長は、「大きな夢をみたとき、それは同時に

私たちには責務となります。やさしさ・愛・希望を持ち、

ベストを尽くせる世界を想像してみてください。朝起きて

昨日ではなく明日を想像するのです」と言われています。 

今年度の地区スローガン「みんなのロータリー、みんな

でロータリー、さあ奉仕に出かけよう」は、まさに、これら

の大惨事に対し危機感を持ち、奉仕の精神のもと私達

ロータリアンがこの大惨事を忘れず、一人一人が出来る

ことをやり続けることこそが私達ロータリアン課せられた

使命だと中野正美ガバナーは仰せられていると確信し

ております。 

 

基本方針２ ロータリーは宝の宝庫 

  ロータリーには、年齢・性別・職業の垣根を越えた

人々が共有の奉仕の精神の下に集っています。この絶

好の場に身を置く一人一人のロータリアンには、様々な

自己研鑽の機会がたくさん存在していす。まさに宝の宝

庫です。しかしながら、その宝の宝庫もロータリアン一人

一人が、ロータリーの意義と価値を実感し、率先してロ

ータリーの輪の中に飛び込んでいかなければ宝の持ち

腐れになってしまいます。人生においてロータリーに誘

われ入会したことはこの上なくラッキーなことです。せっ

かく入会したロータリーという宝物を活かしてこそより豊

かな人生があると確信しております。 

ジェニファー・ジョーンズ会長は、次のように言われてい

ます。 

「人はみんな夢を持っています。しかし行動するか、しな

いかは選択です」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度、副会長を務めさせていただくことになりました

園田です。 

副会長の役割は、会長不在の場合の会長代理でありま

して、心身ともに健康な澤田会長の下では出番はない

と思います。またそうあっていただきたいと思います。 

本年度は、桐生ロータリークラブ創立７０周年の年です。

全会員一丸となり記念式典も成功させましょう！ 皆様

の力で、この一年楽しいロータリーにしましょう！ 

よろしくお願いいたします。 

「新年度を迎えて」    

 

  会長 澤田 匡宏 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

  副会長 園田 誠 君 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

本年度、幹事をさせて頂きます久保田寿栄です。 

新年度にあたって、３つのことを目標にしたいと思って

います。 

１、澤田会長を支えること 

まず、幹事としての役目は澤田会長を支えることだと思

っています。昨年の本田会長はコロナ禍の中、素晴らし

い会務運営をされました。そして、増山幹事は見事に本

田会長を支えられました（最終例会の動画は素晴らしく、 

プレッシャーを感じております）。本年度の澤田年度に

おいても、１年経った時に皆さまから良い年度だったと

言って頂けるように、澤田会長が掲げる本年度の計画

や目標を達成すべく、尽力していきたいと考えておりま

す。 

２、会員が良かったと思えるロータリーを作ること 

今年度は脱コロナの流れとなっており、今のところ、通

常通りの例会・行事を行う予定でおります。 

  会員の皆さまからの要望等に耳を傾けながら、会員

の皆さまに満足して頂ける活動をしていきたいと考えて

おります。現時点で確定している行事等をお伝えします。 

・８月２２日（月）夜 家族合同納涼会（ｹｰﾋﾞｯｸﾎｰﾙ） 

・９月５日（月）例会 新地区補助金事業 

       ～児童クラブへの本の寄贈作業（美喜仁館） 

・９月１２日（月）例会 善行青少年表彰（ｹｰﾋﾞｯｸﾎｰﾙ） 

・１０月３日（月）例会 ガバナー補佐訪問（桐生倶楽部） 

・１０月１７日（月）例会 ガバナー公式訪問（桐生倶楽部） 

・１０月２３日（日）昼   地区大会（太田市民会館） 

・１２月１９日（月）夜  

        家族合同忘年クリスマス会（スカイホール） 

・令和５年３月５日（日）昼 

        創立７０周年記念式典（スカイホール） 

 皆さまのご参加をお待ちしております。 

３、森ガバナーノミニーを支援すること 

森末廣会員がガバナーノミニーとなられました。当クラブ

からガバナーを輩出することはとても名誉なことですが、

大変な負担があり、桐生の他３クラブの協力なしでは成

り立ちません。既に、森ガバナーノミニーが会長幹事会

にて協力の要請をして頂いておりますが、私も幹事とし

て、会長幹事会等にて他クラブとの連携を図っていきた

いと考えております。 

１年間、どうぞよろしくお願い致します。 

                                     

     本日の食事         ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

      よしのや 

 

 

 

【例会予告】 

 

7 月 25 日(月) ♦食 事 旬菜トラットリア 

                ありす 

          ♦卓 話 公共イメージ室 

                会員組織強化室 

 

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」    

 

  幹 事 久保田寿栄 君 

 


