
 

 

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３１９２回例会 
(８月２２日(月)第１例会) 
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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． ロータリー情報アワー 

７． 結婚・誕生祝 

８． 乾 杯 

９． 会長の時間 

１０． 幹事報告 

１１． 委員会報告 

１２． 卓 話 

    「新年度を迎えて」 

 公共イメージ室長   大友 一之君 

 雑誌・広報委員長   Randolph留利子さん 

 会員組織強化室長   田中 一枝さん 

 会員増強研修委員長 青木 貴子さん 

 ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長   須永 博之君 

１３．点 鐘 

 

 

〈米山奨学生〉 姚 丹 様 

ロータリー情報アワー 
 ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 須永 博之君 

 本日は、第一回のロータリー情報アワーと委員会紹介

の卓話を兼ねて、この時間にお話をさせて頂きます。 

ロータリー情報委員会は、直近 3 年間のパスト会長の 3

人で構成されており、委員会の目的は次の 2 つです。

①例会のロータリー情報アワーの時間にロータリー情報 

 及び桐生 RC の歴史や伝統を会員が、知り学ぶ機会 

 を提供する。 

②新会員へロータリーを学ぶ場を提供する事です。新 

 型コロナにより、例会も思うように開催されず、この間   

 入会して来た会員の皆さんには、ロータリーに触れる 

 事や知ることも出来なかったのでは、ないでしょうか？ 

 当委員会の担当する活動は、森元会長、本田前会長

と 3 人で行いますので、楽しみにしていてください。 

 桐生ロータリークラブは、2022 年 3 月 5 日に 70 周年

記念式典を開催します。また、2024-2025 年度は、森ガ

バナーの年度を迎えます。皆さんと共に、桐生ＲＣに新

たな歴史を刻もうではありませんか。 

  

 

 

 

 

 

 

   〈元米山奨学生〉 刘 媛 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ようこそビジター 



 

結婚祝 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学金授与 

 

 

 

 

 

会長の時間 

 本日は、本来ならば夜間例会で納涼会を開催する予

定でしたが、新型コロナウイルス感染症感染拡大のため

納涼会を中止し通常例会に変更しました。少しでも納涼

気分を味合うため新旧の米山奨学生２人と３名女性会

員が浴衣で参加していただきました。来年こそは納涼会

が開催されることを祈るばかりです。 

 8 月 20 日土曜日に地区ロータリー財団セミナーが前

橋商工会議所にて行われました。ロータリー財団委員

長を初めその傘下の委員長による各種補助金について

の説明が行われました。分科会では今年度の地区補助

金事業の進捗状況の確認、次年度の補助金事業の計

画について第 2 分区Ａで話し合いが行われました。 

 桐生ロータリークラブにおいては、今年度の地区補助

金事業である桐生市内に 17 ある学童クラブに本を寄贈

する事業の進捗状況を桑原奉仕プロジェクト室長より説

明を行っていただきました。すでに 17 の学童クラブより

希望の本のリストを頂き本は発注済みで、9 月 5 日の例

会時に本の割り振りと桐生ロータリークラブからの寄贈

を示すシール貼りの作業を行う予定です。会員皆様の

ご協力をよろしくお願いします。 

 また、財団セミナー終了後他の 3 クラブの例会開催状

況を確認しました。赤城ロータリーは、桐生保健所管内

で新規感染者が 100 名を超える状況の時は、例会を休

会にする基準を設定しており 8 月は総べて休会の状況

です。西、南の両クラブは、短縮例会を実施しており 12

時 30 分点鐘 13 時終了で食事はせずに弁当持ち帰り

の例会を実施しているとのことでした。 

 桐生ロータリークラブにおいても感染防止を第一に考

え、感染拡大が懸念されている時は食事をしない短縮

例会を実施、更には休会も視野に入れておきたいと考

えています。急な例会の変更につきましても会員皆様

のご理解とご協力をお願いします。 

その他の報告事項は、8 月 8 日(月)午後 12 時より第 2

回会長候補者推薦委員会、その後パスト会長会が行わ

れました。予定としては、8 月 28 日(日)クラブ活性化ワ

ークショップセミナーが開催されます。また、ゴルフ部の

新部長に腰塚富夫君が新たに就任いたしました。 

 

《報 告》 

・7/25 第 1 回会長候補者推薦委員会 

    桐生 4RC 会長幹事会 うおせん 

 ・8/1 定例理事会  

 ・8/3 ｸﾗﾌﾞ活性化ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｾﾐﾅｰ打合せ 

     森ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ、松島地区研修委員、 

     Randolph 留利子さん 

 ・8/6 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長会議 

     Randolph 留利子さん 

 ・8/8 森ガバナー準備委員会 

     第 2 回会長候補者推薦委員会 

     パスト会長会 

 ・8/9 ゴルフ部総会 

 ・8/17 大友会員ご母堂様お通夜 

 ・8/18 大友会員お母堂様葬儀・告別式 

 ・8/20 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ  

      森ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ、 

      Randolph 留利子地区ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ委員長 

      会長、桑原地区補助金担当者、 

      丹羽青少年奉仕委員長 

      新地区補助金委員会 家庭集会 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 

・8/28 ｸﾗﾌﾞ活性化ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｾﾐﾅｰ 

   森ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ、松島地区研修委員、 

   Randolph 留利子地区ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員長、    

   会長、大友公共イメージ委員長、 

   後藤ﾛｰﾀﾘ財団委員長 

 

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。 

 ８月は、１＄＝１３３円です。 

・2021-2022 年度地区大会実行委員会より、報告書とロ 

 ータリースケッチが届いておりますので、ロータリーの 

 友に挟んであります。 

・高崎南 RC より創立 60 周年記念誌が届いております 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いております。 

・桐生発明協会より展覧会開催要領が届いております。 

・樹徳高等学校より「樹幹だより」「樹妙だより」が届いて 

 おります。 

・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。 

 

 

 

 宮嶌万貴美さん 

 富澤 剛君 

 Randolph 留利子さん 

 姚 丹 様 



 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和４年８月２２日) 

総員６８名：出席４９名 

令和４年７月１１日例会修正出席率：７２．５８％ 

 

ニコニコボックス 

澤田匡宏君…姚さん、刘さん、青木さん、Randolph さん、

宮嶌さん浴衣がとてもお似合いです／須永博之君…素

敵な浴衣姿が見られました。綺麗ですね／須永博之君

…ﾛｰﾀﾘｰ情報ｱﾜｰ及び卓話をさせて頂きます／大友一

之君…先日母の葬儀ではお世話になりました／腰塚富

夫君…昨日桐工同窓会コンペ 160 名で行い無事終了

できました。ありがとうございます／坪井良樹君…本来

ならば本日は納涼会でしたクリスマス会は、頑張ります

／Randolph 留利子さん…結婚祝／宮嶌万貴美さん･･･

誕生祝。 

 

ゴルフ部 

 

 

    部長 腰塚富夫君 

             就任 

 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

澤田年度で公共イメージ室長を務めることになりました

大友です。公共イメージ室長は、次年度会長である会

長エレクトが務めることになっていますので、次年度に

向けてしっかりやっていきたいと思います。 

さて、公共イメージ室は、「雑誌・広報委員会」と「クラブ

会報・情報委員会」の二つの委員会で構成されます。

雑誌・広報委員会の委員長には Randolph 留利子さん

を、クラブ会報情報委員会の委員長には金子勇人くん

をお願いしました。 

委員会の活動詳細はお二人からお話があると思います

が、室としては、外部メディアへの情報発信やロータリー

の友への投稿等が目標となっています。 

ただ、公共イメージとは異なるかもしれませんが、RI や

他地区の情報をロータリーの友で、会員やクラブ内の出

来事はクラブ会報で、皆さんにお伝えしていくことも大

切な仕事なのだと思っています。二つの委員会の活動

をとおして、皆さんにロータリーについての新たな発見

をしていただき、またクラブや会員相互の理解を深めら

れたらよいと考えます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は、副委員長腰塚さんを始め、北川先生、疋田

先生、山﨑先生の 5 名で構成されております。 

雑誌の購読はロータリアンの三大義務の一つとされて

おります。雑誌委員会として、ひとりでも多くの会員の皆

様に“ロータリーの友”を購読していただく為に、率先し

て ア プ ロ ー チ を し 、 委 員 の メ ン バ ー の 皆 様 と

“ International & Global ” の 視 点 か ら 、  “ What’s 

happening now at Rotary?” 「ロータリーの友」に掲載さ

れている最新情報や、全国各地のクラブ活動情報を会 

員の皆様に紹介することで、ロータリーに関する知識を

深め、又、新会員の皆様にご理解いただく為の、ロータ

リーの基本的な知識なども組み込んで今後の活動の参

考にしていただきたいと考えております。 

 広報委員会としては、地域メディアの活動等を通じて、

ロータリーの活動を紹介し、イメージアップに繋げていき

たいと同時に、会員の皆様ひとりひとりが「ロータリーは、

楽しいよ！」と、周りの方々に一言伝えるだけでも、立派

な広報になると思いますので、皆様のご協力をどうぞよ

ろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

会員組織強化室の室長という大役を頂いた田中です。

創立 70 周年を迎える桐生ロータリークラブが、女性会

員を受け入れて頂いてから 8 年になります。その間、会

員増強の担当は、委員長、室長、そして昨年に続き 3度

目となります。4 年前、松島年度では 10 名の会員増強

を果たし、その年度より女性会員は、11 名になりました。

ちなみに、本田年度での会員増強は、5 名でした。 

 桐生ロータリークラブが長い間、ロータリアンとしての

誇りある紳士の集まりであったイメージがありますが、若

い男女会員の入会で雰囲気も変わり、中には反発もあ

ったかと存じますが、現在、上州の女性の力強さを実感

致します。現在、世の中の情勢は、新型コロナウィルス

やロシアによるウクライナ侵略問題の中で、世界は勿論、

日本も大打撃を受けている今日にあって、新しく会員増

強を図ることは大変な努力が必要かと存じます。ですが、

昨年に引き続き委員長に明るく指導力のある青木貴子

さん、副委員長に広い人脈を持つ相沢崇文君、委員に

増山大祐君、津久井真澄君、腰塚富夫君、丹羽あゆみ

さん、金子勇人君、宮川和也君と驚くほど能力のある素

晴らしい会員で結集しております。青木委員長を筆頭

に委員は勿論のこと、会員の皆様の力強い団結力と絆

のもと会員増強の協力をお願いいたします。 

是非とも、澤田年度を皆さんの力で成功させましょう！ 

「新年度を迎えて」    

 

  公共イメージ室 

  室長 大友 一之君 

 

 

「新年度を迎えて」    

 

 雑誌・広報委員長 

  Randolph 留利子さん 

 

「新年度を迎えて」    

 

 会員組織強化室 

 室長 田中 一枝さん 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強研修委員長を賜りました青木貴子です。室長

に田中一枝理事、副委員長に相沢崇文君、委員に増

山大祐君、津久井真澄君、腰塚富夫君、丹羽あゆみさ

ん、金子勇人君、宮川和也君のそうそうたるメンバーと

一緒に一年間宜しくお願い致します。 

〈今年度の目標〉 

☆桐生ロータリークラブ会員の誇りと伝統と歴史を自覚 

  しロータリアンとしての精神を全会員に理解して頂き 

  たいと思います。 

☆地区目標の女性会員・若手会員の増強に努めて行き 

  ます。 

☆会員皆様に声掛けを行い、ロータリアンにふさわしい 

  方を推薦して頂き入会の促進を図りたいと思います。 

☆退会防止に力を注ぎ、経験豊かな会員と 1 年から 3 

  年目の新入会員への情報交換の場をコロナ感染の 

  状況を確認しながら提供しサポートさせて頂きたいと 

  思います。 

☆現状 68 名会員を 70 名(純増 2 名)会員達成していき 

  ます。 

〈前半の活動状況および予定〉 

☆会員の方々に紹介カードを配布し多くの会員から 1 

  名以上の推薦をお願いし増強に繋げていけたらと思 

  います。 

☆他の委員会の会員にも呼びかけを行い、会員増強に 

  向けての情報交換を行う。 

☆新会員に対しての勉強会や研修会を行い情報交換 

  の場を提供する。 

☆新会員の推薦者に対しての記念品(磁石で出来てい 

  る)ロータリーバッジを進呈する。 

〈後半の活動予定〉 

コロナ禍の状況もあり、前半の成果を検証して計画する。 

上記の事業計画を目標達成に向けて田中室長及び委

員の方々のアドバイスを受けながら微力ながら頑張りた

いと思います。会員皆様のご協力も期待させて頂きたい

と思いますのでご協力の程、宜しくお願い致します。 

 

                                     

     本日の食事         ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

      

    たつ吉 うな重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日は、納涼会予定でしたがコロナ感染拡大予防の

為、通常例会に変更となりました。元米山奨学生の刘 

媛さんに終了時に浴衣をプレゼントして、納涼会でお披

露目出来ませんでしたので、米山奨学生姚丹さんと一

緒に青木貴子カウンセラーと女性会員が一緒に着用し

てくれました。 

 

 

 

 

 

【例会予告】 

 

9 月 5 日(月) 新地区補助金事業 

         点 鐘：12 時 30 分 

         例会場：海鮮ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ美喜仁館 

          

   12 日(月) 善行青少年表彰 

          点 鐘：12 時 

          例会場：桐生商工会議所 

          食 事：たつ吉(お持ち帰り) 

          卓 話：桐生厚生総合病院 

               管理栄養士 

                 藤本 あさひ様 

   19 日(月) 休 会 

 

    26 日(月) 点 鐘：12 時 30 分 

          例会場：桐生倶楽部 

          食 事：大 龍 

          卓 話：奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室 

 

10 月 3 日(月) ガバナー補佐訪問 

   

   10 日(月) 休 会 

  

   17 日(月) ガバナー公式訪問 

           

   24 日(月) 23 日地区大会に振替の為、休会 

 

   31 日(月) 休 会 

  

「新年度を迎えて」    

 

 会員増強研修委員長 

 青木 貴子さん 

 


