
 

 

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。 
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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 

  「ガバナー補佐講話」 

  群馬第 2分区 Aガバナー補佐 山崎倫義君 

１３．点 鐘 

 

 

〈群馬第２分区 A ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐〉 山崎 倫義君(桐生赤城 RC) 

〈米山奨学生〉 姚 丹 様 

 

ロータリー情報アワー 
ﾛｰﾀﾘｰ情報副委員長 森 末廣君 

本日のロ－タリ―情報アワ－は、 昨年度 8名の新入会

員が入会されて、ここ近年新入会員が多いこともあって、

ロータリ－の基本である活動内容をご説明いたします。 

 まず、ＲＩのホ－ムぺ－ジを見ていただくと、最初の画

面に目的（タ―ゲット）が書いてあります。  

ロ－タリ―とは、で始まり「私たちは、世界で、地域社会

で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生

むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指

しています。」 

それから次に、１９０５年にシカゴで創設されたロ－タリ

―では、１１０年以上、様々な職業を持つ人や市民のリ

－ダ―が「世界を変える行動人」となり、その経験と知識

を生かして社会奉仕や人道活動に取り組んできました。

識字率向上、平和構築、水と衛生の改善など幅広い分

野で持続可能な影響をもたらすために、ロ－タリ―の会

員は毎日、どこかで活動をしています。 

そしてロータリ－の活動では、切迫した問題が山積みと

なっているこの世界で、私たちは単なる傍観者でなく、

自ら行動する責任があると考えています。ロ－タリ―は、

毎月特別行事として重要分野を決めて活動しています。 

 

7月  なし 

8月  会員増強・拡大月間 

9月  基本的教育と識字率向上月間 

10月 経済と地域社会の発展・米山月間 

11月 ロータリ－財団月間 

12月 疾病予防と治療月間 

1月  職業奉仕月間 

2月  平和と紛争予防/紛争解決月間 

3月  水と衛生月間 

4月  母子の健康月間 

5月  青少年奉仕月間 

6月  ロータリ－親睦活動月間 

 

以上が重点分野で、クラブ現況報告書の 67～68 ぺ－

ジの年間予定表に書いてあります。 

10月の重点分野 

「経済と地域社会の発展月間」の行動内容は、 

貧困地域の経済発展を目的とした起業家、地域社会の

リ－ダ―、地元団体を含む地域ネットワ－クの向上、雇

用創出また、支援が行き届いていない地域社会での貧

困の削減、経済と地域社会の発展に関連した仕事に従

事することを目指す専門職業人のための奨学金支援

等々を強調する月間です。 

ロ－タリ―の使命 

ロ－タリ―の使命は、職業人と地域社会のリ－ダ―のネ

ットワークを通じて、人々に奉仕し、高潔さを奨励し、世

界理解、親善、平和を推進することです。 

参考にしてください 

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、山崎ガバナー補佐訪問日です。山崎ガバナ

ー補佐には後ほど卓話をしていただきます。例会終了

後には、10月 17日の中野正美ガバナー公式訪問に関

するクラブ協議会を行います。理事、委員長の方は出

席をお願い致します。 

9 月 28 日(水)に指名委員会が桐生倶楽部で開催され

ました。須永推薦委員長から 2024~2025 年度の会長候

補者推薦の経過説明が行われ、舘パスト会長が議長と

なられ審議が行われました。その結果 2024~2025 年度

の会長候補者に園田誠君を指名する決議が満場一致

で可決されました。その後、園田誠君の挨拶があり幹事

に丹羽あゆみ君を指名することが発表されました。引き

続き、2023~2024 年度大友会長から大友年度の理事選

任に対する会長一任への議案が提議されこちらも満場

一致で承認されました。2024~2025 年度の会長候補者

と 2023~2024年度理事候補者は 11月 7日の例会で発

表され、12 月 5 日の総会で審議される予定です。会員

の皆様には総会への出席をよろしくお願い致します。 

 今後の予定は、10 月 17 日の中野正美ガバナー公式

訪問。10 月 22 日は地区リーダーシップセミナー、ＲＩ会

長代理ご夫妻歓迎晩餐会が行われます。会長、幹事、

地区役員が参加致します。23 日は地区大会が太田市

民会館で行われます。出席予定者の方はよろしくお願

い致します。 

 また、桐生４ロータリークラブ合同チャリティーゴルフコ

ンペが 11 月 11 日(金)に行われます。夜間合同例会は

コロナ禍のため中止となります。 

10月 17日の中野正美ガバナー公式訪問には、全会員

の皆様のご出席をお願い致します。 

 

 

《報 告》 

・9/26例会終了後、定例理事会 

    桐生 4RC会長幹事会 

・9/28指名委員会  

・10/2米山奨学セミナー 

 会長・柳 R財団米山奨学室長 

    米山ｶｳﾝｾﾗｰ研修会 青木米山ｶｳﾝｾﾗｰ 

 

《予 定》 

・例会終了後、クラブ協議会(理事役員・ﾛｰﾀﾘｰ財団

委員長) 

・10/4 ガバナー準備委員会 

・10/10 祝日(スポーツの日)の為、休会 

・10/16RLI PartⅡ 中山副幹事 

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 松島君、森君 

・10/17 ガバナー公式訪問 

 

幹事報告 

・ガバナー事務所より「青森県大雨災害支援金」のご協

力が届いて 

 おります。今回も募金箱をまわしますので、よろしくお

願い致します。 

・樹徳高校より「第 104 回全国高等学校野球選手権大

会出場記念誌」が 

 届いております。 

・桐生南 RC より週報到着。 

・次回例会１７日は、ガバナー公式訪問です。 

 当日は、上着・ネクタイ・ロータリーバッジ着用で全会

員出席の 

 ご協力お願い致します。集合写真撮影もありますので、

駐車禁止と 

 させて頂きます。例会後のクラブ協議会も担当の方は

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１０月３日) 

総員６９名：出席３５名 

 

ニコニコボックス 

山崎倫義群馬第２分区 A ガバナー補佐／澤田匡宏君、

疋田博之君、前原勝君、柳明彦君、園田誠君、久保田

寿栄君、腰塚富夫君…山崎ガバナー補佐をお迎えして

／吉野雅比古君、柳明彦君、小林康人君…結婚祝／

吉野雅比古君、大島千賀子さん、平岩千鶴子さん･･･

誕生祝。 

 

 

 

 

 

 

 宮川 和也君 

 吉野雅比古君 

 大島千賀子さん 

 平岩千鶴子さん 

 石島 久司君 

 小林 康人君 

 新井 智二君 

 柳  明彦君 

 吉野雅比古君 

 高橋 弘史君 

 小島 隆治君 

 横山 嘉孝君 

 米山奨学生 

姚 丹 様 



 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、桐生ロータリークラブへお邪魔するのは初

例会の時に続き２回目となります。中野ガバナー公式訪

問の 2 週間前ということで今日はお邪魔させていただき

ました。宜しくお願い致します。最初に澤田会長、久保

田幹事には 4 ロータリ－クラブ会長幹事会では適切な

意見をいつも頂きありがとうございます。この場を借りて

お礼申し上げます。これからもまだ 3/4 残っております

ので宜しくお願いします。また会長幹事会では次々年

度に向けて、森ガバナーノミニーのお力になれるようご

協力させてい頂きたいと思っています。そして次年度須

永ガバナー補佐が決まりました。しっかりと引継ぎできる

ように頑張っていきたいと思います。 

最初に自己紹介からさせていただきます。 

私の職業は薬局です。平成 9 年 6 月桐生赤城ロータリ

ークラブが発足した時にチャーターメンバーとして入会

しました。もちろんロータリーというものもなんだかわから

ず、絶対断れない人より誘われての事でした。そしてロ

ータリーを理解できず 1年ほどで退会してしまいました。

しかしロータリーというのは素晴らしいもので、また 1 年

後に誘っていただき断れず再入会という結果になりまし

た。その時はまた同じ結果になってしまわないだろうか、

不安がありました。しかし入会後受付を手伝って名前を

覚えたり、色々な行事に参加したりとかしているうちに

段々となじんでいき今では真の友人ができ、女房からも

大人になってからのこんな仲の良い友人ができるのは

凄いと、ロータリーへ入会したことを本当に喜んでもらっ

ています。ですので、もし新入会員の方で退会という文

字が浮かんできたときは、少し我慢していただき色々な

ことに参加していただければと思います。出戻りの私が

いうのですから間違いありません。 

RI会長、中野ガバナーをはじめ、国際ロータリーや地区

の方針については澤田会長より色々お話していると思

いますので割愛させていただきます。まずこれからある

年内の地区の行事日程をお話させていただきます。 

９月２５日にパート 1 が終了している RLI セミナーが１０

月１６日パート 2 そして１１月２７日パート 3 と変更なく前

橋商工会議所でおこなわれます。対象者は各クラブ、

会長エレクト、幹事エレクトです。余談ではありますが、

来年度ガバナー補佐条件の 1 つにＲＬＩセミナーを全て

受けていることとの条件が付いていました。私は全部受

けていないので次年度だったら資格がなく、推薦の対

象にはならなかったわけです。 

１０月２日に米山記念奨学生カウンセラーセミナー、地

区米山研修セミナーを前橋問屋町センター会館で行わ

れ、１０月２２日は地区大会の前日で地区リーダーシッ

プセミナーが太田市にあるティアラグリーンパレスで行

われ、夜は RI 会長代理歓迎晩餐会と変更なく行われま

す。会長幹事さんが義務出席となっております。そして２

３日は地区大会となり、佐倉中央ロータリークラブに所

属する橋岡 RI 会長代理が来られ(職業は能楽シテ方橋

岡家 9 世)８時５０分から登録開始、１６時５０分点鐘の予

定となり大懇親会は中止となりました。 

１１月６日に R 財団補助金管理セミナーが前橋問屋町

センター会館で行われ、１２月は３日に米山忘年会、１７

日には保坂ガバナーエレクト壮行会がロイヤルチェスタ

ー前橋で行われる予定です。以上が年内予定の地区

行事です。参加される方はよろしくお願いいたします。

先日参加しました会員組織強化委員会の資料に地区

別の出席報告、新会員入会実績等がでていまして、当

第 2分区 Aは現在非常に良い結果となっていました。 

女性会員の割合も多く、やはりどのクラブの話を聞いて

も女性会員がおりますと良い発想が出て、クラブ自体が

強くなります。ここ桐生ロータリークラブは全てにおいて

順調に進んでいるようにお見受けします。中野ガバナー

も安心してこられると思っています。 

今桐生でも新型コロナ感染症が続いています。これから

先もコロナと向き合いながらの生活、ロータリー活動とな

るのは必至です。 

今年度地区運営は、会員必携にも出ていますが、WEB

を使った MEETING も利用されるかもしれませんが、や

はり基本は対面して顔を見て話をすることが大事です。

重要性は皆さんが理解している通りで、情報量からして

何倍も違ってきます。 

きっちりとした感染対策をしながら可能な限り対面でい

ろいろ企画を行うということです。地区でのセミナー等も

きちんと行われています。我々も感染対策をしっかり行

い、出来る活動はやっていきましょう。 

２週間後は中野ガバナーの公式訪問があり、講話もあり

ますので楽しみにしていてください。例会前のクラブ役

員との懇談会は中止となりました。今日例会後、協議会

を行いクラブの課題、目標の進捗状況、地区に対する

質問等しっかり話し合います。再来週の中野ガバナーと

の協議会は会員全体の出席を推奨しています。出られ

る方はぜひ出席して色々わからないことを質問してみて

はいかがでしょうか。宜しくお願いします。ご清聴ありが

とうございました。 

                                     

    本日の食事         ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

      

 五 大 

  

 「ガバナー講話」 

  群馬第 2 分区 A 

  ガバナー補佐 

   山崎 倫義君 

【例会予告】 

10月 24日(月) 23日地区大会に振替の為、休会 

 

    31日(月) 休 会 

  


