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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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会長 澤田匡宏 幹事 久保田寿栄 
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第３１９６回例会 
(９月２６日(月)第３例会) 

１０月３日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 会長の時間 

５． 幹事報告 

６． 委員会報告 

 

 

７． 卓 話 

「新年度を迎えて」 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長 桑原 志郎君 

職業奉仕副委員長 宮嶌万貴美さん 

社会奉仕委員長 富澤  剛君 

国際奉仕委員長 飯塚 荘一君 

青少年奉仕委員長 丹羽あゆみさん 

８． 点 鐘

〈米山奨学生〉姚 丹 様

 

会長の時間 
 9 月 5 日の例会では、本年度の新地区補助金事業で

ある、桐生市内に１７ある学童クラブに本を寄贈する事

業に関して桐生ロータリークラブよりの寄贈品と分かるシ

ールを本の裏表紙右下に会員の皆様に貼っていただき

ました。本の総数は４０３冊でした。その後、会員の皆様

に手分けをしていただき１７の学童クラブに本を寄贈し

に訪問していただきました。私も桑原奉仕プロジェクト室

長と共に川内の学童クラブを訪問いたしました。責任者

の方から本の寄贈は大変ありがたいと感謝の言葉をい

ただき有意義な新地区補助金事業が出来たと感じまし

た。そして、21 日に久保田幹事、桑原奉仕プロジェクト

室長と共に荒木桐生市長に寄贈の目録を贈呈して参り

ました。子育て支援に力を入れている荒木市長からも感

謝のお言葉をいただきました。報告書を地区に提出し

て本年度の新地区補助金事業は終了となります。会員

皆様のご協力に心より感謝申し上げます。 

また、9 月 12 日には善行青少年表彰が桐生商工会議

所ケービックホールで行われ桐生市内の 19 名の中、高

生が表彰を受けられました。そして、平成 21 年度に善

行青少年の表彰を受けられました桐生厚生病院管理栄

養士の藤本あさひさんに卓話をしていただきました。自

身の貴重な経験を話され、そして表彰を受けた皆さん

に 6 つのアドバイスをしていただきました。本田年度より

善行青少年表彰の卓話者に過去に表彰を受けた方に

お願いして参りましたが、身近な先輩の話は表彰を受け 

 

た方の心に響く素晴らしい卓話であったと思いました。

丹羽青少年奉仕委員長始め、青少年奉仕委員の皆様

には事前の準備と当日の進行に関しまして大変ご苦労

さまでした。心より感謝申し上げます。 

9 月 21 日に、70 周年特別委員会の家庭集会が行われ

70 周年記念式典への準備が本格的にスタート致しまし

た。会員の皆様には今後様々なご協力をお願い致しま

すがよろしくお願い致します。 

来週、10 月 3 日は山崎ガバナー補佐訪問です。よろし

くお願い致します。 

《報 告》 

 ・9/15ゴミ減量化推進協議会 中山社会奉仕委員 

 ・9/18 地区大会ゴルフ大会 太田双葉ＣＣ 12 名 

 ・9/19 祝日の為、休会 

 ・9/21 70 周年特別委員会 家庭集会 

      新地区補助金事業 市長目録 

      桐生 RAC例会 

 ・9/25RLI 研修 中山副幹事 

              ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 松島君、森君 

 《予 定》 

 ・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 桐生倶楽部 

 ・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 

 ・10/3 群馬第 2 分区 A山崎ガバナー補佐訪問 

ようこそビジター 



 

 

幹事報告 

・足立直前ガバナー事務所より財務報告書が届いてお 

 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。 

・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。募金箱をまわしますので、よろし 

 くお願い致します。 

・樹徳高等学校より全国高等学校野球選手権大会出場 

 に対する寄付のお礼状が届いております。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いております。 

・わたらせ養護園より「とんがりやね」が届いております。 

・群馬県肢体不自由児協会より「手足の不自由なこども 

 たちを守り育む運動」の募金協力が届いておりますの 

 で、回覧致します。 

・桐生南、桐生西の各ＲＣより現況報告書が届いており 

 ます。 

・桐生赤城ＲＣより週報到着。 

・次回 10 月 3 日(月)例会は、群馬第 2 分区Ａ山崎倫義 

 ガバナー補佐訪問です。10 月 17 日(月)例会は、第 

 2840 地区中野正美ガバナー公式訪問となりますので、 

 よろしくお願い致します。 

・本日例会終了後、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。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和４年９月２６日) 

総員６９名：出席４８名 

令和４年９月５日例会修正出席率：７３．８％ 

令和４年９月１２日例会修正出席率：７９％ 

 

ニコニコボックス 

澤田匡宏君…新地区補助金事業の本の寄贈で学童ク

ラブを訪問して頂いた皆様ご苦労様でした／桑原志郎

君…ちょこっと卓話します／飯塚荘一君、富澤剛君、丹

羽あゆみさん…卓話をさせて頂きます。 

 

国際ロータリー第 2840 地区 

地区大会ゴルフ大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 18 日太田双葉カントリ－クラブにて、 

地区大会ゴルフ大会が開催されました。 

桐生 RC団体１０位でした。 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

先ずもって地区補助金事業「放課後児童クラブに本の

寄贈」が皆様の奉仕活動により無事に活動を終える事

が出来ました。後は、私が報告書を提出すれば本年度

の地区補助金は全て終わりとなります。ありがとうござい

ました。 

 さて、奉仕プロジェクト室は４つの奉仕委員会がありま

す。この事は皆さん既に知るところであります。但しロー

タリーは５大奉仕を掲げております。もう一つはクラブ奉

仕です。ロータリークラブを運営（例会等）するにあたり

会長・幹事を筆頭に、SAA・ニコニコ・出席・プログラム委

員会等、皆さんの活動（奉仕）で成り立っています。是

非この機会に例会はクラブ奉仕で運営している事をお

知りおきください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリークラブの根幹である職業奉仕の理念を念頭に、

日々の仕事を通じ、職業人としての人格や品位、道徳

性を高め、地域社会に貢献していくための活動を行っ

てまいります。また、ほかの委員会との連携を推進して

まいります。 

1.毎月第一例会における 4 つのテストの唱和 

2.地区補助金事業の実施 

3.その他必要に応じた活動 

4.優良従業員表彰の実施 

5.ロータリーアクトクラブと連携した職場見学（大人の社  

  会科見学）の共催 

 

 

 

 

 

 

 

 

奉仕活動を通じて地域社会に貢献することで、ロータリ

アンとしての奉仕の精神を養うとともに、ローターアクトと

も協力して活動を行うことで、ロータリーのイメージアップ

を図ることを目標とします。 

清掃活動、地区補助金事業への協力、その他要に応じ

た活動です。 

 

「新年度を迎えて」 

   

 奉仕プロジェクト室 

  室長 桑原 志郎君 

「新年度を迎えて」 

   

 職業奉仕副委員長 

  宮嶌 万貴美さん 

「新年度を迎えて」 

   

 社会奉仕委員長 

     富澤 剛君 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリークラブにおける国際奉仕は、国際間の理解、

親善、平和を推進するために会員が行う全ての活動を

意味します。これらの活動は、書物を読むことや通信、

更には他の国の人を助けることを目的とするクラブ活動

を通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、

問題に対する認識をつちかうことによって行われます。

本年度澤田会長の基本方針「今、ロータリーアンに出来

ること」に沿った形で活動していく。活動内容としては、

一番大きなものは群馬大学理工学部留学生との交流会

の企画運営。そして、一年間を通じて米山奨学生のサ

ポートです。 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの桐生ローターアクトクラブ、桐生第一高等学

校インターアクトクラブの活動支援に加え、幅広く青少

年育成の為の活動を行い、ロータリアンとして地域全体

の社会奉仕活動を積極的に行っていきたい。 

9/12 善行青少年表彰を行いました。過去の善行青少

年表彰者に今回も卓話をお願い致しました。 

地区補助金事業の支援と協力 

ライラ研修への参加、ローターアクトクラブ会員増強支

援活動、インターアクトクラブとの交流会を予定しており

ます。 

 

 

 

                                     

    本日の食事         ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

      大 龍 

  

「新年度を迎えて」 

   

 青少年奉仕委員長 

   丹羽あゆみさん 

「新年度を迎えて」 

   

 国際奉仕委員長 

  飯塚 荘一君 

【例会予告】 

 

10 月 17 日(月) 中野正美ガバナー公式訪問 

  食   事   12：00 

  点   鐘   12：30 

  講   話   13：00 

  点   鐘   13：30 

  写真撮影   13：30 

  ｸﾗﾌﾞ協議会 13：50～14：50 

          (理事役員・各委員長・新入会員) 

 

 ○上着・ネクタイ・バッジ着用 

 ○桐生倶楽部は、写真撮影の為、駐車不可 

  となります。近隣の駐車場を御利用ください。 

 

 

  


