
 

 

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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会長 澤田匡宏 幹事 久保田寿栄 
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国際ロータリー第 2840 地区 

ガバナー 中野 正美 君 

９． 点 鐘

国際ロータリー第 2840 地区
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群馬第 2 分区 Aガバナー補佐 山崎 倫義君(桐生赤城 RC) 地区副幹事 大塩  孝君(太田 RC)  
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会長の時間 
本日は、中野正美ガバナー公式訪問です。中野正美

ガバナーには後ほどガバナー講話をお願い致します。

例会終了後中野正美ガバナーも出席していただきクラ

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。森会長年度に行われましたグローバル補

助金事業、フィリピン ブラカン州 Pulilan の学校に飲料

水を提供する事業が終了したことをフィリピン第 3770 地

区 Pulilan Royales ロータリークラブから連絡がありまし

た。コロナ禍のため桐生ロータリーのメンバーは残念な

がら現地には行けませんでしたが、たくさんの写真と報

告書がランドルフさん宛に届いています。後日の例会に

おいて、森パスト会長、ランドルフさんから卓話の時間

にご報告していただきます。 

ようこそビジター 

歓   迎 

国際ロータリー第 2840 地区 中野 正美ガバナー公式訪問 

第 1 回 北川 貴久君 

 津久井真澄君 

 富澤  剛君 

 平岩千鶴子さん 

第 3 回 森末廣君 

 吉野雅比古君 

 岡部信一郎君 

第 4 回 牛膓 章君 

(中野ガバナーより 

表彰していただきました) 

第 6 回 竹内靖博君 

 前原 勝君 

(中野ガバナーより表彰 

していただきました) 



 

 また、会員の皆さんからご提供いただきました食料品

を社会奉仕委員の中山さんと共に桐生市役所のフード

バンク受付窓口に 10月 11日に届けて参りました。担当

の渡辺福祉課長様から会員の皆様に感謝のお言葉を

承って参りました。引き続きフードバンク支援事業に会

員の皆様のご支援をよろしくお願い致します。 

≪あとがき≫ 

中野正美ガバナーの公式訪問に関しましては、会員の

皆様にはそれぞれの分野に置かれまして絶大なるご支

援ご協力を賜り大変お世話になりましてありがとうござい

ました。お陰さまで無事終了し、中野正美ガバナーから

も桐生ロータリーに対し感謝のお言葉をいただきました。 

クラブ協議会に置きましても、出席していただいた全て

の方から素晴らしい発表をしていただきまして大変有意

義なクラブ協議会が実施されました。中野正美ガバナ

ーから流石に桐生ロータリーとお褒めのお言葉をいた

だきました。 

 23 日は地区大会が太田市民会館で行われます。当

日はスバルマラソンと重なるため、時間に余裕を持って

ご出席の方はお越し願います。 

 

《報 告》 

・10/3 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 

・10/11 桐生市へフードバンク寄付  

会長・中山社会奉仕委員 

・10/16 RLI 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 

 

 《予 定》 

・例会終了後、クラブ協議会 

 ・10/22 地区リーダーシップセミナー 会長・幹事 

        疋田 PG、森 GN 

      RI会長代理晩餐会 会長・幹事 

疋田 PG、森 GN、Randolph さん 

 ・10/23 地区大会 太田市市民会館 

 ・10/24 地区大会に振替の為、休会 

      70 周年特別委員会 

 ・10/27 森ガバナースタッフ会議  

 ・10/30 休会 

 

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。 

 １０月は、1＄＝１４５円です。 

・１０月は、米山月間です。本日配布のロータリーの友に 

米山奨学会からの豆辞典が挟んであります。 

・国連 UNHCR協会より「With You」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。 

・桐生市社会福祉協議会より「福祉ぐんま」が届いており 

ます。 

・群馬自閉症協会より「会報」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、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・本日例会終了後にクラブ協議会もありますので出席の 

方はよろしくお願い致します。 

・次週 24日は、23日地区大会に振替の為、休会です。 

 地区大会参加の方には、午前９時太田市市民会館集

合です。よろしくお願い致します。翌週１０月３１日も

休会です。次回例会は、１１月７日となりますので、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９月２６日) 

総員６９名：出席５７名 

令和４年９月２６日例会修正出席率：８１％ 

 

ニコニコボックス 

国際ロータリー第 2840 地区中野正美ガバナー／群馬

第 2 分区 A 山崎倫義ガバナー補佐／澤田匡宏君、疋

田博之君、北川洋君、前原勝君、園田誠君、柳明彦君、

大友一之君、久保田寿栄君、津久井真澄君、田中一枝

さん、大島千賀子さん、平岩千鶴子さん、Randolph留利

子さん…中野正美ガバナーをお迎えして／森末廣君…

ガバナーとガバナー補佐をお迎えして／前原勝君…米

山功労者第 6 回マルチプルフェローを頂いて／大友一

之君…立教 OB の皆さん箱根駅伝出場おめでとうござ

います／腰塚富夫君…親睦活動委員の皆様駐車場整

理ご苦労様です／堀明君、高橋弘史君、小島隆治君

…結婚祝／宮川和也君…誕生祝。 

 

講 話 

 

 

 

 

 

 

 

○主な目的 

・会員の意欲を高め支援を提供すること 

・クラブへのサポート 

・奉仕プロジェクトへの参加意欲を喚起する 

・クラブの活動を地域社会に紹介するよう奨励する 

・元気なクラブつくりのために、柔軟なクラブ運営や 

 新しい取り組みを取り入れるよう奨励する 

・ロータリーの重要な問題に関心を高める 

・優れた活動に対して顕彰する 

○地区協力の御礼 

疋田博之パストガバナー  ガバナー諮問委員会委員 

           青少年奉仕プロジェクトアドバイザー 

森 末廣会員 ガバナーノミニー 

松島宏明会員 地区研修・管理運営委員会委員 

Randolph 留利子会員 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員会委員長 

坪井良樹会員 グローバル補助金委員会委員 

宮川和也会員 ローターアクト委員会委員 

 

「ガバナー講話」 

   

 国際ロータリー第 2840 地区 

    ガバナー 中野 正美 君 



 

 

 

2022－23 年度 

国際ロータリー会長  

ジェニファー E ジョーンズ 

 

 

 

このテーマロゴは、2023 年のメルボ  

ルン大会に関係するオーストラリアの 

先住民のアーティストによるデザイン。 

 

 

①円は相互のつながりを示します 

② その周りの 7 つの点は、私たちであり、 

    ロータリーの 7 つの重点分野を表します 

③ 円とその周りの点はナビゲーションスター 

      （航行のための星）であり 人を導く光 

④ 緑色の線は、掘り棒 

      （肉体労働を行うときに使用）です 

   それは私たちにとって 

   People of Action（世界を変える行動人）であり 

   物事を成し遂げるための道具を表しています 

 

国際ロータリーそしてみなさんのクラブが永く続くために 

基本はしっかり変わらず守り続ける 

しかし必要な変化・改革はなされなければならない 

 

ﾛｰﾀﾘｰの公式標語 

「超我の奉仕」（Service Above Self） 

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」 

(One Profits Most Who Serves Best) 

 

ﾛｰﾀﾘｰの基本 

＊ロータリーの中核的価値観 

奉仕(Service) 

親睦(Fellowship) 

多様性(Diversity) 

高潔性(Integrity) 

リーダーシップ(Leadership) 

 

＊ロータリーの目的 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の

理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次

の項目を奨励する。 

第1 知り合いを広めることによって 

奉仕の機会とすること： 

第 2 職業上の高い倫理基準を持ち、役立つ仕事はす

べて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機

会としてロータリアン各自の職業を高潔なものに

すること： 

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業お

よび社会生活において、日々、奉仕の理念を実 

    践すること： 

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワ

ークを通じて、国際理解、親善、和を推進すること： 

＊四つのテスト 

言行はこれらに照らしてから 

1．真実かどうか？ 

2．みんなに公平か？ 

3．好意と友情を深めるか？ 

4．みんなのためになるかどうか？ 

 

高潔性 （Integrity)を持っている 

欧米では個人・組織に対する 最高の誉め言葉の一つ 

          

ロータリーのビジョン声明 

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 

国際ﾛｰﾀﾘｰとﾛｰﾀﾘｰ財団のﾋﾞｼﾞｮﾝを達成するため 

2024 年までの活動を方向付ける 4 つの優先事項が定

められました 

 

ロータリーの戦略的優先事項と目的 

・より大きなインパクト impact（影響・衝撃）をもたらす 

・参加者の基盤を広げる 

・参加者の積極的なかかわりを促す 

・適応力を高める 

 

ロータリーが良い変化をするために 

多様性は事実であり 公平さは選択であり 

インクルージョンは行動です 

 

DEI すでにロータリーは実践していた 

ロータリーの会員は、あらゆる人、すべての国、すべて

の宗教の人たちに開かれています。このことで全てのロ

ータリアンの意見が一致しています。 

1933 年ボストン国際大会にて 

○多様性 

○平等と公平 

○公平さ 

○インクルージョン 

すべての人が歓迎され、尊重され、大切にされる経験を

創造すること。 

 

ロータリー財団 7 つの重点分野 

・平和の推進 ・疾病との闘い ・水と衛生  

・母子の健康 ・教育の支援 ・地域経済の発展 

・環境の保護 

 

『Drawdown:  

The  Most Comprehensive Plan Ever Proposed to 

Reverse Global Warming』 

「活動の低減： 

地球温暖化を方向転換させるために提案された 

      最も包括的な計画」       ２０１７年出版   

第 3 位：食品廃棄物の削減 

第 7 位：家族計画 

第 10 位：屋上太陽光発電 

第 11 位：再生農業 

 



 

ランキング ： 3 位 「食品廃棄物の削減」  

世界で生産される果物、野菜、肉、その他の食べ物の 3

分の 1 は、食卓に上ることがない。 

           畑で未収穫のまま腐ったり、 

           貯蔵庫でダメになったり、 

           冷蔵庫で忘れられゴミになる。 

食糧の過剰生産は、エネルギー、土地、肥料などの資

源の浪費。ゴミ埋め立て地では、食品廃棄物から温室

効果ガス（メタンガス） 

「食べられなかった食料が栽培から廃棄までに大気中

に放出される CO2 は、毎年 440 万ギガトン」 

                   （1 ギガトン＝10 億トン） 

 

「家庭でできる１０の温暖化対策」 

［１］冷房を１℃高く、暖房を１℃ 低く設定 

［２］週２日往復８キロの車の運転をやめる 

［３］アイドリングを１日５分ストップ 

［４］待機電力を９０％削減 

［５］家族全員がシャワーを１日１分減らす 

［６］風呂の残り湯を洗濯に使い回す 

              （危険です⇒子どもの事故） 

［７］炊飯ジャー・湯沸かしポットの保温を止める 

［８］家族が同じ部屋で団欒し、暖房と照明を２割減らす 

［９］買い物袋を持ち歩き、包装の簡単な野菜を選ぶ 

［１０］番組を選び、１日１時間テレビ利用を減らす             

（２００１年 環境省） 

CO2 の削減 

エコバッグを持ち歩く ⇒ 1 日 62ｇ  

 （レジ袋は海洋汚染マイクロプラスチックの原因の 1 つ） 

ゴミを分別して出す ⇒ 52ｇ 

冷房温度 1℃高く＋暖房温度 1℃低く ⇒ 1 日 35ｇ 

シャワーを 1 分短く ⇒ 1 日 75ｇ 

省エネエアコン ⇒ 1 日 104ｇ 

省エネ冷蔵庫 ⇒ 1 日 132ｇ 

白熱電球から電球形蛍光ランプへ変更 ⇒ 1 日 45ｇ 

アイドリング 1 日 5 分間やめる ⇒ 1 日 42ｇ 

                                Total＝547ｇ/日 

 「身近な地球温暖化対策 

～家庭でできる 10 の取り組み～」（環境省） 

RID2840 ロータリアン 2054人（２０２２年８月末） 

           ⇒1123Kg/日 ＝ 1.12t/日 

            ｘ365 日＝408.8ｔ/年  

パートナーも合わせると 

    408.8ｔ/年 ｘ 2 ＝ 817.6 ｔ/年 

家族 4 人 で実行すると 

   408.8ｔ/年 ｘ 4 人 ＝ 1635.2 ｔ/年 

1 人１人が「地球を守りたい」という意識をもって、それを

他の人に言うことが最も大事それが広がって地域や組

織、企業や国を動かす力になる 

          （国立環境研究所 地球システム領域 

                副領域長 江守正多教授） 

第 2840 地区第３期戦略計画（2020～2023 年） 

＊行動計画 

1．クラブの戦略計画の実現 

2．ロータリー 5 つの中核的価値観の尊重 

3．会員組織の増強 

4．ロータリーの学習と知恵の共有 

5．財団補助金の活用 

6．寄付の充実 

7・公共イメージの向上 

重点項目 

1） 若い人を率先して勧誘する 

2） 一人一人がロータリーの宣伝マンです 

3） 財団補助金を地区内すべてのクラブが活用する。 

4） マイロータリーの登録を促す（目標 75％） 

5） 45クラブで地球環境問題（小さいことでも結構です）

を考えた奉仕プロジェクトを実践する 

6） IM のテーマは「環境」 

7） SDGｓフォーラムを開催する 

若い人を率先して勧誘する 

各クラブそれぞれの伝統を継続させるために若い力が

必要です 

地区のホームページや各クラブのホームページを若い

人に見てもらえるようする （フェイスブック You Tube な

ども利用) 

一人一人が入会申込用紙を数枚は常にカバンの中に

入れて携行しておく 

 

一人一人がロータリーの宣伝マンです 

公共イメージ委員会だけではありません。 

ロータリークラブの奉仕活動が 

どのように行われているか、分かりやすく説明する。 

まずは家族に。そして従業員に。 

 

SNS・テレビ・新聞など積極的に使って一般市民の目に

触れるようにする。 

 

ロータリー財団補助金 

地区内すべてのクラブが活用する 

複数のクラブでの合同事業でも結構です 

 

マイロータリーの登録を更に促す 

＊ロータリーについて知ることができます 

        （例 ラーニングセンター） 

＊「ロータリーの友」の紹介と同じように、広報雑誌委員

会、ICT 委員会などが月 1 回 「マイロータリー」のペ

ージを５分程度で良いので紹介する枠を設けていた

だきたい 

＊小額から容易にできる寄付 

数値目標 

・会員増強 各クラブ純増 1 名以上 

・年次基金への寄付 1 人 150 ドル以上 

・ポリオプラスへの寄付 1 人 30 ドル以上 

・米山記念奨学会への寄付 1 人 16,000 円以上 

*マイロータリーの登録率を 75％に目標設定 

Imagine しながら ともにたくさんの事を成し遂げましょう 

2022－2023 年度 RI会長 ジェニファー・ジョーンズ 

さあ！例会が済んだら社会に出かけて行って奉仕をし

ましょう 

 

会員満足度調査の目的 

 「元気なクラブづくりのために」 My Rotary より 



 

・クラブについて会員が満足している点、不満に感じて 

いる点は何かを知る。 

・会員が満足している点をさらに強化し、不満な点を改

善するための計画を立てる。 

アンケート 

47 項目について 

   ①「満足」 

   ②「ある程度満足」 

   ③「どちらともいえない」   

   ④「あまり満足していない」 

   ⑤「満足していない」  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ協議会 

 

例会終了後、地区役員・理事役員・各委員長・新入会

員の皆様とｸﾗﾌﾞ協議会を開催致しました・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

    本日の食事         ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

 

吉野家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                    

             

                   

                

             

                    

            

                  

                    

               

     

                        

                      

               

          

                        

             

            

                        

                   

        

                  

                      

                

                                  

              

           

           

           

            

              

                   

     

                    

                    

        

              

                 

             

           

      

        

  

  

       

         

               

           

         

               

                

                                  



 

 

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３１９９回例会 
(１０月２４日(月)第３例会)－例会変更－ 

 

2022－2023年度国際ロータリー第 2840 地区 地区大会 
日時：令和 4年 10月 23日(日)  場所：太田市民会館 

10 月 22 日(土) ﾃｨｱﾗｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽにて 

地区ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟｾﾐﾅｰ・RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

疋田 PG・森 GN・Randolph ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員長

会長・幹事が出席されました。 

森末廣ガバナーノミニーが

紹介されました。 

表 彰 

2021-2022 年度 

会員純増優秀ｸﾗﾌﾞ賞 

第 2 位 


