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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． 結婚・誕生祝 

７． 乾 杯 

８． 会長の時間 

９． 幹事報告 

１０． 委員会報告 

１１． 卓 話 

    「第 3200 回例会記念卓話」 

      第 2840 地区 

 ガバナーノミニー    森  末廣君 

 次年度群馬第 2 分区 A 

ガバナー補佐   須永 博之君 

１２．点 鐘 

 

  

結婚祝 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

 10月 17日は、中野正美ガバナー公式訪問でした。当

日は、69 名の会員の内 57 名の方が参加していただき

ました。出席率は久々の 82.6%と目標の 80%台を超えま

した。参加いただきました会員の皆様に心より感謝致し

ます。 

例会終了後の第 2 回クラブ協議会も全ての出席予定者

の方に出席いただき、中野正美ガバナー同席のもとす 

 

べての方より活発な発言をしていただき大変有意義なク

ラブ協議会が開催出来ました。中野正美ガバナーから

もお褒めのお言葉をいただきましたことをご報告致しま

す。 

 また、10 月 23 日には地区大会が太田市民会館で開

催されました。桐生ロータリーからも 25 名ほどの方に参

加いただきました。参加いただきました皆様、特に最後

まで残られた皆様には心より感謝申し上げます。 

 地区大会のプログラムの中に参加クラブ紹介がありま

す。まだ地区大会に参加されていない会員の方もいら

っしゃると思いますので改めて説明させて頂きます。ガ

バナー補佐より各クラブの紹介用のワンフレーズが発表

されます。すると会場にいる各クラブの会員の方が立ち

上がり「おぉー」と声を上げ会場の皆さんに一礼します。 

本日、せっかくの機会ですので皆さんで再現したいと思

います。久保田幹事が桐生ロータリーの今年のワンフレ

ーズを読み上げますので、読み終わりましたら。皆さん

で立ち上がり「おぉー」と声を出してください。今年の紹

介用ワンフレーズは、「来年 3 月創立 70 周年を迎えま

す。創立以来の伝統を守りつつも、常に進化し続ける誇

り高き桐生ロータリークラブ」です。 

 ロータリーソングで「それでこそ、ロータリー」という歌が

あります。変な歌だと思っていました。疋田先生がガバ

ナーの時に私は登録委員長を拝命しました。４７クラブ

に地区大会への参加勧誘に訪問するという役目があり

ました。大変なことだと悩みましたが、会員の皆様が手

分けをして４７クラブへの訪問が無事完了しました。その

時、「それでこそ、ロータリー」という歌の意味がよく分か 
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りました。ロータリーの仲間は、家族同様の貴重な存在

です。他の会合でも桐生ロータリーの皆さんとお会いす

ると安心感と親しみが湧いてきます。皆さんも同様と思

いますがいかがですか。 

12 月第 1 例会の 12 月 5 日に年次総会を開催致しま

す。桐生 RC細則第 3条第一節により、役員を選挙する

会合 1 か月前の例会において次々年度会長、次年度

副会長、幹事、会計及び 5名の理事の指名を行うことに

なっておりますので、これより発表いたします。 

 

《報 告》 

・10/17 次年度ガバナー補佐会議 

 須永次年度ガバナー補佐  

・10/22 地区リーダーシップセミナー 会長・幹事 

    RI会長代理晩餐会 会長・幹事 

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 

 ・10/27 森ガバナースタッフ会議  

 ・10/31 休会 

 ・11/6 ロータリー財団補助金管理セミナー 

 大友会長ｴﾚｸﾄ・中山副幹事 

 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 

・11/9 ゴルフ部総会 午後 6時 30分 たつ吉 

・11/11 桐生４RC合同チャリティーゴルフコンペ 

赤城 CC 9 名参加 

 

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。 

 １１月は、1＄＝１４８円です。 

・中野ガバナーより地区大会のお礼状が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。 

・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１１月７日) 

総員６９名：出席４９名 

令和４年１０月３日例会修正出席率：６４．０６％ 

 

 

 

ニコニコボックス 

澤田匡宏君、久保田寿栄君…ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問、地区

大会と皆様のご協力で無事終了しました。ありがとうござ

いました／山﨑一順君…妻が叙勲の栄に浴しました／

森末廣君、須永博之君…卓話をさせて頂きます／須永

博之君…北川Ｄｒ．先日は楽しい時間をありがとうござい

ました／水越稔幸君…森さん、須永さん今日の素晴ら

しい卓話でＲＣを再度勉強させて頂きますので、よろしく

／平岩千鶴子さん…3200 回例会を記念して／青木貴

子さん…森ガバナーノミニから高価な森伊蔵を頂きまし

た。女子会でふるまいさせて頂きます。是非参加して下

さい／腰塚富夫君…桐生倶楽部ゴルフ大会で優勝した

田中淳君おめでとうございます／宮川和也君…久しぶ

りに出席しました／北川洋君、桑原志郎君、竹内靖博

君、田中淳君、石渡宏明君、中村光孝君…結婚祝／舘

盛治君、澤田匡宏君、松田秀夫君、荒木千恵子さん、

石渡宏明君･･･誕生祝。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

  

ガバナ－ノミニ―になって，7 月から１１月までの 5 ヶ月

間の活動報告をお話したいと思います。 

まず、７月１日にグランドプリンスホテル高輪のプリンス

ル－ムで全国のロ－タリ―好きの元ガバナ－、次期ガ

バナ－による懇談会があり出席してきました。この懇談

会は、毎年７月１日に開催されているそうです。このコロ

ナの時期に３５０名程集まったと思いますがすごい熱気

でした。私達ノミニ―は、出入り口の席でしたが、先輩の

方々は年々前列の席に行くと山田パストガバナ－から

教えていただきました。 

群馬からも、本田パストガバナ－・竹内パストガバナ－・

田中パストガバナ－・山田パストガバナ－他来られてい

たと思いますが如何せん人が多すぎてわからない状態

でした。その日の午前中に、２０２２－２０２３年度第一回

ガバナ－会議が開催されたそうです。 

この日から週末、ロ－タリ―行事が私のスケジュ－ルの

中に入ってきました。 

以下、報告いたします。 

７月１７日（日）第一回ガバナ－諮問委員会これは欠席 

８月 ７日（日）ＲＬＩディスカッションリーダ－研修会 

８月２０日（日）ロ－タリ―財団セミナー 

８月２５日（木）米山指定校説明会 

８月２８日（日）クラブ活性化ワ－クショップ 

９月１１日（日）第二回ガバナ－諮問委員会 

         第三回ガバナ－補佐・委員長合同会議 

９月１８日（日）地区大会記念ゴルフ大会 

９月２５日（日）ＲＬＩセミナーpart.1 

１０月２日（日）米山奨学生ｶｳﾝｾﾗｰ研修会 これは欠席 

         地区米山研修セミナー 

2024～2025 年度 会 長 園田  誠 

2023～2024 年度 副会長 田中 一枝 

   〃       幹 事 中山 賀司 

    〃       会 計 大島千賀子 

    〃       理 事 平岩千鶴子 

    〃       理 事 岩崎 靖司 

    〃       理 事 腰塚 富夫 

    〃       理 事 松田 秀夫 

   〃       理 事 田中   淳 

「第 3200 回例会記念卓話」 
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１０月１６日（日）ＲＬＩセミナーpart.Ⅱ 

１０月２２日（土）地区リーダーシップセミナー 

１０月２２日（土）ＲＩ会長代理晩餐会 

１０月２３日（日）地区大会 

１１月６日（日）ロ－タリ―財団補助金管理セミナ－ 

１１月１９日（土）～２２日（火）第５１回ロ－タリ―研究会

及びガバナ－ノミニ―研修セミナーが神戸ポートピアホ

テルであります。 

１１月２７日（日）最後のＲＬＩセミナーpart.Ⅲ  

話が変わりますが 

桐生ロ－タリ―クラブの歴代ガバナ－は、 

１９６８～１９６９（昭和４３～４４年度） 前原 勝樹会員 

１９８９～１９９０（平成元年～平成２年度） 吉野 一郎会員 

２０１２～２０１３（平成２４年～平成２５年）疋田博之会員 

では第二分区Ａでは、桐生南ロータリークラブの菊池 

晤会員で１９８１年～１９８２年（昭和５６年～昭和５７年）、

そしてもう一人桐生西ロ－タリ―クラブの矢野亨会員で

２００２年～２００３年（平成１４年～平成１５年）です。丁

度、桐生ロ－タリ―クラブが創立７０周年ですので、１０

年周期でガバナ－の依頼がありそうです。 

最後になりますが、ガバナ－スタッフを紹介します。 

地区幹事に後藤君、今回新たに設けました、地区幹事

補佐に桑原さん、飯塚君この役は、地区幹事を補佐す

るためです。そして、地区会計長、及びガバナースタッ

フアドバイザーに松島さんになってもらいました。 

副幹事には、桐生ロ－タリ―クラブから 11名で須永さん、

柳さん、澤田さん、大友さん、久保田さん、松田君、坪

井君、青木さん、富澤君、岩崎君、中山君です。桐生南

ロ－タリ―クラブから星野さん、板場さん、坂田さん、 

桐生西ロ－タリ―クラブからは、山形さん、河内さん、木

村さん 

桐生赤城ロ－タリ―クラブからは、尾花さん、清水さん、

北村さん副幹事は、当クラブから 11 名 

他クラブから 3 名づつで合計 20 名の構成です。 

 

まだ、ガバナ－の行動指針は定まっていませんが、奉

仕というのは、相手に対してどんなにいいことを言っても、

どんなに温かい言葉をかけても相手には伝わりません。

「冷たいお金が必要です。」寄付、そして行動が大切だ

と思います。「アクション・ロ－タリ―」 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 17日（月）17時から川場村で、保坂ガバナー年度

の第一回ガバナー補佐会議が開催され参加してきまし

た。来年度の RI 会長は、スコットランドからゴードン R. 

マッキナリー氏が就任されます。また、2840 地区ガバナ

ーに就任される保坂充勇氏は、沼田ロータリークラブ所

属、不動産鑑定事務所を経営されておられます。 

 

自クラブはもとより、2840 地区においても数々の要職を

歴任されておられます。 

 第一回ガバナー補佐会議では、次年度の運営、組織、

行事日程、予算などについて説明され、その後、地区

研修リーダーの本田博己氏（元パストガバナー）よりガ

バナー補佐の役割について講演して頂きました。 

今月中にあと 2 回の同会議を開催する予定で、次回ま

でに国際ロータリーWeb サイトのラーニングセンター 

にある「ガバナー補佐コース」（4時間 15分）を必ず受講

し終える事が宿題となりました。 

 ガバナー補佐の役割は、ガバナーを援助する事によ

って担当するクラブの効果的な運営をサポートすること

であり、その責務は、①担当するクラブを少なくとも 3 か

月に 1 回定期訪問し、クラブリーダーを支援する。 

②会員の声を聞き、情報やアドバイス、参考資料の紹

介をしてクラブを成功へと導く。 

③クラブと地区をつなぐためガバナーに現状を報告す

る。 

④ガバナー公式訪問に向けたクラブの準備を手伝う。 

 等です。 

来年一年間の私の役割は、2023-2024 年度の第二分

区 Aの円滑な運営のお手伝いと、 

翌年である 2024-2025 年度の森ガバナー年度へつな

げる役割を果たてきたいと思います。 

皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

     本日の食事         ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

   

ランコントレ ランチ BOX 

 3200 回例会記念 焼菓子付 

 

 

 

 

 

【例会予告】 

11 月 21 日(月)  休 会 

 

28 日(月) ◆食事 友奴 

 

◆卓話 新会員卓話 

          

   

「第一回ガバナー補佐 

会議に参加して」    

 

 次年度群馬第 2 分区 A 

 ガバナー補佐 

      須永 博之 君 

 


