
 

 

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。 

２０２３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３２０７回例会 
(１月２３日(月)第２例会) 

１月３０日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． IM のご案内 

５． ロータリー情報アワー 

６． 出席１００％表彰 

７． 会長の時間 

８． 幹事報告 

９． 委員会報告 

１０． 卓 話 

「桐生市における SDGｓの取組について」 

    桐生市役所 

 企画課大学連携推進担当 

     主任 坂主 樹哉 様 

１１． 点 鐘 

 

 

 

 

〈第 2 分区 A ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐〉 山崎 倫義 君(桐生赤城 RC)     〈IM 実行委員長〉大川 一成 君(桐生赤城 RC) 

〈桐生赤城 RC会長〉 小林 博子 君 (桐生赤城 RC)       〈株式会社 CICAC代表〉 今氏 一路 様 

〈一の湯〉山本 真央 様 

〈卓話者〉桐生市役所 企画課 大学連携推進担当 主任 坂主 樹哉 様 

 

IMのご案内 
 

桐生赤城 RC 

第 2 分区 A 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

山崎 倫義 君 

IM 実行委員長 

大川 一成 君 

会長 小林 博子さん 

 

2 月 19 日(日) 点 鐘：１０：00 

 場 所：桐生地域地場産業振興センター 

 テーマ：環境 

 基調講演：桐生自然観察の森 

 元所長 寺内優美子様 

 当クラブ発表者： 飯塚 荘一 君 

 

各クラブ 15 名登録人数制限がありますので、当日は、

ハイブリット方式(YouTube配信)もご覧ください。 

 

 

 

 

 

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、69 年前の 1954 年 2 月 15 日例会の週報につ

いてお話をさせて頂きます。皆さんご存じの通り、桐生

RC は毎例会の週報をクラブ会報情報委員会が担当し

発行しています。また、ホームページは当該年度を中心

に掲載されておりますが、今のホームページに変更した

のは、2019-2020 年度です。それ以前のホームページ

は坪井良廣会員が個人で作成して頂いておりました。

そこに 1957 年 1 月からの週報や 2009 年の山﨑会長 

年度からの現況報告書が掲載されております。今日は

その中から、1954 年 2 月 15 日例会の卓話について、

お話をさせて頂きます。当時の前原桐生市長が旧桐生

市と相生、広沢、菱（栃木県）、笠懸等との合併に向け

たお話が掲載されております。合併の結果、現在よりも

多い 12 万人の人口になったそうです。詳しくは、ホーム

ページをご覧ください。 

 

出席 100％表彰 

 

 

 

ようこそビジター 

須永 博之 君 10 回 

小林雅子さん 2 回 



 

会長の時間 

 本日は、桐生赤城ロータリークラブ所属の第 2 分区Ａ

のガバナー補佐山崎倫義君、ＩＭ実行委員長大川一成

君、桐生赤城ロータリークラブ会長の小林博子君に 2月

19 日に行われる桐生赤城ロータリークラブ主催の第 2

分区ＡのＩＭの勧誘と説明にお越しいただきました。 

 先程、大川委員長がお話をされましたが今回のＩＭは、

コロナ禍の影響もあり、各クラブ 15名の出席と人数制限

がなされております。桐生クラブにおきましては、今回は

そうした状況を考慮し理事の方中心に出席させていた

だきます。なお、当日のＩＭはハイブリット方式(ＹｏｕＴｕｂ

ｅ配信)も行われますので全会員の方が参加出来ます。

視聴方法につきましては後日連絡させていただきます

ので、大勢の皆様の参加をお願い致します。 

 なお、今回のＩＭのテーマは「環境」です。本日の卓話

ＳＤＧs にも関係する大きなテーマですが、「環境」に関

するＩＭは、中野正美ガバナーの今年度の基本方針の 

一つになっています。地球温暖化など環境問題を無視

しては、持続可能な社会の実現は成り立ちません。クラ

ブとして会員個人としても環境問題を考えて行かなけれ

ばなりません。 

 今回のＩＭにおいて、各クラブから 1 名ずつ環境の視

点から発表することになっております。桐生クラブからは、

飯塚荘一君が「たつ吉におけるＳＤＧs」について発表し

ていただきます。発表を快く受けていただきました飯塚

君には心より感謝申し上げます。 

 さて、今もまだ新型コロナウィルスの新規感染者、イン

フルエンザの感染者は依然として減らず、まだまだ感染

予防に注力しなければならない日々が続いております。 

今週は 10 年に一度と言われる大寒波が来る予報が出

ております。会員の皆様には引き続き身体には十分に

留意されまして、来週の優良従業員表彰例会には元気

なお姿でご参加いたがけますよう心よりお願い申し上げ

ます。 また、1 月 28 日土曜日には、ウクライナ避難民

支援チャリティー講演会が開催されます。桐生クラブか

らは、ランドルフさんが会場への参加、私と久保田幹事、

平岩さん、松本さんがＺＯＯＭで参加致します。 

 

《報 告》 

・1/16 定例理事会 

 

《予 定》 

・例会終了後、次年度理事役員予定者会議 

・1/26 桐生 4RC 会長幹事会 

・1/28 ｳｸﾗｲﾅ避難民支援ﾁｬﾘﾃｨｰ講演会 5 名 

 

幹事報告 

・例会終了後、次年度理事役員予定者会議があります

ので理事役員の方は、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５年１月２３日) 

総員６９名：出席５０名 

令和４年１２月１９日例会修正出席率：８６．９％ 

 

ニコニコボックス 

第 2分区 A ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐山崎倫義君／澤田匡宏君…桐

生市役所坂主様卓話ありがとうございます／須永博之

君…ロータリー情報アワーをさせて頂きます／水越稔幸

君…母の葬儀では、会長、幹事をはじめ多くの会員の

方々にご会葬頂きありがとうございます。感謝／齊田泰

史君…今日よりご縁がありまして入会させて頂きました

／牛膓章君…誕生祝／須永博之君、小林雅子さん･･･

出席 100％。 

 

一の湯復活活動 

 

3年半前に廃業してし

まった 110 年の歴史

がある銭湯を復活さ

せる為、皆様のご協

力お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

１．SDGs(持続可能な開発目標)について 

★ＳＤＧｓとは？ 

SDGs（持続可能な開発目標）とは？ 

・SDGｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開

発目標）は、 

「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現

を目指す世界共通の目標 

・2015 年 9 月の国連サミットで全会一致で採択。 

・地球規模の問題（例：貧困、気候変動、ジェンダー不

平等）を解決するため、 

「誰一人取り残さない」という共通理念のもと、2016 年～

2030 年までの 

17 の目標を設定（その下に、169 のターゲット（より具体

的な目標）を設定） 

 

 

 

 「桐生市における SDGｓの 

取組について」 

 桐生市役所 

企画課大学連携推進担当 

  主任 坂主 樹哉 様 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．桐生市における SDGs の取組について 

職員の理解促進や情報収集のための取組 

★職員等を対象とした SDGs に関する勉強会 

★「地方創生 SDGs 官民連携プラットフォーム」 

への参画 

★「SDGs 日本モデル」宣言への賛同 

★「SDGs ぐんま連絡会議」への参画 

 

「持続可能な開発目標(SDGs)を桐生市の 

まちづくりに生かす条例」の制定 

SDGs の理念を反映させた「桐生市第六次総合 

計画」の策定 

広報、チラシ、報道発表資料等へのアイコン表示 

市民の声アンケートにて SDGs に関する調査 

市ホームページの情報拡充 

SDGs 啓発動画「いますぐできる！SDGs」 

シリーズ 

群馬県連携事業「未来共創ワークショップ 

～桐生みどり～ 」 

〇SDGs 達成に向けた 桐生市の取組 

フードバンク事業 

農業生産基盤の構築 

ＡＥＤ緊急貸出協力施設の登録と公表 

後発（ジェネリック）医薬品の促進 

健康づくりと介護予防・重度化防止の推進 

スポーツ推進事業 

文化振興事業 

未来創生塾支援事業 

ブックスタート事業 

男女共同参画推進事業 

安全・安心な水道水の供給 

温暖化対策の推進 

障害者の雇用の促進 

新製品・新技術の開発支援 

手話体験教室の開催 

景観形成事業 

公共交通の充実と利用促進 

歴史的風致形成建造物保存整備事業 

ごみ減量と再資源化の推進 

防災・減災対策の推進 

汚水・雨水処理の推進 

絶滅危惧種カッコソウ保全事業 

防犯対策事業 

子ども家庭総合支援拠点 

桐生市は、様々な課題をあらゆる“つながり”によ

って解決するまち 「シェアリングシティ桐生」の

実現のために、市民の皆様をはじめ、事 業者や各

種団体等との官民共創のまちづくりを進めてい

ます。 ゴール 17 を特別なゴールと位置付け、市

民参画の充実を図るととも に、公民連携や産学

官連携による様々な取組を推進していきます。 

 

パートナーシップによる官民共創の事例 

○市長対話集会「笑顔のふれあいトーク」 

まちづくりミーティング 

○大学連携事業 

○市民活動推進センター事業・市民活動推進事業 

 

これまで紹介した事例以外にも様々なSDGs達成

のための取組を行っています。 

生活困窮者自立支援事業 

食育推進事業 
地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援の推進 

 子育て世代包括支援センター 

救命率の向上 

桐生市奨学資金貸付事業 

桐生市 ICT 教育推進事業 

外国語教育指導事業 

サイエンスドクター事業 

放課後子供教室事業 

郷土資料調査事業 

放課後児童クラブ運営事業 

人権啓発事業 

シティブランディング事業 

道路交通網の整備 

きりゅう暮らし応援事業 

黒保根支所地域活動推進事業 

公共交通空白地有償運送事業 

定住促進事業 

出火率の低減 

広報事業 

無戸籍者問題への取組 

行政改革及び行政のデジタル化の推進 

包括連携事業 

桐生市をよりよい地域として発展させるためには、 市

民、国や関係自治体、民間企業、NPO などの あらゆる

方々との連携・協力が必要不可欠です。 みんなの力で

ＳＤＧｓを推進していきましょう！ 

                                

      本日の食事       ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

 

    ｶﾌｪ＆ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ emu 


