
 

 

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３２０９回例会 
(２月１３日(月)第１例会) 

２月２７日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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． 新会員入会式 

宗教法人 浄運寺 副住職 野口 秀明 君 

⑴ 推薦の言葉  吉野 雅比古 君 

⑵ バッチの贈呈 

⑶ 歓迎の言葉 

⑷ 新会員挨拶 

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． Oｎ—Ｌｉｎｅ meeting 

フィリピン プリラン・ローヤル RC 

１３． 点 鐘 

 

 

新会員入会式 

 

 

 

 

 

結婚祝 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

会長の時間 

 本日は、浄運寺副住職の野口秀明さんが吉野雅比古

君の推薦により入会されました。野口秀明さんの入会を

桐生ロータリークラブの会員を代表しまして心より歓迎

いたします。また、推薦者の吉野雅比古君には心より感

謝致します。 

 悟りを開いていらっしゃる野口秀明さんに凡人の私が

言うのは甚だ僭越ではございますが、桐生ロータリーク

ラブには、様々な職業において活躍されている方々、

色々な趣味において卓越した能力を発揮されている

方々など多方面に渡り魅力的な 

方が大勢います。そうした桐生ロータリークラブの方々と

一緒に奉仕活動や親睦を深めることは、今後の野口秀

明さんの人生をより素晴らしいものにすることと確信して

おります。野口秀明さんにとって桐生ロータリークラブが

価値あるものになることを心より願っております。 

 

《報 告》 

・2/6 休会 

   定例理事会 

   70 周年特別委員会 家庭集会 

・2/8 地区研修・管理運営委員会 松島地区研修委員 

 

 

 澤田 匡宏 君 

 松田 秀夫 君 

宗教法人 浄運寺 

副住職 

野口 秀明 君 

 田中一枝さん 後藤 圭一 君 島田 直樹 君 

 竹内 靖博 君 山﨑 一順 君 相沢 崇文 君 



 

《予 定》 

・2/14 森ガバナースタッフ会議 

・2/18 ｶﾞﾊﾞﾅｰ諮問委員会 疋田 PG 

   地区チーム研修セミナー 松島君、須永君、

後藤君、Randolph さん 

・2/19 第 2 分区 A IM 16 名参加 

・2/20 休会 

 

幹事報告 

・ガバナー事務所より、「坂出・坂出東 RC 共同のラジオ

番組」のご案内が届いております。 

 ・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。 

 ・桐生南、桐生西、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和５年２月１３日) 

総員７０名：出席４５名 

令和５年１月３０日例会修正出席率：８４．１％ 

 

ニコニコボックス 

澤田匡宏君、吉野雅比古君、久保田寿栄君…野口秀

明君の入会を歓迎致します／北川洋君…第 69 回堀マ

ラソンが無事終わりました／松島宏明君…ZoomMeeting

させて頂きます／森末廣君…卓話に参加させて頂きま

す／須永博之君…結婚・誕生の皆様おめでとうござい

ます。乾杯させて頂きます／Randolph 留利子さん…ｸﾞﾛ

ｰﾊﾞﾙ補助金ZoomMeetingの成功ををお祈り致します／

澤田匡宏君、松田秀夫君…結婚祝／竹内靖博君、後

藤圭一君、田中一枝さん、相沢崇文君…誕生祝。 

 

Oｎ—Ｌｉｎｅ meeting 

フィリピン プリラン・ローヤル RC 

13:00（日本）/ 12:00（フィリピン） 

（１）挨拶（桐生） 桐生RC会長 澤田匡宏（2022－2023） 

   挨拶（フィリピン） 

（２）紹介（日本 - フィリピン） 

  <桐生 RC> 

  ・森   末廣   パスト会長（2020－2021） 

ガバナーノミニー（2024－2025） 

  ・本田雄一郎   パスト会長（2021－2022） 

  ・大友  一之  会長エレクト（2023－2024） 

  ・松島  宏明  地区研修委員（2022－2023） 

  <RI 2840 地区> 

  ・Randolph 留利子 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員会委員長

（2022－2023）（2023－2024） 

＜RI 3770 地区＞ 

  ・Mr. Pichoy Ramire    パストガバナー / RFC   

 ・Mr. Noli Garcia      ガバナー 

  ＜プリラン・ロイヤル RC＞ 

  ・Ms. Rosario Dalangin   パスト会長 

  ・Ms. Dona Borlongan   ガバナー補佐 

  ・Ms. Archie Leonardo   会長 

 

（３）クラブ紹介 

  ・桐生 RC（ビデオ） 

  ・プリラン・ロイヤル RC（写真・ビデオ） 

（４）質疑応答 

（５）RI 3770 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金 3 件について（フィリピン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フィリピン プリラン・ロイヤルロータリークラブとのＺＯ

ＯＭ Meeting 後記】 

 森会長年度に始まったグローバル補助金事業の実

施国、国際ロータリー３７７０地区フィリピン プリラン・

ロイヤルロータリークラブと初めてＺＯＯＭによる 

Meeting が行われました。グローバル補助金事業の

内容は、プリラン市内公立学校での手洗い、飲料水、

衛生環境の改善です。総事業費は、４０，５００ドル２

月１３日現在の円換算で５３０万円程になります。グロ

ーバル補助金事業の実施状況や報告書の作成など

プリラン・ロイヤルロータリークラブとの交渉は全てラン

ドルフさんが 

行っていただきました。グローバル補助金事業は桐

生ロータリークラブとして行い、現地での事業終了を

確認すべくフィリピンへ行くことが必要ですが、コロナ

禍のため行くことができず、ランドルフさんの尽力で本

日のＺＯＯＭ Meeting になった次第です。英語と日

本語でのMeetingで完璧なる意思疎通は出来ません

でしたが、ランドルフさんの同時通訳により互いの親

睦やロータリアンとしての共有の奉仕の精神は少なか

らず共有出来たと思います。 

 グローバル補助金事業の援助国と実施国のロータ

リークラブ同士のＺＯＯＭ  Meeting はロータリークラ

ブとして画期的な試みだと思います。グローバル補助

金事業の実施、ＺＯＯＭ Meeting を実施していただ

いたランドルフさんに心より感謝致します。 

                                

      本日の食事       ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

        香味屋 



 

 

 

2022-2023 年度 

国際ロータリー第 2840 地区 第 2 分区 A インターシティミーティング 

テーマ：「環境」 

日時：2023 年 2 月 19 日（日）10 時点鐘 （12 時 20 分終了予定） 

場所：桐生地域地場産業振興センター  

ホストクラブ：桐生赤城ロータリークラブ 

10：00 点 鐘 

     国歌斉唱 

     ロータリーソング斉唱  『奉仕の理想』 

     来賓紹介  第 2 分区 A ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 山崎 倫義君 

     黙   祷 

     開会の挨拶  ＩＭ実行委員長       大川 一成君 

     歓迎の言葉  桐生赤城 RC 会長     小林 博子君 

挨   拶   第２分区 A ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐  山崎 倫義君 

挨   拶  RI 第 2840 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ  中野 正美君 

10：20 基調講演 桐生自然観察の森 元所長 寺内優美子様  『環境の保全について』 

11：00 休   憩 

発表 テーマ 『環境』 

11：10 桐生南 RC  星野 尚香君 

11：25 桐生 RC  飯塚 荘一君 

11：40 桐生西 RC  今泉 攻一君 

11：55 桐生赤城 RC 前原美代子君 

12：10 講   評  RI 第 2840 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ   中野 正美君 

点   鐘  第 2 分区 A ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐   山崎 倫義君 

12：20 諸事お知らせ (中野 G,山崎 AG、大川実行委員長、発表者との記念撮影) 

持ち帰り弁当配布(出口受付) 

（IM ライブ配信もあり YouTube にて視聴 ） 

  会社た   
     飯塚荘一


