
 

 

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３２１０回例会 
(２月２７日(月)第２例会) 

３月１３日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 新会員入会式 

宗教法人 圓満寺 責任役員 生方 龍瑞 君 

⑴ 推薦の言葉  田中 一枝さん 

⑵ バッチの贈呈 

⑶ 歓迎の言葉 

⑷ 新会員挨拶 

５． 会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

８． 卓 話 

「桐生から日本を代表する 

IT会社をめざす」 

株式会社 CICAC 代表 今氏 一路様 

                 薗田 佳介様 

９． 点 鐘 

 
〈卓話者〉 株式会社 CICAC 代表 今氏 一路 様   〈米山奨学生〉 姚 丹 様 

                      薗田 佳介様 

 

新会員入会式 

 

 

 

 

 

退会挨拶 

 

 

 

 

 

 
今回ご挨拶のお時間を頂きありがとうございます。  

 実は、 4 月より故郷である岡山県に U ターン移住を

することになりまして、それに伴って桐生ロータリーを退

会することになりました。この場をお借りしてご報告と感

謝の気持ちをお伝えさせて頂きたいと思います。  

 約 1 年半前に田中社長にご推薦いただいて入会さ

せて頂き、ありがたいことに桐生出身ではなく、経営者

でもない私のことを温かく迎えていただき、右も左も分か

ら な

い中色々とフォローを頂きながらのロータリー活動 

 

の中で多くのことを学ばせていただきました。  

 ご自身の会社を経営されその他にも色々な役職をお

持ちの中でロータリアン精神に則って熱意を持って、地

域や世界に向けて奉仕をされている姿を間近にするこ

とができとても幸せな時間を過ごすことができました。  

 ここで得たものを大切に自分の中で育てながら、これ

から岡山で仕事をしていく中でも故郷の町をもっと活気

づけられる活動に繋げて行きたいと考えております。  

 お伝えしきれないくらいの感謝の気持ちを持って、皆

様の益々のご発展とご活躍を祈念して大会のご挨拶と

させていただきたいと思います。本当にありがとうござい

ました。 

 

米山奨学金授与 

 

 

 

 

 

 

宗教法人 圓満寺 

責任役員 

生方 龍瑞 君 

ようこそビジター 

米山奨学生 

  

 姚 丹 様 

宮嶌 万貴美さん 



 

会長の時間 

 2月 19日日曜日に、赤城ロータリークラブの主催で桐

生地域地場産業振興センターにおいて第 2 分区ＡのＩ

Ｍ(インターシティ・ミィーティング)が開催されました。コ

ロナ禍の影響で、赤城ロータリークラブ様より各クラブ 15

名との人数制限があり、桐生ロータリークラブからは発

表者の飯塚会員を含め 16 名の方が出席していただき

ました。当日は、来場出来ない方向けにインターネット

配信も行っており、参加の仕方は１３日の例会でお知ら

せ済みでした。テーマは、中野正美ガバナーが推奨さ

れている「環境」です。基調講演は、故塚越平人会員の

お嬢様で故塚越紀隆会員の妹さんで桐生自然観察の

森の元館長の寺内優美子さんで題目は、「環境の保全」

でした。世界では鳴神山にしか自生していないカッコソ

ウを保全していく、カッコソウを保全していくにはカッコソ

ウだけではなく、周りの環境も整備していくことの大切さ、 

地域の自然を守る大切さを強調されていました。私も恥

ずかしながらカッコソウの存在を初めて知りました。 

 桐生ロータリークラブは、飯塚会員が「たつ吉ＳＤＧｓ」

について発表していだきました。食品ロスの削減に務め

ていることや地産地消を心がけていること、従業員の休

日取得など働く環境にも考慮していることＳＤＧｓの１７の

テーマにそって持続可能な社会の実現に会社として取

り組んでいることを丁寧に発表していただきました。忙し

い中快く桐生ロータリークラブの代表として発表してい

ただいた飯塚会員には心より感謝申し上げます。 

また本日は、圓満寺住職の生方龍瑞さんが田中一枝さ

んの推薦により入会されました。生方龍瑞さんの入会を

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、推薦者の田中一枝さんには心より感

謝致します。 

 悟りを開いていらっしゃる生方龍瑞さんに凡人の私が

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、今後の生方龍瑞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。生方龍瑞さ

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》 

・2/14 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 

・2/23 創立 70 周年記念式典 試食会 

 

 

 

 

 

 

《予 定》 

・例会終了後、創立 70 周年特別委員会 家庭集会 

・3/4 米山奨学生修了式 森ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ 

姚丹さん・青木ｶｳﾝｾﾗｰ 

ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金管理セミナー補講 

 桐生 RAC 幹事 栗崎君 

 

・3/5 桐生 RC 創立 70 周年記念式典 

 美喜仁桐生文化会館スカイホール 

    式典：11 時 祝賀会：12 時 10 分 

・3/6 5 日桐生 RC 創立 70 周年記念式典に振替 

の為、休会 

・3/7 新会員セミナー打合せ 松島地区研修委員 

・3/8 ポリオ撲滅ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 会長、腰塚君、 

平岩さん、宮川君 

・3/11 PETS・SETS 次年度大友会長、中山幹事 

             森ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ、後藤君 

松島君、須永君、Randolph さん 

         桑原君、飯塚君、柳君、澤田君

久保田君、青木さん、富澤君 

 

幹事報告 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いております。 

・桐生南、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。 

・次週 3 月 6 日(月)は、5 日(日)創立 70 周年記念式典

振替の為、休会となります。次回例会は、3月 13日で

すので、お間違えの無いようお気をつけ下さい。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和５年２月２７日) 

総員７１名：出席５４名 

令和５年２月１３日例会修正出席率：７９．４％ 

 

ニコニコボックス 

澤田匡宏君…飯塚君 IM での発表ありがとうございまし

た／澤田匡宏君、水越稔幸君、久保田寿栄君、田中一

枝さん…生方龍瑞君の入会を歓迎して／北川洋君…

毎年のスポーツ功労賞授賞式が無事に終わりました／

水越稔幸君…遅くなりましたが野口君の入会をお祝い

して／柳明彦君…ようこそ今氏様／松本哲也君…横浜

銀行本店ビルで開催した桐生織物販売会大盛況でし

た／齊田泰史君…ゴルフ部に入会しました。腰塚部長

よろしくお願いします／齊田泰史君…飯塚先輩ＩＭお疲

れ様でした。カッコ良かったです／山﨑一順君、島田直

樹君…誕生祝。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 CICAC 

代表 今氏一路様  薗田 佳介様 

「桐生から日本を代表する IT 会社をめざす」 

株式会社シカクとは？ 

桐生をテーマにした 2 つのサービス 

2017 年  東京都渋谷で法人化 

2021 年  桐生に移転 

企業システム開発・運用 

自社サービスの開発・運用 

DX （デジタルトランスフォーメーション）   

データとデジタイル技術を活用し、製品や 

サービス、ビジネスモデルだけでなく、業務 

や組織、企業文化・風土を変革し、競争上の 

優位性を確立すること 

 

桐生タイムス電子版 

1945 年の創刊からの紙面のフィルムデータ 

↓ 

文字化（データ化）  グーグルの検索ボットに提供 

↓ 

眠っていた財産を有益化 

現状の企業の状況 

↓ 

DX をベースに最適をご提案 

 

桐生での若者の育成・雇用 

社員も含めたメンバーの桐生率 100％ 

メンバーの平均年齢 24 歳 

 

シカクにシステム発注 

↓ 

最適な DX の構築（利益増） 

↓ 

桐生の若者が躍動する 

ファンディング桐生 （桐生特化型ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ） 

総支援金額：15,425,310 円 

支援企業数：136 社 

支援個人数：426 名 

 

ファンディング桐生 2.0 

地元企業・銀行・団体と解決していく地域の 

課題ファンディングシステム 

プロジェクト発起人 

↓ 

クラウドファンディング システム 

         ↑ 

認定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは支援額の一部をサポーターが充填 

 

サポーター制度 

桐生商工会議所 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの監査  支援金のﾌﾟｰﾙ 

サポーター企業・銀行・団体  横浜銀行 

 

ファンディング桐生 2.0 

地元企業・銀行・団体と解決していく 

地域の課題ファンディングシステム 

↓ 

全国的に未だ例を見ない  

新しい地域問題の解決の形 

桐生の魅力・リアルを対外に発信するポータルサイト 

 

イベント関連・お店情報・移住情報・住宅情報 

新聞メディア・桐生の歴史・職業・学業・産地 EC 

クラウドファンディング 

２０２３年 夏公開予定 

長時間のご清聴ありがとうございまし 

                                

      本日の食事       ✿本日のお花✿ 

 
 
 

 
 
 

志多美屋 

 
米山記念奨学生終了式・歓送会 

 
3 月 4 日米山記念奨学生終了式及び歓送会が 

ホテルメトロポリタン高崎にて開催されました。 

姚丹さんと青木貴子カウンセラーが出席致しま

した。 
 
 

ファンディング桐生 

                ↓ 

（一般・企業）支援者 


