
 

 

R.I 会長 マーク・ダニエル・マローニ 

国際ロータリー第 2840地区 2019-2020年度 国際ロータリーのテーマ 

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

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。 

２０１９年 

会長 須永博之 幹事 飯塚荘一 

          クラブ会報・情報委員会  園田誠・高橋弘史・平岩千鶴子 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第３１１６回例会 
(７月１日(月)第１例会) 

７月８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． 新旧会長・幹事バッチの交換 

７． 感謝状ならびに記念品・バッチの贈呈 

８． 役員就任式 

９.  委嘱状の伝達 〈第２８４０地区〉 

ガバナー諮問委員会委員  

女性ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ  疋田 博之 君 

第 2 分区Ａガバナー補佐     坪井 良廣 君 

地区研修委員会副委員長   松島 宏明 君 

米山記念奨学委員会委員   大友 一之 君 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員会委員 ﾗﾝﾄﾞﾙﾌ留利子さん 

1０. 結婚・誕生祝 

１１．乾 杯 

１２．会長の時間 

１３．幹事報告 

１４．委員会報告 

１５．卓 話 「新年度を迎えて」 

  会  長 須永 博之 君 

  副会長 水越 稔幸 君 

 幹  事 飯塚 荘一 君 

 Ｓ．Ａ．Ａ腰塚 富夫 君 

 ｸﾗﾌﾞ管理運営室長 

         田中 一枝さん 

１６．点 鐘

 

群馬第２分区 A ガバナー補佐 坪井 良廣君 

〈桐 生 南RC 会長〉 星野 尚香さん 

〈桐 生 西RC 会長〉 新木 明夫 君 

〈桐生赤城 RC 会長〉 市川 孝江さん 

〈桐 生 南RC 幹事〉 鈴木 章弘 君 

〈桐 生 西RC 幹事〉 山形   剛 君 

〈桐生赤城 RC 幹事〉 杉浦 正明 君 

 

桐生５RC 会長幹事の皆様 

 

 

 

 

 

 

 

新旧会長・幹事感謝状並びに記念品・バッチの交換 

 

 

 

 

    

     役員就任式            

 

 

 

 

 

    委嘱状の伝達 

 

 

 

 

 

ようこそビジター 

ロータリーは 

世界をつなぐ 

 



 

 

結婚祝 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

皆様、改めましてこんにちは、本日より１年間 桐生ロー

タリークラブ 第６７代会長を務めさせていただきます須

永博之です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、第二分区 A の坪井ガバナー補佐を始め、同

期の会長さん、幹事さんにお出で頂き心より歓迎申し上

げたいと思います。５年前に坪井会長のもと幹事を務め

させていただき、少しはロータリーの事を勉強できたと思

っておりましたが、２年前に会長ノミニーになって改めて

クラブの事を知ろうと記念誌や資料を見ていきましたら、

知らないことだらけで、景色が一変してしまいました。 

ロータリークラブは、今日のように１年ごとに会長以下、

すべての役職が入れ替わります。この連続の繰り返しが、

ロータリーの歴史を作ってゆくのだと思います。ある意

味、不連続の連続という事であります。しかし、ここで注

意しなくてはいけないのは、ただ単に繰り返して行くの

ではなく、一年ごとに積み上げて進化して行くことが大

事であると思っています。私ができることは、少しだと思

いますが、１年後に、会員の皆様が、桐生ロータリークラ

ブの歴史や伝統をより理解し、桐生 RC の会員であるこ

とに今より誇りをもっている様になることが、私の目標で

す。このことを、後程の卓話の中でもう少し詳しくお話を

させて頂きます。 

《報 告》 

・6/18 桐生 RAC 最終例会 

    会長・木村直前幹事・松田直前委員長 

・6/21 プログラム委員会家庭集会 

・6/22 会員増強セミナー 

    会長・幹事・増山会員増強委員長 

・6/24 例会休会 ・前年度クラブ協議会 

・6/28 足利 RC 最終例会 

    森会長ｴﾚｸﾄ・幹事・桑原君・柳君 

・6/29 第 1 回定例理事会 

・6/30 山﨑一順君ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ記念ｺﾝﾍﾟ＆祝賀会 

 

《予 定》 

・7/2桐生赤城 RC表敬訪問 

・7/3桐生南 RC表敬訪問 

・7/5桐生西 RC表敬訪問 

幹事報告 

・宮内直前ガバナーより任期満了のお礼状が届いてお 

 ります。 

・第 2550 地区より 2018-2019 年度地区大会記念誌が 

 届いております。 

・高崎北・館林東の各ＲＣより周年記念誌が届いており 

 ます。 

・桐生商工会議所より副会頭就任のご挨拶状が届いて 

 おります。 

・てんかん協会より「からっかぜ」が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・各テーブルに今年度会長方針、委員会構成表、年間 

 行事予定表を置いてありますので、お持帰りください。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和元年 7 月 1 日) 

総員 68 名：出席 54 名 

令和元年 6 月 3 日例会修正出席率：74.62％ 

 

ニコニコボックス 

桐生南 RC 様・桐生西 RC 様・桐生赤城 RC 様…ニコニ

コ箱にご献金いただきました／須永博之君、前原勝君

…桐生 3RC 会長・幹事の皆様ようこそおいで下さいまし

た／舘盛治君、前原勝君、堀明君、津久井真澄君…須

永会長、飯塚幹事年度のスタートを祝して／牛膓章君

…乾杯をさせていただきます／山﨑一順君…昨日のホ

ールインワンコンペ並びに祝賀会では大変お世話にな

りました／本田雄一郎君…前年度をもちまして桐生 RC

ゴルフ部長を退任致しました。約 5 年間にわたり柳君、

野間君、高橋君をはじめゴルフ部全員に協力頂きまし

てありがとうございました。今年度から木村滋洸君がゴ

ルフ部長になります。よろしくお願いします。これからも

ゴルフ部全員でゴルフライフを楽しみましょう／須永博

之君…会長就任、会長ｴﾚｸﾄ・R 財団・米山奨学室長退

任／森末廣君…会長ｴﾚｸﾄ・R 財団米山奨学室長・夢計

画企画特別委員長就任・副会長退任／水越稔幸君…

副会長就任／飯塚荘一君…幹事就任・副幹事・クラブ

会報・情報委員長退任／吉田栄佐君…R 情報委員長

就任／坪井良廣君…会員組織強化室長退任／堀明君

…会員研修委員長退任／前原勝君…直前会長退任／

松島宏明君…会長退任・直前会長就任／木村滋洸君

…親睦活動委員長就任／野間義弘君…国際奉仕委員

長就任・職業奉仕委員長退任／園田誠君…クラブ会

報・情報委員長就任・クラブ管理運営室長・直前幹事退

任／大友一之君…R財団委員長就任・R財団委員長退

任／澤田匡宏君…職業奉仕委員長就任／桑原志郎君

…奉仕プロジェクト室長就任／柳明彦君…戦略計画特

別委員長就任・雑誌広報委員長退任／木村洋一君…

直前幹事・公共イメージ室長就任・幹事退任／後藤圭

一君…副幹事就任・親睦活動委員長退任／増山大祐

君…会員増強委員長就任・奉仕プロジェクト室長退任

／松田秀夫君…青少年奉仕委員長退任／荒木千恵子

さん…ニコニコ箱委員長就任・国際奉仕委員長退任／

大島千賀子さん・・・会計就任・会計退任／小林雅子さ

 北川 貴久君 

 森  末廣君 

 田中  淳君 

 木村 洋一君 

 川島 崇史君 

 久保田寿栄君 

 水越 稔幸君 

 青木 貴子さん 



 

ん…米山奨学委員長退任／田中一枝さん…クラブ管

理運営室長就任・会員増強選考委員長退任／北川貴

久君…副 S.A.A 就任／平岩千鶴子さん…公共イメージ

室長退任／富澤剛君…S.A.A 退任／岩崎靖司君…青

少年奉仕委員長就任・副 S.A.A 退任／中山賀司君…

社会奉仕委員長就任・出席・ニコニコ箱委員長退任／

腰塚富夫君…S.A.A 就任・社会奉仕委員長退任／田

中淳君…出席委員長就任・副 S.A.A退任／青木貴子さ

ん…結婚祝／森末廣君、木村洋一君、水越稔幸君、北

川貴久君、田中淳君･･･誕生祝。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会から、新年度の役員の皆様方の年度抱負を

話していただく事になりますが、例年２か月間の例会卓

話を利用しています。今年は、少し詰めさせていただき

通常卓話の時間を入れさせていただきました。決して就

任の話を軽視しているわけではございませんが、時間

が短くなり申し訳ございません。趣旨をご理解いただき

ます様お願いいたします。 

それでは、年度初めに皆様にお伝えしたい事をスライド

にしてきましたので、そちらを見ながら話をさせて頂きた

いと思います。 

会長就任にあたり、すでに室ごとの家庭集会などで、聞

いて頂いている会員も沢山おられますが、限られた時

間ではありますが、会長所信を改めて皆様に述べさせ

ていただきたいと思います。  

テーマ「桐生ロータリークラブ確かな復活（Regeneration）

へ向けて」今年をかけて輝かしい歴史と伝統を誇る桐生

ロータリーの復活へのきっかけの年としたいと思います。 

チャーターナイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １９５３年１０月２３日に行われたチャーターナイトです。

全国の２３クラブから 275 名の参加を頂き盛大に開催さ

れ、県民・市民に驚きを与えたと記録されております。 

1968 年 355 地区（群馬・栃木・茨城・新潟）の地区大会

を桐生で盛大に開催いたしました。 

 

 

 

 

 

 

ロータリー入門 著書写真 前原勝樹 先生 

桐生ＲＣの歴史と

伝統を作っていた

だいた中心人物

が、前原勝樹ﾊﾟｽﾄ

ｶﾞﾊﾞﾅｰです。前原

先生は、医院を２

年休診してｶﾞﾊﾞﾅｰ

を務め、ＲＩ会長代理も２度経験されている方です。そし

て、先生の著書である「ロータリー入門」は、ロータリー

のバイブルと言われ、今も全国のロータリーで使われて

います。 

スライド④ 年度別会員数・出席率 

この様な輝かしい伝統と歴史の桐生ＲＣですが、現状は

スライドのように会員の減少と出席率の低迷という課題

を抱えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライド⑤ 直近４年間会員動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

そしてまた、直近４年間では、前年の松島会長のもと強

力に女性会員の増強を始め１１名の新入会員を入会さ

せて頂きました。直近４年間に入会された会員２６名で

すが、現在会員数６８名ですので 40％近くになります。

歴史を繋げるために、この方々への研修が急務だと思

います。 

年度目標として、以下を掲げたいと思います。 

 （1）桐生ロータリークラブの歴史と伝統を知り、クラブに 

   誇りを持とう！ 

 （2）特別会員を導入し、シニア会員への敬意と桐生ロ 

   ータリークラブの歴史と伝統を繋げて行こう！ 

 （3）年間例会出席率８５％以上を必ず達成しよう！ 

 （4）組織強化の為の会員増強と次代を担う人材育成 

   を行おう！ 

 （5）地域貢献活動を積極的に行おう！ 

私が、出来ることは少ないと思いますが、今よりもっと会

員同士の友情が深められ、ロータリークラブを知り、好き

になって頂くための機会を、最大限作り、一年後には、 

全会員が、今より桐生ロータリーの歴史と伝統を知り、

桐生ロータリークラブの会員であることに自信と誇りを持

っていられるようにしたいと思っています。 

１年間よろしくお願いいたします。 

「新年度を迎えて」    

 

   会長 須永 博之 君 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

只今ご紹介を頂きました、本年度副会長を務めさせて

頂きます水越稔幸と申します。 

これから一年間須永会長を可能な限り補佐し精一杯の

努力を致す所存でございますので皆様方のご指導、ご

鞭撻、そしてご協力を心からお願い申し上げます。 

副会長の役目は、会長を補佐し会長事故ある時はその

職務を代行する…とあります。須永会長は至って元気

で、病気の話も聞いたことが有りません。又仕事柄、危

機管理もしっかりとして事故は考えられませんので、私

の出番は全く無いと思いますが…敢えて言えば只一つ 

３０年以上の付き合いの中で感じているのは…何事も最

初は凄く頑張り張り切りますが…なかなか自分の思い通

りにならないと、飽きて怒って…もういいやあ…と投げ出

した時が私の出番かなあと思っています。(笑) 

どうか皆さん彼が飽きませんように、怒りません様に好き

に思い切り やらせてあげて下さい。凄いパワーを発揮

するものと思います。苦情は全て私がお受け致しますの

で、どうか宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019～2020年度幹事を務めさせていただきます飯塚で

す。1 年間どうぞよろしくお願いいたします。いよいよと

言いますかついにというかやっとこの日を迎えた感じで

す。2 年前に須永さんから幹事をやってもらえないかと

いう電話をいただきました。自分自身が歴史と伝統のあ

る桐生ロータリークラブの幹事という重責が務まるかどう

か正直とても不安でしたが、須永さんが全面的にバック

アップしてくださるということなので、引き受けさせていた

だきました。1 年前に副幹事になってからは出席する機

会も増えて今年以降は週の半分くらいロータリー活動を

している感じです。今年一年は須永会長が掲げた会長

方針「桐生ロータリークラブの確かな復活へ向けて」を

実現できるように会長を支えていけるように全力で幹事

という役割をはたしたいと思います。またその為には会

員の皆さんが楽しめるような例会を設営していき、年間

出席率 85％を絶対に達成したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ロータリーは世界をつなぐ」の RI 会長のテーマ及び地

区スローガン「クラブイノベショーン」を受け、例会がより

充実し活気ある質の高いものになるようにしていきたい。 

 また、須永会長の方針であります桐生ロータリークラブ

の確かな復活（Regeneration）へ向けて､全員が楽しみ

に参加し出席率 85％以上が実現出来るような例会をめ

ざし幹事・親睦委員会等の関係委員会と連携を密にし

ながら 1 年間活動していきたいと思っています。 

食事の内容が偏らないように協議して決定する。 

新規のお店も開拓し､季節に合った料理を提供できるよ

うに考慮する。 

毎月第 1 例会での結婚･誕生祝には季節に合ったジュ

ースを用意し､全会員で祝福する。 

納涼会､家族合同忘年クリスマス会等､親睦活動委員会

に協力する。 

 

 

 

 

 

 

 

ｸﾗﾌﾞ管理運営室は、出席委員会・ニコニコ箱委員会・ﾌ

プログラム委員会・親睦活動委員会(今年は出席ニコニ

コ箱が分かれます)からなりますがいずれも例会をより楽

しく、会員相互の絆を深めて、例会の出席率をより一層

高めていく重要な役割を果たす委員会です。その為に

も、室内各 4 委員会の密な交流、連携、情報交換を図り

ながら須永年度の目標であります伝統ある桐生ロータリ

ークラブの確かな復活(リジェネレイション)へのスタート

の成功へ向けて、S.A.A や会員増強委員長とは違い直

接成果が感じられないので難しいところはありますが、

力いっぱい活動してまいりたいと思います。 

                                     

     本日の食事          ✿本日のお花✿ 

 

 

 

     

 

 

 

       吉野家 

 

足利ロータリークラブ 最終例会 

令和元年６月２８日 連岱館にて 

 

    

   出席者 

   森会長エレクト 

   飯塚幹事・桑原室長 

   柳委員長 

 

 

 

「新年度を迎えて」    

 

  幹事 飯塚 荘一 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

  副会長 水越 稔幸 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

 Ｓ．Ａ．Ａ 腰塚 富夫 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

ｸﾗﾌﾞ管理運営室 室長  

      田中 一枝さん 

 


