
 

 

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３１３２回例会 
(１２月２日(月)第１例会) 

１２月９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． 委嘱状の伝達 

７． 新会員入会式 

株式会社 群馬デスコ 代表取締役 小島隆治君 

(1)推薦の言葉 坂入 勝君 

(2)バッチの贈呈 

(3)歓迎の言葉 

(4)新会員挨拶 

 

８． 結婚・誕生祝 

９． 乾 杯 

１０． 会長の時間 

１１． 幹事報告 

１２． 委員会報告 

１３． １３. 年次総会 

１４．点 鐘 

 

 

 

 

 

 

委嘱状の伝達 

 

2019-2020 年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2840 地区 

ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学生 

選考委員 大友 一之君 

 

新会員入会式 

 

 

               株式会社 群馬デスコ 

               代表取締役 小島隆治君 

 

 
歓迎の言葉       会長 須永 博之 

ただいまの入会式により正式に会員となられました小島

隆治君を会員を代表いたしまして、心より歓迎を申し上

げます。あわせて、素晴らしい人材を入会させていただ

いた推薦人の坂入勝会員に感謝申し上げます。小島さ

んは、折箱製造と言うことで、坂入会員や飯塚会員とも

お取引があり、また、商工会議所青年部などの活動で、

すでに多くの会員ともお知り合いかもしれませんが、今

後は、一日も早く当クラブに慣れて頂き、ご活躍されま

すことを願っております。先週事前にお会いさせていた 

 

だいたおりに、趣味や家族のお話を聞かせて頂きました 

が興味深いお話をたくさん持っていらっしゃるので、今

から新入会員卓話が楽しみです。 

 

結婚祝 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

会長の時間 

12 月になり、今年も残すところ 1 か月です。 

7 月に会長就任して以来、ある意味必死に過ごしてきま

したが、過ぎてしまえばあっという間の 5 か月間でした。

会長職は、役員の皆様、何より飯塚幹事と腰塚さんはじ

め SAA の皆さん、田村事務局員の協力なくして全うでき

ロータリーは 

世界をつなぐ 

 

 山﨑 一順 君 

 大友 一之 君 

 木村 滋洸 君 

 飯塚 荘一 君 

 塚越 隆史 君 

 長澤 深幸さん 

 須永 博之 君 

 大友 一之 君 



 

ないこと改めて認識しました。この場を借りて感謝申し上

げます。 

 さて、本日は年次総会です。次年度以降の人事案件

を決める大切な例会ですので、皆様よろしくお願いいた

します。また、次週は、戦略計画特別委員会担当の例

会を行います。特別会員制度など、今後の桐生ロータリ

ークラブにとって節目となる案件を話し合う重要な例会

になりますので、皆様のご出席をお願いしたします。 

終わりに、昔から「終わりよければ全て良し」と言われて

きました。私の好きな言葉です。今年は、平成 31 年で

新年を迎え、令和元年で師走を迎える記憶に残る年に

なりました。会員の皆様にとっても、この一年間様々なこ

とが有ったかもしれませんが、記念すべき年の年越しを

迎えるに相応しい「終わりよければすべて良し」となりま

す事をご祈念申し上げて会長の時間とさせていただき

ます。 

 

《報 告》 

・11/25 夢計画企画特別委員会 家庭集会 

・11/28 桐生 4RC 会長幹事会 

 会長・幹事・坪井ガバナー補佐・竹内 IM 実行委員長  

    

《予 定》 

・12/6 桐生 4RC 女子会 

   青木さん、田中さん、丹羽さん、平岩さん、 

   ﾗﾝﾄﾞﾙﾌさん 

  

幹事報告 

・ガバナー事務所より「ガバナー公式訪問お礼状」が届 

 いております。 

・桐生赤城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(令和元年 12 月 2 日) 

総員 69 名：出席 48 名 

令和元年 10 月 28 日例会修正出席率：71.19％ 

令和元年 11 月 11 日例会修正出席率：84.13％ 

 

ニコニコボックス 

須永博之君、坂入勝君、柳明彦君、飯塚荘一君、増山

大祐君…小島隆治君の入会を祝して／須永博之君…

岡部信一郎会員の叙勲を祝して／水越稔幸君…今日

の総会で森会長エレクトの素晴らしい決意表明を楽し

みに美味しい美喜仁のお寿司を頂きます／岡部順一

郎君…えびす講では大変お世話になり、ありがとうござ

いました／Ｒａｎｄｏｌｐｈ留利子さん…2020 年より桐生市

公立幼稚園7園の英語教育指導を桐生市よりお任せ頂

きました。柳さんにご尽力頂きありがとうございました／

山﨑一順君、岡部信一郎君、木村滋洸君、大友一之君、

飯塚荘一君…結婚祝／須永博之君、大友一之君、増

山大祐君、長澤深幸さん…誕生祝。 

 

 

 

 

1.開   会            幹 事 飯塚荘一 

2.議長指名            会 長 須永博之 

3.定足数の確認         

4.議   題 

  第１号議案   「2021－2022 年度会長並びに 

                2020-2021 年度理事役員選挙」 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号議案  その他 

 

5.次年度理事役員代表挨拶 

 

 

 

 

 

 

 次年度理事をご承認いただきまして、誠にありがとうご

ざいました。あと 7 か月で会長です。活発な例会楽しい

ロータリーライフを来年一年間は、皆様全員の力を借り

て、運営して行きたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

次々年度会長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

ご承認ありがとうございます。これから約一年半の間、ロ

ータリーについて勉強し、しっかり会長を務めさせて頂

きます。 

 

6.閉   会               副会長 水越稔幸 

2021-2022年度 会 長 本田雄一郎君 

2020-2021年度 副会長 桑原 志郎君 

〃 幹 事 後藤 圭一君 

〃 会 計 大島千賀子さん 

〃 理 事 飯塚 荘一君 

〃 理 事 北川 貴久君 

〃 理 事 中山 賀司君 

〃 理 事 澤田 匡宏君 

〃 理 事 柳   明彦君 

2021-2022 年度会長 

   本田 雄一郎 君 

 

2019-2020 年度 年次総会 

 

2020-2021 年度会長 

    森 末廣 君 

 


