
 

 

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３１１８回例会 
(７月２２日(月)第３例会) 

７月２９日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 2018-2019 年度収支決算報告 大島千賀子さん 

５． 2018-2019 年度会計監査報告 山﨑 一順君 

６． 前年度会長挨拶          松島 宏明君 

７． ポール・ハリス・フェロー表彰   新井 智二君 

８． ロータリー情報アワー 

９． 会長の時間 

１０． 幹事報告 

１１． 委員会報告 

１２． ガバナー補佐講話 

国際ロータリー第 2840 地区 

群馬第 2 分区 A ガバナー補佐 坪井 良廣君 

１３． 点 鐘 

 

〈国際ロータリー第 2840 地区群馬第 2 分区 A ガバナー補佐〉 坪井 良廣君 

 

2018-2019 年度 

収支決算報告 

 

 

 

会計監査報告 

 

 

 

 

前年度会長挨拶 

 

 

 

 

ロータリー情報アワー 
           ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 吉田 栄佐君 
ロータリー情報委員会とは、以前の会員研修委員会の

ことであります。会員研修委員会と同様、直近 3 代の会

長経験者により構成されております。委員は、それぞれ

3 年間にあたり当委員会の委員長という事になります。

任務としましては、会員の皆様にロータリークラブにつ 

 

いての情報、特典、責任等についてお知らせする事で

す。特に新入会員にはロータリーをよく理解してもらい、

ロータリアンとして早く活動してもらえるようロータリーの

歴史、綱領、活動状況を知らせたり、活動の理解を深め

て頂くために資料などを提供し、研修会を開くなどがあ

ります。また、年 6 回隔月の第 1 例会においてロータリ

ー情報アワーの時間を頂いております。もう一つ、この

委員会は次次年度の会長候補を決めるという大きな任

務があります。9 月中に開かれる会長指名委員会(元会

長、幹事経験者全員がメンバー)に会長候補者を選任し、

内諾を得て会長指名委員会に推薦することです。 

会長・幹事候補者推薦手続 

（１）元会長・幹事会（指名委員会）は会長候補者を推薦 

  する時は、会長候補者推薦委員会（以下『推薦会』と 

  いう）に委嘱する。 

（２）推薦会の委員は６名とし、元会長より３名、元幹事よ 

   り３名をそれぞれ新しい順位をもって構成する。 

（３）推薦会の委員長は、先任元会長とする。 

（４）推薦会の結果は委員長が指名委員会（元会長・幹 

  事会）に報告する。 

（５）会長候補者がその年度の幹事候補者を決める。 

（６）但し、幹事候補者が決まらない場合は、推薦会に 

  委嘱する。 

 

会長の時間 

「桐生ロータリー、桐生倶楽部、桐生ＪＣについて」 

 

ようこそビジター 

ロータリーは 

世界をつなぐ 

 

 会計監査 山﨑一順君 

 会計 大島千賀子さん 

 直前会長 松島宏明君 



 

 今日は、桐生ロータリー、桐生倶楽部、桐生ＪＣについ

てお話をさせて頂きます。 

私が若いころ在籍した桐生ＪＣは、この桐生倶楽部を活

動の拠点としており桐生倶楽部をとても大切にしていま

した。あの頃は副理事長になると桐生倶楽部の社員に

なると決められていましたので、多くの会員が今でも社

員になっています。 

 桐生倶楽部の歴史を桐生倶楽部 50 年史で見ると、桐

生町を中心とした近隣町村の有志が中心となり、郷土

発展のための社交クラブとして「桐生懇話会」を明治 33

年 9 月に誕生させました。 

その後、桐生懇話会のメンバーが中心になり大正 7 年 9

月「社団法人桐生倶楽部」設立、現在の桐生倶楽部建

設し大正 8年 12月竣工させ、町外からの来客の社交の

場「桐生の茶の間（客間）」として多くの著名人も迎えた

と記録されています。 

 桐生倶楽部に昭和 22 年青年部が発足、昭和 24 年に

解散するまで上記三団体で活躍された故小池久雄氏

など社員の子弟を中心に様々な活動が行われたと記録

されています。 

桐生ＪＣは、昭和 25 年に一度発足しましたが、朝鮮戦争

の動乱などにより昭和 29 年に解散してしまいました。そ

の間、桐生ロータリークラブが、群馬県初のロータリーク

ラブとして昭和 28 年 3 月に桐生倶楽部関係者を含め

設立されました。その後、前橋ロータリークラブのスポン

サークラブとなり設立を支援しました。その返礼として、

昭和 31 年に前橋ＪＣがスポンサーとなり現在の桐生 JC

が、日本ＪＣに再入会を果たすことが出来ました。40 歳

で卒業する JC ですが、その後、多くの会員が縁のある

桐生ロータリークラブに入会しております。 

この様に桐生ロータリーと前橋ロータリー、桐生 JC と前

橋 JC との相関関係があります。 

そして、その親ともいえるのが、この桐生倶楽部と言える

のではないでしょうか？ 

私たちもこの歴史や関係を理解し、今後も桐生ロータリ

ークラブは、桐生倶楽部を拠点として、大切に守って行

かなければならないと思います。 

 

《報 告》 

・7/12 夢計画企画特別委員会 家庭集会 

・7/13 IAC 年次大会 

     森会長エレクト・桑原奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長 

・7/13 地区 R 財団委員会 Randolph 留利子さん 

・7/14 地区ローターアクト提唱クラブ合同例会 

     幹事・桑原奉仕プロジェクト室長 

・7/15 海の日(祝日)休会 

 

《予 定》 

・例会終了後、第 1 回クラブ協議会 

・7/23 S.A.A 家庭集会 

・7/24 家族会総会 たつ吉 

・7/24 桐生 4RC 会長幹事会 

・7/25 キッズバレイ未来の夢打合せ  

   会長・幹事・桑原奉仕プロジェクト室長 

   澤田職業奉仕委員長・中山社会奉仕委員長 

   野間国際奉仕委員長・岩崎青少年奉仕委員長 

・7/25 桐生 RAC 初例会 

   会長・幹事・桑原室長 

   岩崎青少年奉仕委員長・松田副委員長 

   Randolph さん・丹羽さん 

・7/26 桐生 4RC 女子会 

    田中さん、Randolph さん、青木さん、丹羽さん 

 

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、桐生西、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。 

・日本のロータリー100 周年記念ピンバッジ 1 個 200 円 

 で頒布されます。前回も回覧致しましたが、再度回覧 

 致しますのでご希望の方はご記入お願い致します。 

・例会終了後、クラブ協議会を開催致しますので、理事 

 役員、各委員長は、ご出席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(令和元年 7 月 22 日) 

総員 68 名：出席 44 名 

令和元年 7 月 1 日例会修正出席率：81.25％ 

 

ニコニコボックス 

群馬第 2 分区 A ガバナー補佐坪井良廣君…卓話をさ

せて頂きます／須永博之君…坪井ガバナー補佐をお

迎えして／荒木千恵子さん…長い間休会致しましたが、

お陰様で足、腰の痛みも良くなりました。大変ご心配を

お掛け致しました／富澤剛君･･･出席１００％。 

 

社会奉仕委員会 

桐生市ごみ減量化推進協議会よりフードバンク事業へ 

の支援ご協力の案内が届いております。不要となった 

もののまだまだ需要がありそうな品物、賞味・消費期限 

が 2か月以上残っている食品等ありましたら事務局へお

願い致します。 

 

講 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生山鳳仙寺住職  

平成１年７月３日  桐生ロータリー入会 

ロータリー歴 ３１年  

ロータアクト委員長  連続５回 

２０１４ー２０１５ 桐生ロータリー会長  

       副会長 前原 神様 仏様コンビと言われた 

米山奨カウンセラー  黄さん 苗さん 

１年交換留学生    エバシュナベル「ドイツ」４ヶ月            

              ブルーノ「ブラジル」３ヶ月 

地区出向 10 回 

平成１１年１２年１３年 ローターアクト委員 

「ガバナー補佐講話」   

  

群馬第 2 分区 A 

ガバナー補佐 坪井良廣君 

 



 

平成１４年         ロータ-アクト委員長 

       「平成１３年ベトナム ・平成１４年サイパン研修」 

平成１５年 米山奨学委員 

平成１６年 新世代奉仕委員長 

        「台湾インターアクト研修団長」 

平成１７年 広報委員 

平成２０年 管理運営委員 

平成２４年 地区副幹事 

       「疋田ガバナーと１２ロータリー訪問」 

令和元年  ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生 RC 地区出向者 

ガバナー諮問委員会   疋田博之 さん 

女性ネットワーク委員会 疋田博之 さん 

地区研修副委員長    松島宏明 さん 

米山奨学委員会      大友一之 さん 

グローバル委員    ランドルフ留利子 さん 

 

2019 年規定審議会重要な変更 

出席 メークアップ 

ロータリアンは、欠席した例会のメークアップを同じロー

タリー年度内に行うことが出来ます  

 

地区のクラブ活性化支援 

・地区ウェブサイト 

・卓話･研修出前サービス 

・クラブ研修支援 

2840 地区ウェブサイト http://www.rid2840.jp/ 

 

 

家族会総会 

 

IAC 年次大会 

 

 

 

卓話･研修出前サービスの実施 

１．ロータリー・カレンダーによる特別月間の 

  卓話講師派遣 

  テーマ該当地区委員長（または委員・カウンセラー、 

  アドバイザー、米山奨学会は理事・評議員）が対応 

  する。 

２．「奉仕の理念」「ロータリーの歴史・活動」の卓話 

   講師派遣 

３．元気なクラブづくり（CLP）ガイダンス 

    地区研修委員会・管理運営委員会が対応する。 

４．クラブにおけるロータリー研修支援 

    地区研修委員会が対応する。 

５．その他 クラブのニーズによる依頼 

 

ガバナー補佐の役割と責務 以前は分区代理 

ガバナー補佐の主な役割は、ガバナーを援助すること

によって、担当するクラブの効果的な運営をサポートす

ること 

ガバナー補佐の責務 

ガバナー補佐は、ガバナーおよび担当クラブに対して

以下の責務を担います。 

• 地区目標の設定を援助する 

• ガバナーのクラブ公式訪問のスケジュールを調整する 

• クラブの強みと弱み、目標に向けた活動の進捗をガバ 

 ナーに伝える 

• 地区の行事と活動に参加する 

• 地区チーム研修セミナーに出席する 

• 会長エレクト研修セミナー（PETS）と地区研修・協議会 

 に出席する 

• 将来にリーダーとなれる人材を探し、育成する 

 

ガバナー補佐の具体的活動 

1. 分区内クラブの課題抽出とクラブ目標の進捗管理表 

  の作成（ガバナー補佐が独自に作成して自己管理し 

  てください） 

2. 分区内クラブの会員増強についての具体的活動の 

  支援について 

3. 細則改正を伴う特別会員制の検討の推奨について 

4. 分区会長幹事会における、ガバナー補佐運営スケ 

  ジュール表に基づいたクラブの運営サポート・リーダ 

  ーシップの発揮 

5. ロータリー賞、ガバナー賞へのエントリーのサポート 

6. 年度開始前のクラブ実務のサポートと進捗管理 

  (1)Ｒ財団寄付目標数値の入力(6 月中旬まで) 

  (2)ロータリークラブセントラルへの入力(6 月中旬まで) 

  (3)会員のマイロータリーへの入力勧奨 

  (4)戦略計画・研修計画の作成 

  (5)クラブ現況報告書の充実 

 

ガバナー公式訪問 桐生ＲＣ 9 月 30 日(月) 

ガバナー公式訪問の目的  

ガバナー自身が地区内の各クラブを以下の目的をもっ

て訪問するものであります。 

1. ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を持たせ 

  る。 

2. 弱体クラブ、あるいは問題を抱えたクラブに関心を払 

  う。 

3. 奉仕活動参加へのロータリアンの意欲をかきたてる。 

4. クラブの定款と細則が、ロータリーの組織規程を遵守 

  していることを確認する。 

5. 顕著な貢献をした地区内のロータリアンをガバナー 

  自ら表彰する。 

 

 



 

ガバナー公式訪問要項 

訪問時は、ガバナー、ガバナー補佐、及び地区幹事又

は分区担当副幹事のいずれか 1 名の計 3～4 名が原

則訪問します。  

クラブ役員との懇談会(例会前５０分) 

会長・幹事・会長エレクト・クラブ研修リーダー・副会長・

会員増強委員長・公共イ メージ委員長・クラブが課題と

認識している担当委員長等、及び地区役員、インター

ア クト・ローターアクト提唱クラブは、各会長も出席して

ください。 

 クラブの課題について協議するとともに、地区運営に

ついても意見交換を行う 

例会 60 分 ガバナスピーチ(25 分程度時間を割いてく

ださい。) 

クラブ協議会 例会後(６０分)双方向の協議 

懇談会参加者のほか、各委員長、新入会員を義務出席

とし、会員全員に出席を奨励し てください。本年度は、

特に地区とクラブの双方向性をキーワードとしておりま

すので、 双方向の協議が十分できるような設営をお願

いします。協議内容については以下の項目 を入れてく

ださい。  

① クラブの課題・目標の進捗状況の確認  

② 地区運営・地区事業についての意見交換 

 

森田ガバナー年度 

RI 会長テーマ 

  「ROTARY CONNECTS THE WORLD」                    

    ―ロータリーは世界をつなぐ―  

地区ガバナーテーマ 

  「クラブイノベーション CLUB INNOVATION」 

―クラブの将来像を明確にし クラブ改革を実践しよう―  

地区運営方針   連続性・双方向・より良く 

 

2019‒2020 年度地区テーマは『クラブ イノベーション』 

クラブの 将来像を明確にし クラブ改革を実践しよう 

クラブ、会員の皆様におかれましては、戦略計画を策定

し、会員増強計画、研修計画を作成 し、場合によって

は定款や細則の変更も行うなど、クラブの将来像に向か

って邁進されること を期待いたします。 地区としまして

も、インターアクターやローターアクターの卒業生を含

む若い人たちの、特 色あるクラブの創立を目指したい

と考えております。 お互いに精進しましょう。 

 

高齢会員を対象とする特別会員制を採用したクラブに

対する地区分担金の軽減（案） 

 

地区ロータリー奨学金制度要諦(案)国内の生徒 

 

新クラブ結成プロジェクトチーム編成（案） 

 

 

 

 

 

 

 

〇IM について  令和 2 年 3 月 29 日 

 会場 桐生プリオパレス 

 担当 桐生 RC   

 実行委員長  竹内靖博君 

 開催テーマ   クラブ イノベーション 

  (クラブの将来像を明確にし クラブ改革を実践しよう) 

 地区予算 8 万円 

 時間    午後 3 時から 終了後 交流懇親会 

 基調講演    ガバナー  30 分   

 スタイル    パネルディスカッション フォーラム      

          RLI 方式双方向容疑 120 分 

 IM とロータリーデーを同時に行う 植樹等 

 

〇第 2840 地区 地区大会 

 テーマ 「全世界におけるポリオ根絶に向けて」 

 日 時  令和元年 10 月 27 日 

 午前 午後 太田市新田文化会館で大会 

 夕方     伊勢崎プリオパレス 

  講演 「輝いて生きる」 

  講師 ジュディ オング氏(ポリオアンバサダー) 

 

家族会総会 

７月２４日(水)たつ吉にて 

 

 

 

 

 

 

 

家族会総会が開かれ 2019-2020 年度新役員紹介、

2018-2019 年度会計報告等行われました。松島靖恵前

会長お疲れ様でした。 

 

IAC 年次大会 

７月 13 日(土)太田市立太田高等学校にて 

 

 

 

 

 

 

 

森会長エレクト、桑原奉仕プロジェクト室長、桐生第一

高校 IAC7 名と顧問の先生が参加されました。 

                                     

     本日の食事          ✿本日のお花✿ 

 

 

     

 

 

 

        

       若 宮 

 


