
 

 

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３１２１回例会 
(８月１９日(月)第２例会) 

９月２日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 出席 100％表彰 

５． 米山奨学生カウンセラー補助費受渡 

６． 会長の時間 

７． 幹事報告 

８． 委員会報告 

 

 

９．  ９. 卓 話「新年度を迎えて」 

 公共イメージ室長   木村 洋一 君 

 会員組織強化室長  坂入  勝 君 

      会員増強研修委員長 増山 大祐 君 

      ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長   吉田 栄佐 君 

      R 財団・米山委員長  森 末廣 君 

      ロータリー財団委員長 大友 一之 君 

      戦略計画特別委員長 柳 明彦 君 

１０．点 鐘

出席１００％表彰 

 

 

 

会長の時間 

皆様、最大 9連休の休みが続きましたが、いかがお過ご

しでしたでしょうか？このところ連日ドライブレコーダー

で撮った常磐道の暴行事件が報道されております。世

の中にドライブレコーダーがどんどん普及しているから

こそのニュースだと思います。今や街中の防犯カメラと

合わせて事故や事件を解決するためにも必要な装置だ

と思います。私の仕事から見てもロータリアンの皆様は、

わが身を守るためにもドライブレコーダーは必須だと思

いお勧めいたします。さて、もう一つ現在ならではのお

話をしたいと思います。この夏休みに都内から帰ってき

ていた娘が、息子が不要になって送ってきて処分に困

っていた新品のガスレンジを見て、ネットに出品したとこ

ろ、ものの 2 分で落札されました。更に、20 キロを超える

レンジをコンビニに持って行くというので、私も手伝いま

したがスマホをレジで見せ、専用の機械から伝票が出て

きて貼るだけでした。その伝票には、相手先も送り主も

名前は一切書いていませんでした。プライバシーはしっ

かり守られているのです。なんとも不思議な世の中にな

ったものです。現在は、産業革命と同じ変革の時代と言 

われていますが、時代の変化は日常に既に起こってい 

るのですね。 

 

《報 告》 

・8/12 山の日振替休日の為、休会 

《予 定》 

・8/19 会長候補者推薦委員会 

・8/20 地区研修委員会 松島地区研修副委員長 

・8/21 青少年奉仕委員会 家庭集会 

・8/21 会員増強研修委員会 家庭集会 

・8/23 戦略計画特別委員会 家庭集会 

・8/24 財団セミナー 伊勢崎プリオパレス  

   疋田 PG、坪井 AG、ﾗﾝﾄﾞﾙﾌ地区補助金委員 

   会長・幹事・会長ｴﾚｸﾄ・大友 R 財団委員長 

・8/24 地区女子会 伊勢崎プリオパレス 

   疋田 PG、青木さん、田中さん、長澤さん、 

   ﾗﾝﾄﾞﾙﾌさん 

・8/26 家族合同納涼会 海鮮ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ美喜仁館 

 

幹事報告 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」が届いており 

 ます。 

・歌津地区復興支援の会より「一燈」が届いております。 

・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(令和元年 8 月 19 日) 

総員 68 名：出席 48 名 

令和元年 7 月 29 日例会修正出席率：70.31％ 

ロータリーは 

世界をつなぐ 

 

 前原  勝君 25 回 

 吉野雅比古君 19 回 

 田中一枝さん 5 回 



 

ニコニコボックス 

須永博之君…今日も沢山の皆様に出席頂けました。あ

りがとうございます／吉田栄佐君、森末廣君、坂入勝君、

柳明彦君、大友一之君、木村洋一君、増山大祐君…卓

話をさせて頂きます／石島久司君…結婚祝／石島久

司君…誕生祝／吉野雅比古君…出席 100％表彰。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

桐生ロータリークラブの地域との活動、関わり合いを広

報で周知、記録していく。地域メディアに積極的に情報

提供する。雑誌「ロータリーの友」に投稿を試みる。 

 会員限定の SNS ページの開設を目指したい。例会に

出席できない会員と情報を共有できるよう、これまでに

ないアプローチを試みる。公共イメージ室のメンバーと

これまでの情報発信スタイルの良い点と改善すべき点

を話し合う。他クラブの取り組みを、メークにより情報収

集したい。 

 

 

 

 

 

 

 

会員組織強化室は、今年度より会員増強研修委員会と

ロータリー情報委員会と新たな２つの委員会があります。

須永会長の基本方針を着実に前に進める役割を担っ

ています。より丁寧な会員増強と同時に入会後研修の

充実を図り(桐生 RC の確かな復活)に貢献したいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 全会員にロータリー精神とロータリーの存在意義を十

分に理解してもらい、桐生ロータリーの歴史と伝統を知

り、クラブに誇りを持てる機会を作ります。 

 ロータリアンにふさわしい人物を推薦していただき会

員増強します。新入会員への活動のフォローアップ、入

会後研修の充実を図ります。 

⑥新入会員を 5 名迎え、70 名体制を確立します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー情報委員会は、ＲＩのテーマのもと須永会長

の方針に従い、ロータリーの情報及び桐生ロータリーク

ラブの歴史などを学ぶ研修会などを開催する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団も米山記念奨学会もロータリークラブの

会員とその支援者からの寄付によってその活動が支え

られております。両委員会で協力し合い、財団・米山奨

学それぞれの意義を当クラブ会員に理解していただくよ

う努め、合わせて寄付目標を達成することができる様に

アピールしたいと考えます。 

同時にロータリー財団・国際奉仕委員会では「未来の夢

計画」の実施、米山奨学委員会では、米山奨学生への

サポートをそれぞれ実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

1. 「地区補助金活用事業」による事業の実施 

「地域で子どもを見守る、子育てを助ける地域子育て支

援事業」を中心に、ＮＰＯ法人キッズバレイが実施する

無料学習の機会に対する支援を実施することにしてい

ます。会員には、「子育て情報マップ」作成のための取

材協力、無料学習支援の補助をしていただき、地域の

子育て環境の対する理解を深める機会とします。 

2. 次年度に向けた「地区補助金活用事業」の立案 

3. 財団寄付の増進 

 

 

 

 

 

 

 

当委員会は今年度新設されました 

従来ありました長期計画特別委員会や企画委員会での

活動や提言もふまえて一年間活動をしたいと思います 

須永会長より２つのテーマをいただいております 一つ

は特別会員制度の導入の検討です もう一つは長期計

画の立案です 委員会で慎重かつ大胆な協議を行い

会員の皆さんにお諮りしたいと思っています。  

「新年度を迎えて」    

 

  公共イメージ室 

  室長 木村 洋一 君 

 

「新年度を迎えて」 

    

会員増強研修委員会 

委員長 増山 大祐 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

会員組織強化室 

室長 坂入 勝 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会 

委員長 吉田 栄佐 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

R 財団・米山奨学委員会 

委員長 森 末廣 君 

 

「新年度を迎えて」    

 

R 財団委員会 

委員長 大友 一之君 

 

「新年度を迎えて」    

 

戦略計画特別委員会 

委員長 柳 明彦君 

 


