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第２７０９回例会
（９月２８日㈪   第３例会 ）

１０月１９日号

１.
２.
３.
４.

点　鐘
ロータリーソング斉唱
来訪者紹介
会長の時間 　　　　　　　　　　　　桐生市長　亀山　豊文  様

５.
６.
７.

９.

幹事報告
委員会報告
卓　話  「 市民が主役の桐生づくり 」

点　鐘

〈卓話者〉 桐生市長　亀山　豊文 様
ようこそビジター

国際ロータリー第２８４０地区  ２００９-２０１０年度 国際ロータリーのテーマ

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。
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「市民が主役の桐生づくり 」

桐生市長
亀山　豊文様

平成２１年９月７日例会修正出席率：８９.４％

ニコニコボックス

北川　洋君・山h一順君・牛膓　章君・塚越紀隆君・山口正夫君・佐々木

裕君・川島康雄君・松島宏明君・山崎達也君・須永博之君・澤田匡宏君・

木村洋一君・水越稔幸君・…亀山市長をお迎えして。／藤井征夫君・…楽

天加速ガンバレ。／五十嵐健雄君・…先般の地区ゴルフ大会に入賞する

ことができました。／山崎達也君・…誕生祝・結婚祝。／岡部信一郎君・…

結婚祝。／北川　洋君・…タイムス杯８人制サッカー大会無事終了いたし

ました。桐生サッカー協会を代表して／山口和男君・…１０月１日付で本店

へ桐生支店より転勤になりました大変お世話になりました。／森　末廣君・

…桐生タイムスに記事がのりました。／吉野一郎君・矢野　昭君・北川　

洋君・八木橋祥价君・山h一順君・竹内康雄君・佐々木裕君・岸田信克君・

松島宏明君・木村洋一君・山口和男君・山崎克彦君・・…写真をいただきま

した。

職業奉仕委員会

　優良従業員表彰の推薦が現在１名となっております。是非、該当者があ

りましたら推薦下さい。又、当日の卓話者もご推薦下さい。

会  長  の  時  間
　２週間ぶりの例会ですけども、お彼岸も済み、朝晩めっきり寒くなりまして日

中との寒暖の差がありますので、風邪など引かないようにお気をつけください。

①9/19(土)は、伊勢崎クレインパーク山楽荘にて米山記念奨学セミナーが

開催され森会員にご出席いただきました。

②9/25(金)は、午後７時より吉野家さんにて、指名委員会を行い2011～

2012年度の会長候補者及び幹事候補者が決定致しましたが、規則上私

の口からお名前を言うことが出来ないので、ご了解ください。

幹  事  報  告
○１０月レートは、１ドル=９０円です。

○松倉直前ガバナー事務所より、２００８ー０９年度「地区会計報告書」が届

いております。

○国連UNHCR協会より、根本かおる事務局長退任通知と「第４回

UNHCR難民映画祭」のお知らせが届いております。

○日本てんかん協会より「からっかぜ」とてんかんセミナーのお知らせが届

いております。

○桐生南RCより９月３０日（水）の例会は、職場訪問の予定でしたが、通常

例会に変更の案内が届いております。

○桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各RCより週報到着。

○次週１０月５日（月）は、８日（木）桐生６RC合同夜間例会に振替の為、休

会となります。８日（木）参加される方は桐生プリオパレスにて午後６時３０分

点鐘となります。翌週１２日（月）は、祝日の為休会、１９日（月）は、通常例会と

なりますので、おお間違えないようお気を付け下さい。

委  員  会  報  告

出席委員会

本日の出席（平成２１年９月２８日）：総員６５名・出席３５名
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＊ お 知 ら せ ＊

・「優良従業員表彰」
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矢野　　亨君
八木橋祥价君
川掘　良治君
川村　　隆君
家住　彗路君
根本　正則君
竹内　靖博君
森下　正教君
パストガバナー
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矢野　　亨君

桐生中央ＲＣ会長　菊地　雅子君

桐生中央ＲＣ会長　菊地　雅子君
桐生中央ＲＣ幹事　樋口　一枝君
桐生中央ＲＣ会長　菊地　雅子君

１.
２.
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４.

５.
６.
７.
８.

開会挨拶
挨　拶
乾　杯
親睦チャリティーゴルフコンペ
　　　　　成績発表並びに表彰式

アトラクション
諸事お知らせ
閉会挨拶
手に手つないで

ニアピン賞　本田　雄一郎君

司会：桐生中央ＲＣ幹事　樋口　一枝君 司会：桐生中央ＲＣ  親睦委員長　黒澤　　彰君

桐生中央ＲＣ会長　菊池　雅子君
第２分区（Ａ）ガバナー補佐　八木橋祥价君

桐生西ＲＣ会長　下井田秀一君

桐生中央ＲＣゴルフ部長　毒島　一夫君
　

桐生中央ＲＣＳＡＡ　長澤　宥君
桐生赤城ＲＣ  会長　小林壮一郎君
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６.
７.
８.

点　鐘
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
桐生５ＲＣ会長・幹事、地区役員・委員紹介
桐生５ＲＣ会長・幹事

地区役員・委員

挨　拶
物故会員への黙祷　物故会員（２００８年１０月２４日以降）
桐生南ＲＣ　　下山　昭三様（２００８年１２月１２日）
桐生赤城ＲＣ　関田　純安様（２００９年２月１０日）
桐生西ＲＣ　　小野満一郎様（２００９年８月１５日）
桐生西ＲＣ　　鈴木　理之様（２００９年９月１０日）
会長報告
幹事報告
点　鐘

桐生ＲＣ
桐生南ＲＣ
桐生西ＲＣ
桐生赤城ＲＣ
桐生中央ＲＣ

国際ロータリー第２８４０地区
パストガバナー
群馬第２分区（Ａ）ガバナー補佐
管理運営委員会委員長 
管理運営委員会委員
管理運営委員会委員
社会奉仕委員会委員長
世界社会奉仕・友情交換委員会委員
GSE・学友会・ポリオプラス委員会委員

会長　山h　一順君
会長　中村　梅生君
会長　下井田秀一君
会長　小林壮一郎君
会長　菊地　雅子君

幹事　野間　義弘君
幹事　加藤　　洋君
幹事　向田　　靖君
幹事　長谷川義雄君
幹事　樋口　一枝君

いかと考えています。そうすることで子供を産みやすい環境も整って行くの

ではないかと考えます。また、高速道路の無料化や道路財源の一般財源

化などにより、道路整備がどのようになって行くのか不安視しています。５０

号の４車線化もいよいよ実現に向けようとしていますが、この流れが止まって

しまう、あるいは中止になる等となったら大変な問題です。政権交代がなさ

れ民主党の政権が４年間は間違いなく続くと思われますが、そういった混乱

を早く解決して行って欲しいと願っています。

　先日、市役所の部長会議の資料に「かつて栄えた桐生」という言葉が載

っていました。私は、そんな下向きな話ではなく、素晴らしい桐生に自信を持

ってもっと胸を張れよと言いました。

市民の皆さん一人一人が、桐生の良さを知っていただき、桐生に自信を持

っていただきたいと考えます。例えば、桐生市は借金が多いと言いますが、

これからのインフラ整備の中で全国の市が直面する大幅な財政負担であ

る下水道整備について桐生市の普及率は全国平均を上回り、県内トップ

になっています。また、市民文化会館などの大幅な公債費負担も数年で終

わりますので、数年で幾らか余裕が出てくると思われます。更に、先ごろの日

経新聞の行政サービス度調査によると全国７８３市６７位になっています。今、

一生懸命努力をさせていただいておりますが、何と言っても若い人が住ん

で頂き、子育てをして行っていただきたいと思います。若い人が住んでいた

だくためにもその職場である企業が多くないといけないと思い、市長就任後

から桐生市内の企業訪問を積極的にさせて頂いております。残念ながら桐

生市職員の中では、市内の企業や店の内容を知らない職員が多いのも現

実です。民間の経営努力を知り、それに市はどう応えて行くのか、緊密な情

報交換と同時に支援策を考えていかなければならないと思っています。桐

生から素晴らしい企業が育って頂きたいし、雇用をどんどん創出して頂きた

いと思います。将来に向け素晴らしい桐生市にして行きたいと思いますの

で皆さんのお力を是非とも貸して頂きたいと思います。今後ともご指導お願

い申し上げます。本日はお招きいただきありがとうございました。

　皆様こんにちは、日ごろは市政に対しましてご協力いただき感謝いたして

おります。

本日は、オリエンタルさんが開発した「ホワイトゴート」というシュレッダーゴミを

トイレットペーパーにする機械の１号機を市役所に納入していただく事になり、

その除幕式が１時半から予定されておりますので少し早めに卓話を終了さ

せていただきますのでお許し下さい。その機械は、オリエンタルさんと桐生の

繊維産業、群馬大学の技術が結集され出来上がったと聞いております。ま

たTBSテレビさんがオリエンタルさんを「夢の扉」という番組で放映するため

に取材をしており、本日の模様は、後日放映されるそうですので楽しみにして

ください。

　さて、本日の話の内容は桐生市が抱えている課題ですとか、これから市

政を将来に向けどうするかと言う話を中心にしてゆきたいと思います。先月

の衆議院選挙の結果、民主党が記録的に議席数を伸ばし政権交代を果

した結果に終わりました。鳩山政権が今後どのような政策を行ってくのか桐

生にとりましても大きく関係してきますので注目して頂きたいと考えています。

これから年度末に掛けて来年度予算を決めて行くわけですが、地方自治

体に民主党がどのような政策を出してゆくのか大変心配しています。市政は、

国の流れ、県の流れと深く関係しています。例えば、民主党がマニフェスト

で取り上げている「こども手当て」毎月２６，０００円を払うという事ですが、この

支払いには、とても大きな財源が必要になります。桐生市で取組んでいる子

育て日本一に向けた子育て環境整備事業との関係で、国、県の予算と関

係して来る訳ですから、果たして今後続けて行けるのか心配しております。

また、医療費の無料化は、桐生市単独、あるいは、県と協力しながら実行し

てきて、１０月１日からは中学３年生まで医療費を無料化するわけです。他に

も、保育園、幼稚園整備や保育料の問題も有ります。今回の「こども手当て」

は桐生市で考えると、桐生市には現在、１５歳までの子供さんたちが１６０００

人強います。毎月２６，０００円を支払うと年間合計は５１億にもなります。桐生

市の現在の予算規模が４５２億円ですからその大きさが分かると思います。

５１億を子育て支援をはじめとした市民サービスに使わせていただければ、

本当に市民の皆様に役立つ行政サービスの実現が出来るのではないかと

考えます。また現在、桐生市でも税金の滞納や給食費、保育料などが払え

ないご家庭も多くいるのが現実です。例えば、保育料の無料化だとかに当

てられるよう現物支給などが出来ればそういう問題も解決してゆくのではな

（ １０月５日㈪   第２例会 ー例会変更ー ）第２７１０回例会

２００９～２０１０年度  桐生5ＲＣ合同夜間例会
日時：平成２１年１０月８日㈭　
点鐘：午後６時３０分　会場：桐生プリオパレス


