
ROT A R Y

IN

T E R N A T I O N

A
L

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第２７１３回例会
（１１月２日㈪   第１例会 ）
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７.

点　鐘
国歌斉唱
桐生市斉唱
四つのテスト唱和
来訪者紹介
ライラ研修終了証書授与

結婚・誕生祝

　

全国防衛協会　青年部会長　都丸　和俊  様

　

新世代奉仕委員長　澤田　匡宏  君

８.
９.

１０.
１１.
１２.

１３.

乾杯
会長の時間
幹事報告
委員会報告
卓　話  「 全国防衛協会青年部活動について 」

点　鐘

〈 卓話者 〉全国防衛協会　青年部会長　都丸　和俊  様
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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。

パストガバナー 前 原 勝 樹

会 長 幹 事 野間　義弘

クラブ会報・広報委員会 須永 博之・坪井 良廣・吉田 栄佐・森　 末廣
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THE FUTURE OF ROTARY
IS IN YOUR HANDS

結婚祝
塚越　平人君 ６０年
前原　勝良君 ４２年
竹内　靖博君 ３９年
山口　正夫君 ３５年
北川　　洋君 ３４年
川村　　隆君 ３３年
園田　　誠君 ２９年
桑原　志郎君 ２８年

誕生祝
小島　弘一君 ７３歳
日野　　昇君 ７２歳
阿部　高久君 ７１歳
八木橋祥价君 ７０歳
舘　　盛治君 ６９歳
本田雄一郎君 ５６歳
高橋　　昇君 ５６歳 
前原　　勝君 ５２歳
澤田　匡宏君 ５２歳
山上　達也君 ４５歳

ホームページ  http://www.kiryu-rc.org　　　メール  info@kiryu-rc.org

会  長  の  時  間
　１１月に入り今年も余すところ２か月となりました。私

の年度に入り５ヶ月目に入り月日の早さを感じております。

　今月はロータリー財団月間であります。

　ロータリー財団の使命としてロータリアンが健康状態を

改善し、教育への支援を高め貧困を救済することを通じて、

世界理解、親善、平和を達成できるようにすることと明記

されております。

ロータリー財団の補助金制度が次年度より３年間の試行期

間を終えた後、2013-2014年度より新しくなります。

目的として手続きを簡素化し地域ニーズに迅速に対応する。

世界の優先的ニーズに焦点をしぼり、持続可能で大規模な

プロジェクトを推進する。

奉仕の成果をもっと確定なものにする。

　昨日群大において第４回のクラッシックカーフェスティ

バルが開催され多くの県内外からの見学者がお目見えにな

りました。御協力いただいた会員の皆様、ローターアクト・

インターアクトの皆様にお礼申し上げます。また実行委員

長として御活躍いたしました前原勝良会員におつかれさま

でしたと申し上げたいと思います。

　桐生RC細則第三条第一節により、役員を選挙する会合
の１カ月前の例会に於いて、次々年度会長、次年度副会長、
幹事、会計及び４名の理事の指名を行うことになっており
ます。これより指名委員会により指名された会員の発表を
行います。なお、総会は12月7日となります。�



【次回例会予告】１１月１６日㈪ 卓 話

＊ お 知 ら せ ＊

・参議院議員 山本　一太様

ような者がどのような話をさせて頂くかいろいろと悩みま
したが、今回この卓話の機会を頂きました坂入委員長には、
商工会議所青年部の群馬県連の時からお付き合いさせて頂
いておりますし、現在群馬県防衛協会青年部の東毛支部長
をお願いしていますので、引き受けなければならない立場
と、私も前橋ロータリークラブの一会員として、諸先輩方
から
�ロータリアンにNOの言葉はないと言われておりますので、
大変僭越でありますが、現在は拝命している全国防衛協会
青年部活動の話をさせて頂きます。
�今から十年前、前橋商工会議所青年部の代表幹事を終え
た時に、現在の群馬県防衛協会会長の町田錦一郎（前橋商
工会議所副会頭）氏に群馬県防衛協会の青年部を設立する
ように言われました。「自分の国は自分で守る気概と国際
社会の中で外交防衛なくして経済成長はあり得ないこと考
えると国防意識の高揚を図り、国民一人一人が国家の存続
の為に国益の為に何をすべきかを若い人達が議論しなけれ
ばならない」と諭され群馬県防衛協会青年部を設立しまし
た。以後町田会長の指導の下様々な体験と見聞を広げさせ
て頂き、3年前に全国防衛協会連合会の副会長を経て会長
を拝命して現在2期目を迎えております。
�親会の全国防衛協会連合会は前日本商工会議所会頭の山
口信夫会長が全国47都道府県に存在し活動しておりますが
青年部は私が会長を受けた3年前に26都府県に青年部が設
立されているのが現実で、全県設立を目指し活動している
のですが、現在31都府県とまだ全県設立まで至っておりま
せん。主な活動として全国各防衛協会青年部との連携を計
り、各県の単独事業への交流とネットワークを広げ、各種
事業の参画と全国研修大会を実施し防衛意識の高揚と我国
の平和と安全に貢献することを目的として活動しておりま
す。
① 北方領土訪問
趣　旨
北方領土返還要求運動関係者が北方四島を訪問し、各島々
に在住するロシア人との交流を図り、相互理解を深めるこ
とにより、北方領土問題に解決促進に資することを目的と
する。
�実施者　　独立行政法人北方領土問題対策協会
�訪問期間　2006年8月25日（金）～8月29日（火）
�感想文
�今回の北方四島交流事業で改めて感じた事は、北方領土
問題は勿論、我国は四方海に囲まれた島国であるが故、国
域と国益そして歴史認識を国際社会のなかで明確にし、平
和的解決する事により、安心安全な国民生活が営まれるの
であり、国家として最重要事項として早急に取り組んでほ
しい。また我国の教育として、特に日本の歴史、江戸後期
から現在までの歴史認識を明確に教育することが重要であ
る。私は昭和32年生で高度経済成長のなかで育ってきまし
た。戦争と原子力という言葉はタブーとして葬られ、過去
の現実を知ることより、今後の経済、社会にばかり目を向
けて生きて来てしまいました。商工会議所青年部活動を卒
業後、「国防なくして経済の発展は無」との思いから、７
年前に防衛協会の青年部を設立し、今年から全国防衛会青
年部会長を仰せつかり、今回参加させて頂きました。全国
防衛協会は４７都道府県にありますが、青年部は私が会長
を引き受けた今年当初が２６都府県でしたが、その後埼玉
県、和歌山県に設立して頂き、年内には茨城県も設立の準
備が整いつつあります。ビザ無し交流も１５年という地道
な努力があり、今回のような感動的経験をさせて頂いたと
思いす。私も微力ながら今後とも様々な活動に地道に努力
して行くとともに、北方領土問題の現実を多くの人に伝え
て行く所存です。今後ともご指導の程宜しくお願いします。
② 観　艦　式
③ 講　演　会

　今回伝統ある桐生ロータリークラブで卓話をさせて頂く
ことに大変感謝申し上げますと共に、諸先輩方の前で私の

2011～2012年度　会　長　　養田　　隆君
2010～2011年度　副会長　　岸田　信克君
　　〃　　　　　幹　事　　本田雄一郎君
　　〃　　　　　会　計　　松島　宏明君
　　〃　　　　　理　事　　野間　義弘君
　　〃　　　　　理　事　　澤田　匡宏君
　　〃　　　　　理　事　　須永　博之君
　　〃　　　　　理　事　　山口　正夫君
幹  事  報  告
 ○藤岡RCより「第１０回少年少女合唱団群馬県フェステ
ィバル」のご案内が届いております。
 ○桐生南・桐生中央・足利の各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
係役員の方は、ご出席お願いします。
委  員  会  報  告
出席委員会
本日の出席（平成２１年１１月２日）：総員６４名・出席４３名
平成２１年１０月１９日例会修正出席率：９６.６％
ニコニコボックス
都丸和俊君…歴史と伝統のある桐生RCで卓話させて頂き
光栄です。／岸田信克君・坂入　勝君・桑原志郎君・柳　
明彦君…都丸さんをお迎えして。／吉野雅比古君…群馬県
法人会連合会青年部連絡協議会直前会長都丸和俊さんをお
迎えして、卓話を楽しみにしております。／前原勝良君…
昨年のクラッシックカーフェスティバルにたくさんの方々
にご協力いただき、ありがとうございます。／水越稔幸君
…ロータリージャンパーのご協力ありがとうございました。
後日クリーニングをして、お返し致します。／北川　洋君・
山口正夫君・園田　誠君・竹内靖博君・桑原志郎君…結婚
祝。／八木橋祥价君・阿部高久君・館　盛治君・本田雄一
郎君・澤田匡宏君・山上達也君…誕生祝。／肥塚俊成君…
写真いただきました。
会員増強委員会
　まだ2名の会員からの推薦しかありませんので新入会員
推薦をよろしくお願い致します。
野球部
　明日１１月３日午後２時より、境野球場において本シー
ズンの活動を締めくくる紅白戦を行います。現在２４名の
申込みを頂いていますが、当日参加でも結構ですのでご都
合がつく方は、ご参加下さい。
　また午後６時より本町四丁目美喜仁にて忘年会を行いま
すので、こちらもご参加できる方は、ご連絡を下さい。
クラシックカーフェスティバル in 桐生
　　　　　　　　実行委員長　前原勝良君　
　皆様のおかげで天気にも恵まれ、１万５千人以上の入場
者がありました。
　桐生RC皆様には、ご協力をいただき、特にパンフレッ
ト販売においては完売となりました。
　ありがとうございました。
米山奨学金
山 � 一順会員　￥10,000
前原勝良会員　￥10,000
ロータリー財団
山 � 一順会員　＄111
藤井征夫会員　＄100
前原勝良会員　＄111

「全国防衛協会青年部活動
について 」

全国防衛協会　青年部会長　

都丸　和俊様


