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国際ロータリー第2840地区 2010-2011年度 国際ロータリーのテーマ

BUILDING COMMUNITIES

BRIDGING CONTINENTS

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。

２０１０年

会長 塚越 紀隆 幹事 本田 雄一郎

クラブ会報・広報委員会 桑原 志郎・木村 洋一・村田 勝俊・大友 一之・中村 純

パストガバナー 前 原 勝 樹

第２７４８回例会
(９月６日(月)第１例会)

９月１３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． ロータリー情報アワー

７． 結婚・誕生祝

８． 乾 杯

９． 会長の時間

１０．幹事報告

１１．委員会報告

１２．卓 話

「桐生の建築物及び「わたらせ学」について」

        桐生文化史談会 会長 大里 仁一 様

１3．点 鐘

〈卓話者〉桐生文化史談会 会長 大里 仁一 様 〈米山奨学生〉 ミフタフル・フダ 君

ロータリー情報アワー

2012-2013 ガバナーに向けて

ロータリー情報委員会  疋田 博之 君

ガバナーについて少しお話させて頂きます。この度、

2012-2013 年度のガバナーに向けて、ガバナーノミニー

に指名されましたが、今までガバナーという者について

全く知識がなかったので改めて本を見たりしている所で

すが、少し経緯等について話したいと思います。間違っ

ている所も多々あると思いますがご指導の程よろしくお

願いします。

今から約２年前、元ＲＩ理事の重田先輩から突然電話

を頂き「ガバナーをやってみてくれないか」というような

事を言われました。自分のロータリー歴を考えても全く

適任者でないのでとんでもないと、直ぐにお断りしました

が、その後何人かの先生からお電話を頂きましたが桐

生ロータリークラブとしても受けるのは？とういうことで時

間も無いことや６０周年に重なるということでお断りして

一度は水に流れたと思っていました。ところが昨年末再

度話が持ち上がり自分以外の人でと思ってましたが、何

となく流れが自分の所に来て断り切れなくなり、逃げら

れない状況となり、お引き受けすることになりました。今

考えると内容について何もわからないままに漠然と受け

てしまいました。未だに何かわからないと言うのが本音

です。

ガバナーと言うのは地区内クラブの代表者ではなく、

国際ロータリーを代表していると言う事、元来が全クラブ

を管理すべき所を物理的に無理なので幾つかのクラブ

５０クラブ位を目安に国際ロータリークラブがガバナー

を配置して管理を行うものということのようです。

自分の場合、今年１月の桐生ロータリークラブの推薦

委員会で決まり 2840 地区のガバナー推薦委員会より国

際ロータリークラブに報告されガバナー・ノミニー決定が

知らされました。そして、７月１日からガバナー・ノミニー

として指名されました。このあと、ガバナー・ノミニーは、

国際大会で選挙されてガバナーエレクトとなって 1、2 月

頃の国際協議会に出席研修して２０１２年７月地区ガバ

ナーになることになります。そんな経過で現在いますが、

次年度のガバナー安藤ガバナーエレクトは、９月１日に

事務所開きをしたようです。私、ガバナー・ノミニーとして

は、来年８月までにしっかりと組織を作り、副幹事、ガバ

ナー補佐を始め各委員などを決めていかなければなり

ません。各会員のご協力を頂かなければ何も出来ませ

んので、ご協力の程よろしくお願い致します。吉野パスト

ガバナーを始め多くの先輩も色々ご指導よろしくお願い

します。

結婚祝

ようこそビジター

堀   明君 31 年

岡部信一郎君 30 年

山上 達也君 20 年



誕生祝

米山奨学生

ミフタフル・フダ君へ

奨学金授与

会長の時間
《報告事項》

8/28：地区ロータリー財団セミナー（前橋ホテル）

会長、川村ロータリー財団委員長、

疋田ガバナーノミニー出席

・地区補助金の活用等

・奨学金について

8/30：家族合同納涼会（海鮮ダイニング美喜仁館）

9/5：地区新会員・５大奉仕セミナー（群馬会館）

    １０名出席

《予 定》

9/6：第３回定例理事会（例会終了後）

9/13：善行青少年表彰式（例会中）

幹事報告

・ガバナー事務所より 2012－2013 年度ＲＩ会長に埼玉

県八潮ＲＣの田中作次氏が選出されたとのご案内が

届いております。

・2010－2011 年度現況報告書が出来上がりましたので、

本日ロータリーの友と一緒に配布しております。

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣよりクラ

ブ現況報告書と週報が届いております。

・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、ご出席の程よろしくお願い

致します。

委員会報告

出席委員会

本日の出席(平成 22 年 9 月 6 日)

総員 63 名：出席 39 名

平成 22 年 8 月 23 日例会修正出席率：79.31％

ニコニコボックス

塚越紀隆君…家族合同納涼会で親睦活動委員会さん

にお世話になりました／月門快憲君…納涼会を盛大に

行うことができました／疋田博之君…元西小学校校長

大里先生をお迎えして／前原勝君、松島宏明君、竹内

靖博君、柳明彦君、大友一之君…本日の卓話者大里

仁一様をお迎えして／舘盛治君…乾杯の発声をさせて

頂きます／藤井征夫君…やっと秋の気配が／山上達

也君…結婚祝／岸田信克君…誕生祝

卓 話

江戸時代・桐生の庶民教育

―田村梶子の松声堂を中心に―

1. 江戸時代の教育施設

藩  校 ― 武士の子弟、主に儒学

郷  学 ― 武士の子弟及び富裕層の農民の子弟

寺子屋 ― 庶民の子女  読み、書き、そろばん

2.桐生の寺子屋の特色

男女共学の寺子屋が多かった

旧勢多郡  57 か所   (男子のみ 27、 男女共学 30)

旧桐生市  45 か所   (男子のみ  4、 男女共学 41)

女子の寺子屋の割合が高かった

旧勢多郡 10%～20% (柳井久雄『ぐんまの寺子屋』)

旧桐生市   61%    (『桐生市教育史上巻』)

女師匠が多かった

群馬県全体 10人 (昭和10年群馬県庶民教育調査)

旧桐生市    5 人

3.田村梶子の松声堂

江戸城大奥の祐筆をつとめた梶子

百姓の娘が祐筆になることは希

松声堂の学習

学習の内容― 読書、習字、和歌、和文、礼儀作法

学習の順序― 「いろは」「名頭字尽」「村名尽」

「国尽」「消息文例」「庭訓往来」

「実詩・童子教」「古今和歌集」

きびしい躾  女子には 「女大学」など女子向訓育書

4.江戸時代においても桐生では女子は尊重されていた

田村梶子  略年譜

天明 5 年 (1785) 下久方村の田村金兵衛時貞の長女

として生まれる。

享和 2 年 (1802)十七歳の時、幕府の大奥祐筆となる。

文化 12 年(1815)桐生に帰り家業の買継商を継ぐ。

その後、相模國生まれの林兵衛を夫

として迎える。

文政年間 (1818～1827)
このころ寺子屋「松声堂」を開塾

文政 11 年 (1828)子弟教育指導上の功績を領主の夏

目氏より称される。

天保 2 年(1831)来桐した渡辺崋山が梶子を訪ねる。

天保 12 年(1841)筆子一同が梶子の筆塚を天満宮境

内に建てる。

文久元年 (1861) 松声堂を望月福子に譲る。

文久 2 年 (1862) 九月十五日、七十七歳の生涯を閉

じる。妙音寺に眠る。

松声軒徹真髄恵玄尼。

参考文献:『桐生人物誌(下巻)』『松声堂田村梶子伝』

桐生の建築及び

「わたらせ学」について

桐生史談会

   会長 大里 仁一 様

岸田 信克君 67 歳

藤江  篤君 61 歳


