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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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第２７４９回例会
(９月１３日(月)第２例会)

９月２７日号

                                

１． 点 鐘                                                                                      

２． 来訪者紹介

３． 会長の時間

４． 幹事報告

５． 委員会報告

６． 善行青少年表彰   新世代奉仕委員会担当

７． 卓 話

「善行青少年表彰によせて～研究者への道～」

      群馬大学工学部 学部長 板橋 英之 様

８． 点 鐘

〈卓話者〉群馬大学工学部 学部長 板橋 英之 様

会長の時間

《報告事項》

9/6：第３回定例理事会開催（例会終了後）

9/13：善行青少年表彰式（例会中）

《予 定》

9/20：休会（敬老の日）

9/23：地区米山奨学セミナー（沼津、米山梅吉記念館）

会長、松島君(地区米山委員)

幹事報告
・牛久保直前ガバナー事務所より、活動報告書並びに

会計報告書が届いております。

・次週 20 日(月)は、祝日の為休会となります。次回例会

は、27 日(月)となりますので、お間違えのないようお

気をつけください。

委員会報告

出席委員会

本日の出席(平成 22 年 9 月 13 日)

総員 63 名：出席 46 名

平成 22 年 8 月 30 日例会修正出席率：78.18％

ニコニコボックス

塚越紀隆君、大友一之君…記念卓話に工学部長板橋

先生をお迎えして／前原勝君、藤井征夫君、柳明彦君

…善行青少年表彰を祝して／山﨑一順君…11 日の妻

のソプラノコンサートに会員ご家族多勢ご来場頂きお礼

申上げます／水越稔幸君…山﨑会員奥様のソプラノコ

ンサートに感動しました。

善行青少年表彰式

―次  第－

      司 会 新世代奉仕副委員長 舘  盛治

１．開 会

2．主 旨 説 明     新世代奉仕委員長 柳 明彦

3．受賞者の紹介     新世代奉仕委員長 柳 明彦

4．表 彰   受賞者代表  桐生第一高等学校

蔦澤詩織さん

5．会 長 祝 辞 桐生ロータリークラブ 会長 塚越紀隆

6．受賞者代表謝辞  受賞者代表 桐生第一高等学校

蔦澤詩織さん

7．卓 話    「善行青少年表彰によせて

～研究者への道～」

                群馬大学工学部 学部長

板橋 英之 様

受賞者の紹介                    (敬称略)

学  校  名 被表彰者名 引率者

桐生市立中央中学校 清水大夢 酒井かおる

桐生市立清流中学校 柿沼政貴 小池幸枝

桐生市立境野中学校 髙木雄哉 谷田部喜博

桐生市立広沢中学校 川田真里 後藤昭子

桐生市立桜木中学校 阿部まどか 村上明子

桐生市立梅田中学校 井上優馬 加藤秀幸

桐生市立相生中学校 大谷望 濱野志代

桐生市立川内中学校 見供美樹 山田慶之

桐生市立新里中学校 加藤達也 村岡まな

桐生市立黒保根中学校 福島遼河 星野喜久江

樹徳中学校 野呂俊太郎 小野倫寿

ようこそビジター



受賞者の紹介                    (敬称略)

学  校  名 被表彰者名 引率者
群馬県立桐生高等学校 星野賢人 石山康裕
群馬県立桐生工業高等学校 久保塚香織 原田実
群馬県立桐生女子高等学校 船越礼子 岡田憲明
群馬県立桐生南高等学校 桐生賢太 松本享信
群馬県立桐生西高等学校 高草木梨乃 河野ゆかり
桐生市立商業高等学校 福田弥生 木村直美
桐生第一高等学校 蔦澤詩織 斎藤顕
樹徳高等学校 元川瑶子 根岸清行
群馬県立あさひ養護学校 森下裕基 坂口良雄

会長祝辞

善行青少年表彰で表彰を受けられた皆様、大変おめ

でとうございます。ロータリークラブについて説明させて

頂きます。

ロータリークラブは、1905 年にシカゴで誕生しました。

その頃、シカゴの街は、経済的な発展が素晴らしかっ

た反面、商学道徳の欠如というものが目に余る様な状

況でした。それを懸念した青年弁護士、ポール・ハリス

は友人３人と語らって、お互いに信頼のできる公正な取

引をし、仕事上の付合いがそのまま親友関係にまで発

展する様な仲間を増やしたいとの思いから、会合を持と

うと考えました。

今現在、200 以上の国と地域に広がり、クラブ数

33,855 クラブ、会員数 1,224,384 人になっています。

日本では東京に 1920 年(大正９年)に東京ロータリー

クラブが設立しました。クラブ数 2,302 クラブ、会員数

92,124 人です。

ロータリークラブは、基本的な考え方の中に社会貢献、

社会奉仕という大事な理念があります。又、その人材の

育成をする事もロータリークラブ活動として一つの目標

とするものです。

つまり、毎週行われる例会等でそれらの勉強をし、企

業や家庭に帰り、奉仕を実践するという事です。

その様なロータリー活動の目的からすると、本日表彰

を受けられた皆様も同様で、今日が一つの出発点にい

ると言えるのではないでしょうか。

つまり今後、地域、社会、そして国際奉仕が積極的に

出来る様な人に育っていって頂く。その事が、我々ロー

タリアンの希望でもあり、我々の活動の実践となるわけ

です。

是非、皆様方の今後送られる人生の中で、それらを

念頭に置いて日々の勉学に励んで下さい。

最後にご引率頂いた先生方、ありがとうございました。

そしてご列席の皆様のご健勝、ご多幸を祈念して、ご挨

拶とさせて頂きます。

卓 話

善行表彰を受けた皆さん，おめでとうございます。これ

からも日々精進し，たくさんの人を幸せにして下さい。さ

て，ここでは，常日頃，コンパの際に学生に飛ばしてい

る檄を三つ紹介します。

・「真剣にやれば何でも楽しい」

これまでの経験から，真剣にやればどんなことでも楽

しくなると信じています。私の研究室では“やるときゃや

る”をモットーに，何事にも気合いを入れて真剣に取り組

むことにしています。これから社会に出た際，与えられ

た仕事が当初自分のやりたいと思っていたものと違う場

合があるかもしれません。そんな時，やる気をなくすの

ではなくて、思いっきり真剣にやってみてください。その

仕事にこだわりと誇りを持ってやってみてください。そう

すれば必ず楽しくなるはずです。その仕事が自分にとっ

てやりがいのある楽しい仕事になるはずです。

・「人生の価値は積分値で決まる」

人は失敗するとマイナスのイメージを持ちますが、マイ

ナスの部分でも積分すればプラスになります。人生にお

いて失敗は決してマイナスではありません。失敗して始

めて気付くことはたくさんあります。これをやると失敗す

ると分かっただけでもその人の人生にとってプラスになり

ます。いざというときに失敗しない自分ができあがります。

特に，研究の分野では失敗は大切な糧となります。最

初から失敗しようと思って研究をやる人はいません。失

敗したということは，自分が予想しなかったことが起こっ

たということです。もしかすると大発見のネタが隠れてい

るかもしれません。失敗こそ大成功の出発点であり，決

してマイナスではありません。一番悪いのは失敗を恐れ

て何もしないことです。積分のグラフでいえば，ゼロのと

ころ一直線です。面積は出ません。その人がその時代

に生きた価値ゼロです。失敗を恐れずにいろいろなこと

に挑戦し，できるだけ積分値を大きくすることが人生の

価値を高めることになります。

・「楽より楽しい」

“楽（らく）”と“楽しい”は漢字は同じですが意味は全く

違います．例えば，4 ピースのジグソーパズルは作るの

は“楽（らく）”ですが作り終わった後にヤッター！とガッ

ツポーズする人はいません．2000 ピースのジグソーパズ

ルは作るのは大変ですが完成したときにはヤッター！と

なって“楽しい”と感じるはずです。人生も同じです。人

生の様々な岐路において，楽な方と大変な方の二択が

あったとします。楽な方ばかりを選択していくといつまで

経っても 4 ピースのジグソーパズルです。絶対にガッツ

ポーズできません。大変な方を選択していけば間違い

ありません。必ずガッツポーズできる人生になります。充

実した人生を送ることができます。 皆さんの人生が，

“楽しい”“大きな積分値”を持ったすばらしいものになる

ことを祈念して本日の卓話とします。

「善行青少年表彰によせて

～研究者への道～ 」

群馬大学工学部

学部長 板橋 英之 様


