
 

 

R.I 会長 カルヤン・バネルジー 

国際ロータリー第2840地区 2011-2012年度 国際ロータリーのテーマ 

Reach Within to Embrace Humanity 

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。 

２０１１年 

会長 養田  隆 幹事 村田 勝俊 
クラブ会報・広報委員会 木村 洋一・桑原 志郎・松島 宏明・大友 一之 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２７９２回例会 
(１０月３日(月)第１例会) 

１０月１７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． 結婚・誕生祝 

７． 乾 杯 

８． 会長の時間 

９． 幹事報告 

１０． 委員会報告 

１１． 卓 話  

  「桐生商工会議所の取り組みについて」 

桐生商工会議所 

 会頭 日野 茂 様 

１２． 点 鐘     

    

〈卓話者〉桐生商工会議所 会頭 日野 茂 様

   

結婚祝 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

会長の時間 

前回の例会終了後に、臨時理事会を開催致しまして、

南三陸町歌津地区仮設集会所寄付の件で当クラブ本

部費より50万円と委員会予算の中から捻出することと決

定致しました。ロータリー東日本震災復興基金補助金

申請は、今週中に行いたいと思います。先日、村田幹

事が歌津地区へ視察に行ってきてくれました。とても遠

い場所までお疲れ様でした。 

 

 

《報 告》 

・9/26 臨時理事会  

10/6 桐生第一高校派遣講師説明会 

・10/2 野球大会(富岡市和合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ) 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 

・10/6 桐生第一高校派遣講師 

・10/8 地区指導者育成セミナー  7 名参加 

     RI 会長代理歓迎交流会  10 名参加 

・10/9 地区大会 35 名参加 

・10/15、16 RYLA 研修   

新世代奉仕委員久保田寿栄君 

RAC5 名、IAC4 名 参加 

・次回例会、優良従業員表彰 

幹事報告 

・米山記念奨学会より「2010 年度事業報告書」「2010 年

度決算報告書」「豆辞典」が届いております。豆辞典

は本日配布のロータリーの友に挟んであります。 

・群馬県立女子大学より「群馬学シンポジウム」のご案内

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。 

・8 日(土)、地区指導者育成セミナー、RI 会長代理歓迎

交流会、9 日(日)地区大会となります。参加される方

は、よろしくお願い致します。 

 

 

牛膓  章君 42 年 
養田  隆君 36 年 
中村 俊介君 33 年 
塚越 紀隆君 33 年 
坂入  勝君 31 年 
柳  明彦君 26 年 
吉野雅比古君 23 年 
高橋  昇君 16 年 
小倉 康宏君 

吉野雅比古君 56 歳 

坂入  勝君 52 歳 

立澤 俊明君 46 歳 

石島 久司君 46 歳 

ようこそビジター 



 
・次週 10 日(月)は、祝日の為休会となります。次回例会

は、17 日(月)で優良従業員表彰となりますのでお間

違えのないようお気をつけ下さい。 

・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、ご出席お願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 23 年 10 月 3 日) 

総員 64 名：出席 42 名 

平成 23 年 9 月 12 日例会修正出席率：86.20％ 

 

ニコニコボックス 

養田隆君、疋田博之君、金子篤郎君、山口正夫君、前

原勝君、岸田信克君、クラッシッツクカ－フェスティバル

in 桐生実行委員長 前原勝良君、園田誠君、澤田匡宏

君、桑原志郎君、柳明彦君…日野茂桐生商工会議所

会頭をお迎えして／吉尾憲明君…ロータリー野球大会

に出場させて頂きありがとうございます。体のあちこちが

筋肉痛です／牛膓章君、養田隆君、高橋昇君、吉野雅

比古君、柳明彦君…結婚祝／吉野雅比古君…誕生祝

／疋田博之君…写真戴きました。 

 

野球部 

10 月 2 日(日)群馬大会が富岡和合グランドで開催され

ました。1 回戦は、伊勢崎南 RC に石島久司君の活躍に

より 8 対 6 で勝ちました。２回戦は、前橋北 RC に吉尾憲

明君が活躍しましたが 10 対 4 で負けてしまいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

桐生商工会議所について 

１．商工会議所とは 

商工会議所は民間の商工業者の自主的な意思により、

商工業者自らが組織している団体 

(1)商工会議所のルーツは 

・1599 年にフランスにて世界で初めて、マルセイユ商業

会議所設立 

 商人のギルド組織を母体に、国王アンリ４世の許可を

得て任意組織として成立 

その後、ナポレオンの大陸遠征に伴い、ヨーロッパ諸国

に広まる 

(2)日本における商工会議所の主な歴史 

・明治１１年（1878）３月 東京商法会議所創立 

（日本初・初代会頭は渋沢栄一） 

 商工業者の声を国の政策に反映させるために発足 

 以来、行政への意見具申は、今日に至るまで商工会

議所の最も重要な活動 

 イギリスの商工会議所（加入・自由加入・会員会費によ

り運営）を模範に設立 

 明治１８年（1885）までに大阪、神戸など３２の商法会

議所が誕生 

・明治２３年（1891）商業会議所条例交付 

（全国の経済の発展と国際化の進展に伴い会議所制

度の強化が必要とされ施行） 

・昭和２年（1927）商工会議所法公布 

・昭和２８年（1953）新商工会議所法公布 

 （商工会議所の機能強化のため、幾多の変遷を経て

成立。議員立法、10 月施行） 

＊設立は国による許可制をとっているが、地域の商工

業者の自主的な発意に基づいて設立できる 

(3)商工会議所の４つの特徴－「商工会議所のＤＮＡ」 

 ①地域性―地域を基盤としている 

 ②総合性―会員はあらゆる業種・業態の商工業者か

ら構成される 

 ③公共性―商工会議所法に基づき設立される民間団

体で公共性を持っている 

 ④国際性―世界各国に商工会議所が組織されている 

２．桐生商工会議所設立の経緯 

(1)桐生商工会議所の主な歩み 

明治３３年 桐生懇話会発足、商工会議所の設置につ

いて討議 

昭和 ６年 桐生市は勧業委員会を開き、商工会議所

設立への具体案を検討 

商工団体の代表５３人が集まり商工会議所

の創立を決定 

昭和 ７年 創立準備会を開くも、経費負担方式がまと

まらず協議を中止 

昭和１１年 桐生市商工懇話会が発足、会議所の前身

的な機能を果たす 

昭和１４年 桐生商工会議所創立総会を桐生織物同業

組合で開催 

昭和１５年 桐生商工会議所設立（４月５日） 

昭和１８年 商工経済会法公布、商工会議所は商工経

済会に整理統合 

昭和２１年 商工経済会法廃止 

        社団法人桐生商工会議所設立認可 

昭和２９年 新法による特殊法人桐生商工会議所が設

立                   

昭和５７年 商工会議所が「特殊法人」から「特別認可

法人」に改められる 

 

 

「桐生商工会議所の 

取り組みについて」 

桐生商工会議所 

     会頭 日野 茂 様 



 
(2)歴代会頭 

    初代 森  宗作（昭和１５～１７年） 

    ２代 森口 唯八（昭和１７～１８年） 

    ３代 境野 清雄（昭和２１～２５年） 

    ４代 海野 幸世（昭和２５～２７年） 

    ５代 大澤菊太郎（昭和２７～３１年） 

    ６代 岸田 勇作（昭和３１～４０年） 

    ７代 金子友三郎（昭和４０～４２年） 

    ８代 日野 貞夫（昭和４２～平成３年） 

永世名誉会頭 

    ９代 増山作次郎（平成３年～９年） 

   １０代 岸田 英作（平成９年～１５年） 

   １１代 佐藤 富三（平成１５年～２２年） 

   １２代 日野  茂（平成２２年～現在） 

(3)事務所の変遷 

    ・桐生織物同業組合内（昭和１５年～） 

    ・桐生倶楽部内（昭和２１年～２５年） 

    ・桐生織物協同組合内（昭和２５年～３３年） 

    ・桐生市産業文化会館内（昭和３３年～４６年） 

    ・旧商工会議所会館（昭和４６年～平成５年）産業

文化会館に隣接して建設 

    ・現桐生商工会議所会館（平成５年～現在） 

３．桐生商工会議所の現状 

  【概 況】 

   ■人 口    １２４，６７７人 （５０，２６５世帯） 

平成２３年２月末現在 

   ■事業所数    ６，２４９事業所 

（内小規模事業者数 ５，５４１） 

       （内 商 業：１，７１２事業所／１，５４６億円 

          工 業：  ５８７事業所／２，７１９億円） 

■会員数     １，８９７名（組織率３０．４％） 

■事務局 職員数１６人  〈男性１０人 女性６人〉  

（事務局長１人 経営指導員８人 補助員２人 

一般職員５人） 

会議所＝総務課（５） 

相談所＝商業課（４） 工業課（４） ＊課長を除く 

  【組 織】 

■役 員 会頭１名、副会頭４名、専務理事１名、

常議員３３名、監事３名 

■議 員 １００名（１号議員５２名・２号議員３３名・

３号議員１５名） 

■女性会  ４６名   

■青年部  ９６名 

■部 会（６）商業部会４２３名  工業部会２９８名 

繊維部会 ３３２名  理財・厚生部会 １４２名 

建設部会 ３３４名  環境・生活部会 ３６８名 

■委員会（７）総務委員会 

  金融・税務委員会  文化教育委員会 

情報委員会  創業・事業開発委員会   

環境リサイクル委員会  交通運輸委員会 

   ■特別委員会   桐生・みどり両市合併推進会議   

     （会議所組織図参照） 

  

 

 

 【運営・目標】 

●平成２３年度の重点事業計画 

1.桐生市・みどり市の早期合併の促進 

2.産業観光の推進 

3.産学官の連携と推進 

4.環境問題対策活動の促進 

5.会員増強による組織率の向上と会員サービスの強化 

6.部会・委員会活動と政策提言活動の積極的展開 

7.中小・小規模企業支援事業の充実・強化 

8.中心市街地の活性化対策の推進 

9.行政当局並びに関係諸官庁との連携の強化 

 ○予 算               

＊一般会計    ７，４０８万円 

＊特定退職金共済制度 ３億５，４０６万円 

＊収益事業等    ７，４２８万円 

＊中小企業相談所   ６，７９２万円 

      合   計  ５億７，０３４万円 

 



 

 

桐生第一高等学校 進路ガイダンス 

10 月 6 日(木) 旧西中校舎にて 

 

桐生第一高等学校１年生の普通科 10 クラスと調理科 1

クラスの生徒総勢 427 人を対象とし 11 名が講師として、

教壇に立ち高校時代の生活、職業意識、今の職業に就

いたきっかけや仕事のやりがい、苦労などのお話をして、

生徒からの質問も受付ました。 

講師 

竹内靖博君、大友一之君、木村滋洸君、桑原志郎君、

坂入勝君、園田誠君、月門快憲君、村田勝俊君、森末

廣君、柳明彦君、半田光浩様(群馬銀行副支店長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区指導者育成セミナー 

RI 会長代理歓迎交流会 

10 月 8日(土) 高崎ビューホテル にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   国際ロータリー第 2840 地区 

  2011-2012 年度 

   地区大会 

   10 月 9日(日)群馬音楽センターにて 

【次回例会予告】 
♦10 月 24 日(月) 卓 話 

「クラッシックカーフェスティバル in 桐生｣ 

について 

クラッシックカーフェスティバル実行委員長 

前原 勝良 君 

♦食 事      美喜仁    麦豚丼 

RI 会長賞受賞 疋田ガバナーエレクト挨拶 

 来年は桐生で地区大会開催となりますので 
皆様に PR して参りました。 

養田会長が第２分区 A 
代表として各クラブの 
五大奉仕活動事例を発

表しました。 
 


