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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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地区協議会 
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桐生市民文化会館にて 

             

                    

ロータリー情報アワー         山﨑 一順 君 
新会員の方々も入会して、先日 PETS も終了しましたの

で、ロータリーの会合について少しお話致します。 

次年度７月からガバナーになる疋田博之君が、１月に

国際協議会に参加してきましたが、国際協議会に全期

間出席しないと、その指名は承認されません。すなわち

ガバナーになることはできないということです。そして、

先週 2012-2013 年度 PETS＆SETS が桐生プリオパレス

で開催されましたが PETS(Presidents-Elect Training 

Seminar)とは、会長エレクト研修セミナーで、次年度のク

ラブ会長全員の為の研修、教育プログラムのことです。

当クラブでは、北川会長エレクトが参加しました。そして、

先程も挨拶を頂きましたが今年は、４月 22 日(日)に地区

協議会を桐生市市民文化会館にて、桐生西 RC がホス

ト、桐生南 RC がコホストとして準備をしていただいてお

ります。毎年１回、地区内全クラブの次期会長、幹事、

委員長などの次期クラブﾞ指導者が集まる知識･情報の 

 

 

場です。 

それから 10 月 14 日(日)は、疋田ガバナーを輩出します

桐生 RC がホストとなり地区大会を開催致します。これは、

「親睦と感銘深い講演とクラブﾞおよび地区の業務に関

する事項の討議を通じて、ロータリーのプログラムを推

進するために、毎年各地区で開かれる会合」です。 

年に１度世界中のロータリアンが集まる国際大会が、今

年は５月にタイのバンコクで開催されます。 

 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー表彰 

 

山﨑 一順 君 

 

 

 

出席１００％表彰        坪井 良廣 君 19 回 

 

会長の時間 

３月 9 日は、桐生 RC 創立記念日です。今年は、59 回

目ですがS.A.Aに記念のお菓子を準備してもらいました。

3 月 24 日～25 日と歌津の仮設集会所へ桐生 5RC 会長

幹事が訪問に行く予定です。 

ようこそビジター 



 
そして、先日ＰＥＴＳ＆ＳＥＴＳが実施されました。 

《報 告》 

・3/5 定例理事会 

・3/9 桐生ＲＣ創立記念日(59 回目) 

・3/10 PETS&SETS(桐生プリオパレス) 

《予 定》 

・3/12 会員増強委員会家庭集会 

・3/17 RLI ｾﾐﾅｰ(会長ｴﾚｸﾄ・次年度幹事) 

 

幹事報告 

・大川美術館寺田館長様より絵葉書を頂きましたので、

後程お配り致します。 

・盛岡西北 RC より「ソーラー街頭設置支援」ご協力のご

案内が届いております。 

・すばらしい歌津をつくる協議会より「一燈」が届いてお

ります。 

・桐生第一高等学校より卒業式に際するお礼状が届い

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。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 24 年 3 月 12 日) 

総員 69 名：出席 47 名 

平成 24 年 2 月 27 日例会修正出席率：75.86％ 

 

ニコニコボックス 

地区協議会実行委員会(桐生西 RC)、養田隆君、疋田

博之君、松島宏明君、大友一之君…桐生西 RC 江原利

夫会長、天沼一夫幹事、須田眞一地区協議会実行委

員長をお迎えして／養田隆君、山口正夫君、松島宏明

君、澤田匡宏君…大川美術館寺田館長をお迎えして

／北川洋君、大友一之君…3 月 10 日(土)PETS＆SETS

に出席しました。いよいよ次年度準備が本格化します。

よろしくお願いします／藤井征夫君…あれから1 年無力

な自分に心が痛みます／大友一之君…本日の例会村

田幹事の代役を務めます。よろしくお願いします／岡部

信一郎君、前原勝良君…誕生祝。 

 

卓 話 

 

 

  

 

 

 

「震災と美術館」についてお話しいたします。特に思い

ますには、自然の力の前に、人の力がいかに無力かと

いうことです。震災後の復興がままならないのは原発事

故という人災によるところが大きいのではないでしょうか。

３月１１日を、（震災を）忘れてはならないと、追悼の意味

で、当美術館を終日無料で開放いたしました。たくさん

の方たちにお越しいただきました。坂をお一人で登って 

こられた８８歳の女性は「楽しかった。また来たい」とおっ

しゃっていただき、感動しました。よちよち歩きのお子さ

んなど、家族連れが多く、美術館が桐生の人に支持さ

れているのだと、改めて感じました。 

 午後２時４６分に昨年の地震についての館内放送、同

時に消防署のサイレンが鳴りました。昨年の地震の時、

私は美術館におり、お客様に出したお茶が飛び跳ねる

ようにひっくり返りました。「大変だ」と身のふるえる思い

でお客を安全な所へ誘導しました。 

  当美術館では人的にも収蔵作品にも何一つ傷つき

ませんでした。幸いでした。しかし、東北の美術館、博

物館は大きな痛手を受けております。陸前高田の市立

博物館では、２階建ての建物が津波にさらわれ、全職

員が死亡・行方不明、１５万点以上の郷土資料が水没、

流されました。復旧には全国の有志が、必死の覚悟で

がれきから、川底から、海の底から貴重な標本・資料を

救出し、１０万点の修復が進んでいます。これほど多く

の資料が救出できたのは、しっかりと結び付けられた防

水タグのおかげでした。行方不明の女性職員がタグを

一人で１０数年かけて取り付けておいたからです。これ

が手掛かりになりました。 

 ３月２５日まで名古屋市立美術館で開催しているベン

シャーンの巡回展に、大川美術館からコレクションのひ

とつを貸出し中です。ベンシャーン（Ben SHAHN、

1898-1969）は米の社会派の画家ですが、出身はリトア

ニア、ユダヤ人の家庭に生まれたため、ナチスの迫害を

のがれ、米に移住しました。写真家としても活躍し、戦争

と貧困、核問題をテーマにしました。貸出し作品は大川

美術館の代表的な収蔵作品「なぜ？」（1961）です。１９

５４年３月１日、ビキニ環礁でのアメリカの水爆実験で被

ばくした静岡県の第五福竜丸の久保山愛吉のお墓をイ

メージしています。被ばくした赤い色のシャツに、美しく

悲しい白い菊の花が添えられています。「福竜」の福と

竜をとって「ラッキードラゴン」シリーズとして知られてい

ます。 

震災後、多くの作品展が中止になっております。巡回展

には米のメトロポリタン美術館、ニューヨーク美術館、オ

ックスフォード大付属美術館などから同氏の作品６９点

が貸し出されています。神奈川、岡山を巡回しますが、

最後の展覧会場の福島では、放射能の影響やスタッフ

の安全を理由に出展を拒否されています。事故があっ

た福島でこそ、人道問題を取り上げた彼の作品は展覧

されるべきですが、残念ながら見ることができません。放

射能をテーマにしたベンシャーンの作品が福島で見ら

れないのです。 

同様の貸出し拒否は、この一年間で、いわき市立美術

館や郡山市立美術館などでも起こっています。こうした

現実を知っていただきたいのです。 

 大川美術館は、大変貴重な作品を常設展示し、いつ

でも見ることができます。坂の上ですが足をお運びくだ

さい。地元に支えられ、市のお役にも立てる美術館であ

りたいと考えています。ありがとうございました。  

 
【次回例会予告】 
♦ 3 月 26 日(月) 

卓 話 桐生文化史談会  川嶋 伸行 様 

  食 事 シルクロード 

「震災と美術館」 
 
大川美術館 
館長 寺田 勝彦 様 


