
 

 

R.I 会長 田中 作次 

国際ロータリー第2840地区 2012-2013年度 国際ロータリーのテーマ 

Ｐｅａｃｅ Ｔｈｒｏｕｇｕ Ｓｅｒｖｉｃｅ 

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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１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 会長の時間 

５． 幹事報告 

６． 委員会報告 

７．卓 話 

     「新会員卓話」 

           後藤 圭一 君 

           高橋 弘史 君 

８．点 鐘 

 

 

〈伊勢崎中央ＲＣ〉 新井 聡 君 

 

会長の時間 

今回、例会に初めて養田年度で作ったポロシャツを着て

参りました。着心地も最高ですので是非、皆さんも着て下

さい。 

今、ロンドンオリンピックの真最中ということで、各選手本

当に頑張っておられますが、なんだかもう一つ盛り上がら

ないと感じております。個人的には、早く金メダルが見た

いところですが、出場者全員が全力を出し切って頑張っ

てほしいと思います。 

また、私事ですがサッカー協会の方でやっていることもあ

りますが、日本サッカーは男女とも予選を突破できそうで

す。大いに期待できますし、男女とも優勝できるよう頑張

ってほしいと思います。 

前回も感染症の話をしましたがやはり多いようです。今日

も霰粒腫の患者さんも出てきました。こういった暑い時季

は注意が必要なので、熱中症等も含め、特にお子さん、

お孫さんにはくれぐれもご注意頂きますようお願いいたし

ます。 

 

《報 告》 

・7/26 家族会総会(ﾄﾗｯﾄﾘｱ･ﾊﾞﾙﾎﾞﾝ) 

・7/28 IAC 年次大会(桐生市市民文化会館) 

・7/29 社会奉仕セミナー(ニューサンピア高崎) 

 

《予 定》 

・例会終了後、第 1 回会長候補推薦委員会 

 18:30～地区大会役員会(疋田ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所) 

・8/5(日)女性フォーラム(14:00～前橋テルサ) 

 

 

 

幹事報告 

・樹徳高等学校より「樹幹だより９１号」が届いております。 

・桐生南、桐生西、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７月 30 日) 

総員 67 名：出席 48 名 

平成 24 年 7 月 9 日例会修正出席率：83.60％ 

 

ニコニコボックス 

新井聡君(伊勢崎中央ＲＣ)…本日は宜しくお願い致しま

す／北川洋君…ロンドンオリンピックが始まりましたが、な

かなか金メダルが取れません。これから頑張って下さい／

牛膓章君…日本一暑い館林ＲＣに地区大会のご案内に

岸田会員と行ってきました。その際高木パストガバナー様

からお土産を頂きました／吉田栄佐君…なごみダイニン

グ飛天の開店を祝して／後藤圭一君、高橋弘史君…卓

話をさせていただきます／岡部信一郎君、野間義弘君、

前原勝良君、大友一之君、木村洋一君、下田正宏君、高

橋弘史君…写真を戴きました。 

 

野球部よりお知らせ               山上 達也 

7 月 24 日群馬県ロータリークラブ野球大会コミッショナー

会議に疋田ガバナー、松島地区幹事、野間監督と４人で

田園プラザ川場へ行ってきました。今年は、沼田ＲＣが幹

事クラブとなり３球場で大会を開催する為、会議終了後、

開会式も行われました。 

桐生ＲＣは、9 月 9 日(日)前橋ＲＣとＢ＆Ｇ海洋センター新

ようこそビジター 



 
治中央運動公園球場にて午前 10 時 45 分～試合が行わ

れます。応援よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

本日の卓話は入会間もないということもありますので、自

己紹介と家業を中心にお話しさせて頂ければと思います。

よろしくお願いいたします。 

私は、昭和 45 年 2 月生まれの 42 歳です。父方の実家は

現在はありませんが、青隆という織物の買継商をしており、

母方の実家は境野町で井清織物という織物屋であります。

その二人が縁あって結婚し、少し複雑な家系図になりま

すが、夫婦養子として当時、戦争で旦那を亡くし一人で

商売をしていた祖母の店に入りました。この祖母の生まれ

が後藤織物で自分の母の実母の妹にあたります。そうい

った織物関連の一族の中で、畑違いの商いをしておりま

す。 

私は桐生市立東小、東中を卒業し桐生高校に進学しまし

た。当時はまだ男子校で、独立自尊の校風が肌に合い大

変楽しい 3 年間を過ごしました。部活は袴への憧れと、当

時市内に3校しかなくすぐに県大会に出場出来るという単

純な理由で弓道部に入部しました。しかし、当時大流行し

たビリヤードにはまってしまい、弓道の練習を真剣にせず、

一度も県大会に出場することはありませんでした。 

その後、駒澤大学経営学部に進学しました。当時はまだ

華やかなバブルの時代でしたし、田舎者の若造としては

東京のあらゆる誘惑にはまり、学業はそっちのけの毎日

でした。就職先はマスコミ関係が志望でしたので色々と就

職活動をし、広告代理店に入社しました。 

広告代理店での仕事はとても充実したもので、やりがいも

感じていましたが、入社 3、4 年経ったころいつも通り渋谷

にある会社に向かう満員電車の中で、ふと 30 歳、40 歳、

50 歳になった時もこうして毎日満員電車に揺られ続ける

日々を想像した時に、突然地元の桐生に帰って仕事をし

たいと思いました。突然で、しかも漠然とした想いでしたの

で、すぐに家業を継ぐという意思もなく、とにかく生まれ育

った桐生に帰ろうという、今思えば浅はかな考えだったな

と感じています。 

両親との相談の結果、桐生ロータリーの大先輩でもあられ

ます矢野昭さんの会社に無理にお願いをし、入社させて

頂きました。家業の酒屋のことなど全く知らない自分に修

行の場を与えていただいただけでなく、生涯の伴侶にも

巡り合わせていただいた矢野さんには感謝してもしきれな

い気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 

数年間の修行を終え、父の経営する後藤酒店に入社し、

今に至っております。どの業界も非常に経営状況は厳し

い昨今ですが、酒類の小売業も例にもれず淘汰の時代

になっています。どのように生き残っていくか、様々な手

法はあるのでしょうが、うちの会社としては当たり前ではあ

りますが、うちにしか出来ないサービス、うちにしか出来な

い商品の取り扱い、うちにしか出来ないその商品への想

いの伝え方を徹底的に追及していくことに励んでいます。 

ひとつ例にとると、年間出荷量が焼酎に抜かれ、厳しい状

況にある日本酒ですが、この春群馬県の酒造会社と県の

農業試験場が共同で開発した酒造好適米「舞風」という

酒米があります。群馬県の酒造会社は今、30 代後半から

40 代の若手経営者が大変精力的に各蔵と協働して、群

馬の地酒を全国に発信しようと頑張っています。群馬県

産の米、水、酵母、そして群馬県人の技術と想いで醸さ

れたお酒をどのように消費者に伝え、購買していただくか

は我々酒販店の役目です。ただこういったお酒が出来た

と伝えるのではなく、そのお酒にまつわる物語を伝えてい

かなければと考えます。 

地元の桐生に帰ってきて、先輩に青年会議所に誘ってい

ただきました。これが自分のまちづくり活動に関わるきっ

かけとなりました。始めは真面目に活動しないメンバーで

したが、徐々にその魅力にはまり、2010 年には理事長を

務めさせていただきました。実質 9 年間の活動でしたが

20 年分位に感じる様々な経験をさせていただきました。

本当にたくさんの思い出がありますが、昨年 3 月 11 日に

起きた東日本大震災への救援活動は強く印象に残って

います。3 月下旬にトラック数台にガソリンのドラム缶と食

糧、日用品を積み宮城県石巻市に向かいました。まだボ

コボコな東北道を北上していくと、まだ雪が降っている時

期でした。自衛隊が駐留しているとなりの会社の駐車場を

借り、テントを張って支援活動をさせていただきました。強

烈に残った想いは、生きるか死ぬかという状況での支援

は絶対に支援する側の自己満足レベルではしてはいけ

ないということでした。本当に被災した人々の気持ちを理

解し、何が求められているかをきちんと把握しなければ、

ボランティアとして成り立たないことを教えられました。 

そういった青年会議所での様々な方との出会いが、こうし

て桐生ロータリーにも入会を誘っていただくきっかけにも

なりました。ロータリーは様々な業種の方と知り合えるだけ

でなく、広い世代との方と知り合える場だと感じています。

まだまだわからないことだらけですが、少しずつ理解し頑

張っていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしく

お願いいたします。 

 

 

「新会員卓話」 

 

後藤 圭一 君 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員の高橋です。ちょうど来年は 6０周年ですので、

昨年まで在籍しておりました桐生青年会議所の周年事業

についてお話をさせて頂きます。 

昨年、桐生青年会議所は創立５５周年を終えましたが、な

かでも記念事業として２年越しで開催した、きりゅう映画祭

は私にとって特に思い出深いものとなりましたし、味をしめ

て今年も開催するとのことなので、その告知も兼ねてお話

したいと思います。 

当時、私は準備委員長から実行委員長と２年続けて周年

事業にドップリつかり、映画事業に携わりました。今振り返

ると仕事も疎かに良く２年もやったなとつくづく感心しま

す。 

ところで、記念事業を映画にした事の発端は、桐生の魅

力を広めたいと思ったことでした。そこで映像として表現

できれば形にも残るし、伝えやすいのではないか？と思

い始めたわけです。 

とは言え、映画製作のノウハウなんて全く無いですから、

色んな人に相談したところ、俳優の別所哲也さんが代表

を務めるアカデミー賞公認の短篇映画祭ショートショート

フィルムフェスティバルを紹介され、交渉を始めました。確

か、おととしの３月頃だったと思います。それから半年余り

打合せを重ね、２０分の映画を４本作って、東京と桐生で

上映することにしました。シナリオを一般公募して、その原

作をもとに映画化するもの、全国の映画監督に企画を募

りコンペで選ぶもの、桐生出身のデザイナーのものと、４

本全く異なった趣旨で製作することにしました。 

その後、９月から１２月の間で、企画募集とコンペ、一般シ

ナリオ公募と選考、映画化する監督の選考、出演者オー

ディション、ロケハンと一気に撮影の準備を行い、年が明

けた１月から約２カ月間の撮影を行いました。 

ちなみに作品の内容にもよりますが、２０分の作品を１本

撮るのに、どれくらいの撮影スタッフと日数がかかると思い

ますか？ 

監督、カメラ、美術照明、ヘアメイクなどを入れると３０人く

らいで、大体３日～５日の撮影といった感じです。我々は

その裏方としてあらゆる支援を行いました。 

そして・・・撮影が無事終わり、いざ編集作業というところで、

あの３．１１の大震災が起こったわけです。 

今回のなかに、仙台の若林区在住の監督がいました。青

年会議所としては震災後すぐに石巻で物資支援を行いま

したが、道中、高速道路から見た若林区の壊滅状態に愕

然としたのを覚えています。作品は当然、津波で流され、

監督の生存も厳しいだろうと思いました。しばらく電話もメ

ールも一切つながらず、音信不通の状態が続きましたが

本人、作品とも無事との一報が入ったのは震災３週間後

のことでした。当日たまたま編集作業の為、別の場所にい

たそうで、何とも奇跡的なことです。 

その後は自粛モードの中、映画祭どころの話ではなくなり

ましたが、チャリティ要素を含めた形で映画祭の再開を決

意しました。そしてようやく６月、東京表参道ヒルズでの上

映と７月には文化会館のシルクホールできりゅう映画祭を

行うことができました。結果、東京と桐生２日間の上映で

延べ２０００人ものご来場を頂き、多くの人に郷土の魅力を

感じてもらうことができました。それどころか、その後世界

各国でも上映されました。なかには、モナコ国際映画祭の

短編映画部門でグランプリを受賞した作品もあります。 

この時、桐生出身でモナコ在住の知り合いに連絡したとこ

ろ見に行ったそうで、「懐かしい桐生の風景や街並、桐生

弁も聞けて嬉しかった！まさかモナコで桐生の映画を見

るとは・・・！」と言って大喜びでした。 

震災がらみの奇跡と世界各国での上映とまさかの広がり、

ウソのような本当の話で映画の持つ可能性を改めて実感

しました。 

と・・・そんなこんなで、今年も継続事業として、９月２２

（土）と２３（日）の２日間、新たに３作品を製作し上映する

そうですので是非、足を運んで下さい。 

それと是非今度、卓話に担当委員長を呼んで頂けたらと

思っています。 

最後にもうひとつ、私が小さい頃は東映、電気館、能楽館、

オリオン座、国際と映画館がいくつもあり活気がありました。

もっと前には松竹やセントラルなどもあったと聞いておりま

す。時代が変わったとはいえ、映画は映画館で観るという

文化が衰退したことは非常に残念です。ほんの少しのき

っかけでもこの映画祭を続けて行った先に、昔のような味

のある映画館が復活してくれたらといいなと願っておりま

すし、「映画館のある町の映画祭」を期待して止みませ

ん。 

 

 

 

ポリオプラスキャンペーンのご案内 
 

RID２８４０では疋田年度を通して“ End Polio Now 

Campaign ”を実施してポリオ撲滅へ向け継続的に取り組

んでいきます。 

 安藤年度まで実施した 2 億ドルチャレンジは前年度の 6

月 30 日までに、目標を達成することが出来ました。しかし

ポリオ撲滅まで一番大変な一歩が残っています。 

 今年は一人 2,000 円以上の寄付を御願いします。 

 ポリオプラスへの寄付は使途指定寄付としてポールハリ

スフェローの認証の対象になります。 

 2013 年 6 月 30 日までにポリオプラスへ 2,000 円以上寄

付をされた方には End Polio Now のピンバッジを差し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

「新会員卓話」 

 

   高橋 弘史 君 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月２８日（土）桐生市市民文化会館シルクホールにて

2840 地区インターアクト年次大会が開催されました。 

桐生第一高等学校 IAC に吉田栄佐新世代奉仕委員長、

山上達也委員、大友幹事が参加し、疋田ガバナー、松

島地区幹事と一緒に記念撮影をいたしました。 

午前中は桐生市ボランティア協議会会長宮地由高様に

よる「喜ばれる悦び～東日本大震災を通して学んだこと

～」と題した基調講演が行われました。 

午後は四つの分科会に分かれて「風呂敷教室」「茶道

教室」「手話教室」「ＡＥＤ教室」が開催されました。一日

を通して地区内 16 の IAC が交流して親睦を深め、大会

テーマである「絆」の大切さを感じることができた素晴ら

しい大会となりました。 

なお、今大会は樹徳高校 IAC と提唱クラブであります桐

生南ロータリークラブが企画運営を担当されました。お

疲れ様でした。 

【次回例会予告】 

 ♦ 8 月 13 日(月) 休 会 

 ♦ 8 月 20 日(月) 卓話 

     「ガバナー補佐講話」 

      群馬第２分区Ａ 

      ガバナー補佐 森下正教君  

 ♦ 食事 飛天 黒カレー  

2012-2013 年度 

 国際ロータリー第 2840 地区 

社会奉仕セミナー 
平成 24 年 7 月 29 日(日) 

ニューサンピア高崎 にて 

2012-2013 年度 

 国際ロータリー第 2840 地区 

インターアクト年次大会 
平成 24 年 7 月 28 日(土) 

桐生市市民文化会館にて 

疋田ガバナー挨拶 

基調講演 
講師 RID2650 パストガバナー 
        橋本 長平 君 


