
 

 

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。 

２０１２年 

会長 北川 洋 幹事 大友 一之 
クラブ会報・広報委員会   山田 実・高橋 弘史・塚越 平人・村田 勝俊・桑原 志郎 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２８２８回例会 
(８月６日(月)第１例会) 

８月２０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 「新会員卓話」 

下田 正宏 君 

飯塚 荘一 君 

 

１２．点 鐘

 

結婚祝  

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

会長の時間 

いよいよ 8/9 を以って地区大会のキャラバン隊が最後と

なります。今まで本当にお疲れ様でした。あと少しとなり

ますが、引き続き頑張って頂きたいと思います。 

桐生八木節まつりも昨日無事に終わりました。皆様もそ

れぞれの役割でご活躍されたことと思いますが、ロータ

ーアクトクラブもジョイタウンで枝豆や餃子などを作って、

頑張っておりました。また、私の関係している体育協会

の方では日立市との第 27 回スポーツ交流会を桐生八

木節まつりに合わせて開催されました。昨年は東日本

大震災の影響で中止となりましたが、今年は少年野球 2

試合を行い、夜はお祭り見学、翌日はぐんま昆虫の森

を見学し、子供たちも大変楽しんでおりました。その際、

関係者の方々が、桐生の人はよく集まるとびっくりして

おられました。日立市の人口は 17 万人だそうですが、

桐生のようには集まらないとのお話でした。なぜなので

しょう？これからも桐生に多くの人が集まるようになれば

と思っております。 

また今月は会員増強月間となりますので、皆様のご協

力をよろしくお願いいたします。 

 

《報 告》 

・7/30 例会終了後、第 1 回会長候補推薦委員会 

    地区大会役員会(疋田ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所) 

・8/5 女性フォーラム(前橋テルサ) 

 

《予 定》 

・例会終了後、第２回定例理事会 

・8/7 ｶﾞﾊﾞﾅｰｽﾀｯﾌ･地区大会役員合同会議 

    (桐生倶楽部広間) 

・8/13 休会 

・8/20 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 

      例会終了後、第１回クラブ協議会 

 

幹事報告 

・安藤直前ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より、2011－2012 年度各種表

彰決定のお知らせが届きました。当クラブは、【RI 表

彰】でチェンジメーカー賞インターアクトクラブ表彰、

ローターアクトクラブ表彰【地区表彰】で会員増強優

秀クラブ(純増)第 3 位です。 

・桐生市より第 8 回桐生市マーチングフェスティバル 

  開催(8/25)のご案内が届いております。 

 

 

吉尾 憲明君 17 回 

佐藤 富三君 87 歳 
前原 正一君 86 歳 
赤松  隆君 79 歳 
平野 善一君 59 歳 
 



 
・Ｒ財団より平成 24 年 1 月 1 日から 6 月 30 日までに寄

付しました分の確定申告用領収証が届きましたので、 

お配りしております。まだもらっていない方は、事務局

へお願い致します。 

・地区ＲＡＣより「2011-2012 年度地区活動報告書」が届

いております。 

・桐生西、桐生赤城、太田の各 RC より週報到着。 

・次週１３日(月)は、休会です。次回例会は、２０日(月)と

なりますのでお間違いのないようお気をつけ下さい。

当日は、第２分区Ａ森下ガバナー補佐訪問日です。

例会終了後には、第１回クラブ協議会もありますので

関係役員の方は、ご出席の程よろしくお願い致します。

尚、事務局は、桐生倶楽部休館に合わせて１１日(土)

～１６日(木)までお休みとなります。 

 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 24 年 8 月 6 日) 

総員 67 名：出席 48 名 

平成 24 年 7 月 23 日例会修正出席率：83.60％ 

 

ニコニコボックス 

前原勝君…本町祇園祭はじめ桐生八木節祭が猛暑の

中ようやく終了しました／佐々木裕君…結婚・誕生祝の

乾杯をさせていただきますので／下田正宏君、飯塚荘

一君…本日卓話をさせて頂きます／立澤俊明君…親

睦活動委員長就任／吉尾憲明君…結婚祝／佐藤富三

君、平野善一君…誕生祝／本田雄一郎君…出席

100％／堀明君、木村滋洸君、本田雄一郎君、須永博

之君…写真を戴きました。 

 

ロータリー財団委員会 

疋田 博之会員  ＄25（ポリオ･プラス） 

前原   勝会員  ＄25(ポリオ･プラス) 

川村   隆会員  ＄25(ポリオ･プラス) 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

1.人間ドックの経過 

 数値が大きく改善した 

 

2.病歴、実父の発病 
 (1)実父の発病 心筋梗塞（平成 17 年 8 月） 
 (2)自分の発病 胆嚢炎手術切除、中心性網膜炎  
            （平成 18 年 4 月） 
3.生活習慣（発病前後） 
 (1)食生活…間食、夕食後のつまみ食いをやめる 
 (2)就寝時間…遅くても 12 時前には就寝 
 (3)運動…多少の散歩程度を行う 

4.運動について 
 (1)運動歴･･･運動は好き、特に球技関係（陸上競  
    技、特に長距離は大嫌い） 
  ①学生時代…大学時代は野球、高校時代の長距   
                離走は途中ショートカット 
  ②就職後…入行 3 年目頃までは早朝野球 
 
 (2)ウォーキング開始 
  ①自宅周辺 2～3 キロ程度のコースを夕方、ジャ    
      ージ姿で、暗くなれば懐中電灯持参 
  ②すれ違うのは 複数人は夫婦・友達と 単独 
      者は犬などと散歩 
  ③挨拶の声を掛け合うが「気まずい」（勝手に） 
  
 (3)ジョギング開始 
  ①最初は電信柱を目印に「１本…走る」「３本･ 
      ‥歩く」⇒「１本･‥走る」「２本‥･歩く」⇒ 
     「１本‥･走る」「１本‥･歩く」⇒「完走」 
  ②コース距離を少しずつ延長…5k 程度のコー 
       スを走る（3 パターン程度…気分転換の為） 
 
 (4)マラソン競技会へ参加 
  ①ある時「県民マラソン」の記事を上毛新聞で 
   目にした 
  ②10 キロ走にエントリー（どうせﾀﾞﾒでも誰に 
   もわからない） 
  ③コース…正田スタジアム横⇒県庁⇒正田スタ 
   ジアム内 3/4 周してゴール 
  ④レース後 正式陸上競技場内を走る「かっこ 
   良さ」「何とも言えない達成感…俺も走れる   
   んだ」「実は皆が見ていた」 
 
 (5)その後について 
  ①日常のマラソン 
  月間 100 キロ（ピーク時は 150 キロ～200 キロ） 
  ジムで 10k/時間 
  ②競技会参加 
  年間で６競技会（ピーク時は 15 レース） 
 
5.マラソン開始後の気づき 
 (1)メンタル面への好影響 
  ①リセット感～「流れる汗」「何も考えず走る」 
  ②季節感～「におい」「風（温度、強さ）」 
  ③ジム内での走り～「自分を見つめる（座禅に 
   近い感じ）」 
 
 (2)一生続けられそうな趣味へ 目標⇒達成 
 
 (3)ここまで言ったら一層やめられない 
 
 (4)現在の夢…56 歳の歳のホノルルマラソン出場 
        ⇒家族全員と一緒にホノルル旅行 
 

 

 

 

 

 

 

 

「新会員卓話」 

下田 正宏 君 



 
 

 

 

 

 

 

改めましてこんにちは、飯塚です。今日は新入会員

の卓話ということですので、自己紹介と店の話をさせて

いただきたいと思います。 

私は昭和 4 1 年 4 月 2 6 日生まれの現在 4 6 才です。

兄弟は姉と妹がいます。姉と私は男と女の双子でして、

自分ではそれが普通と言うか当たり前だと思っていまし

た。双子はよく何か特別な感覚があるとか言われますけ

ど、特に其のような能力とか感覚はありませんでしたが、

うちの店のパート・アルバイトの中にも今まで結構な数の

双子がいたり、私自身現在南小学校のPTAの会長を務

めているのですが、その校長先生のお子さんが男女の

双子だったり、副会長の方が男女の双子の片割れだっ

たりと周りに双子が多いような気がします。地元の小中

学校を出て桐生高校へ進学し、それからその当時桐生

高校の４年生と言われていた桐生外語学院へ１年通い、

本田先輩と同じ明治学院大学に入学しました。その当

時は、いわゆるバブル絶頂の時で今では到底考えられ

ないようなことをばかりでした。 

そして大学４年生の 1 2 月に実家から連絡が入り、そ

の当時務めていた社員が、急に二人辞めてしまったの

で急遽実家に入ることになってしまいました。 

 うちは鰻屋としては自分で三代目になりますが、その

前から食用の鯉や錦鯉、どじょうにシジミや浅利。金魚

など色々な卸売を営んでいたそうです。そして私が 2 7

才の時に今の店舗を OPEN しました。最初は何も知らな

いことばかりで本当に大変でした。お客様も今はお陰様

で来ていただけるようになりましたが、その当時は全然

来なくてとても不安だったことを覚えております。それで

も今まで何とかやってこられたのは、お客様の声を聞い

てそれをひとつひとつ実践してきたからではないかと思

います。 

 最後にうなぎの話を少ししたいと思います。日本人

はとてもうなぎが大好きな民族でして世界の 70%を消費

していると言われています。皆さんテレビ新聞等でご承

知の通りうなぎの稚魚の３年連続の不漁で値段が４、５

年前の１０倍という考えられない価格になってしまいまし

た。それに加えアメリカがワシントン条約でうなぎを保護 

するかもしれないという話まで出ています。値段ではなく、

もしかしたらそのうち本当に食べられなくなってしまうか

もしれませんので、今のうちに召し上がっておいたほう

がいいかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    桐生赤城・桐生中央ＲＣ合同ホスト 

  地区大会記念ゴルフ大会 

    (東日本大震災復興支援ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会) 

    

    開 催 要 項 

       

      1. 日 時  平成 24 年９月３０日(日) 

    午前 7 時 

               東コース、西コースＩＮ、ＯＵＴ 

    同時スタート 

        ※雨天決行 

       

      2. 場 所  鳳凰ゴルフ倶楽部 

 

      3. 競技方法 

        (1)18 ホール ストロークプレー 

          ・新ペリア方式(ダブルスコアまでとする) 

           Ｈ，Ｄは 36 を上限とする 

        (2)団体戦は各クラブのネット上位 3 名の 

          合計で競い、賞品は全チームに授与す 

          る。 

        (3)個人戦の賞品は「優勝」、「準優勝」、 

          「3 位」、「飛び賞」とする。 

【次回例会予告】 

♦ 8 月 27 日(月) 納涼会 

 場所：海鮮ダイニング 美喜仁館 

 点鐘：午後 6 時 30 分  

「新会員卓話」 

飯塚 荘一 君 


