
 

 

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２８３２回例会 
(９月１０日(月)第２例会) 

９月２４日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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． 善行青少年表彰  新世代奉仕委員会担当 

８. 卓 話 「善行青少年表彰によせて」 

群馬大学工学部 

 学部長 板橋 英之 様 

 

９．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 

昨日は、9 月 9 日ということで｢救急の日｣でありま

した。各地で様々な行事が行われておりましたが、

｢人の命は地球より重い｣という言葉にもありますが、

どうかこの機会に人の命の大切さを考えて頂くと共

に、日頃から食べ過ぎ、飲み過ぎ、遊び過ぎには十

分に注意して下さい。 

 

《報 告》 

 ・9/3 第 3 回定例理事会 

 ・9/5 桐生５ＲＣ会長幹事会 うおせん 

 ・9/9(日)野球群馬大会  桐生 RC VS 前橋 RC 

 

《予 定》 

 ・9/11 指名委員会 

 ・9/15 米山奨学セミナー 桐生市市民文化会館にて 

     （会長・幹事・柳米山委員長 出席) 

 ・9/17 休会 

 ・9/22～23 ライラ研修(国立赤城青少年交流の家)  

 

 

幹事報告 

・本日、疋田ｶﾞﾊﾞﾅｰと坪井地区副幹事は、ガバナー公

式訪問に出掛けております。 

 

・疋田ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より「一年交換学生」と「夏季交換

学生」の募集要項が届いております。 

 

・公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターより広

報啓発誌「ニュースレター」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。 

・桐生中央 RC よりクラブ現況報告書が届いております。 

・桐生西、桐生赤城、足利の各 RC より週報到着。 

・地区大会家族会のご協力のお申し出がまだ少ないの

で提出お願い致します。 

・トヨタドライビングスクール群馬にて 9/23(日)秋の交通

安全フェスティバルの開催のご案内が届いておりま

す。 

・次週 17 日(月)は、休会となります。次回例会は、24 日

(月)となりますので、お間違えのないようお気をつけ

下さい。 

 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 24 年 9 月 3 日) 

総員 67 名：出席 45 名 

平成 24 年 8 月 27 日例会修正出席率：84.74％ 

 

ようこそビジター 



 
 

ニコニコボックス 

岸田信克君…板橋群馬大学工学部長を卓話者にお迎

えして／牛膓章君…昨日の県 RC 野球大会で前橋 RC、

伊勢崎 RC を大差で連破しました。準決勝、決勝も頑張

りましょう。野球部の皆様お疲れ様でした。／大友一之

君…善行青少年表彰の皆様おめでとうございます。こ

れからも頑張ってください／水越稔幸君…8/27 家族合

同納涼会でビンゴが当りました／吉尾憲明君…野球２

連勝でベスト４進出しました。 

 

 

 

野球部 

9/9(日)群馬県野球大会が開催されました。 

第 1 試合前橋 RC、第２試合伊勢崎 RC に勝ち、決勝ト

ーナメントに進みました。次回は、10 月 28 日(日)午前 9

時より川場村天狗山公園球場で開催されます。皆様応

援お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学セミナー 

9 月 15 日(土)桐生市市民文化会館にて米山奨学セミナ

ーが開催されました。会長、幹事、柳米山奨学委員長

が出席致しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

善行青少年表彰式 
 

―次  第― 

 

   司 会 新世代奉仕副委員長   園田  誠                                                    

1. 開  会 

2. 主旨説明  新世代奉仕委員長  吉田 栄佐 

3. 受賞者の紹介 

新世代奉仕委員長  吉田 栄佐 

4. 表  彰  受賞者代表 

群馬県立あさひ養護学校 

           吉田 凌 君 

5. 会長祝辞  桐生ロータリークラブ 

会  長      北川  洋 

6. 受賞者代表謝辞 受賞者代表 

群馬県立あさひ養護学校 

     吉田 凌 君 

7. 閉  会 

 ※卓  話   「善行青少年表彰によせて」 

    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 藤本えみり 御堂耕平 

桐生市立清流中学校 小倉利紗 三輪洋介 

桐生市立境野中学校 玉木芳明 狩野嘉仁 

桐生市立広沢中学校 佐藤梓 古暮雅夫 

桐生市立桜木中学校 堀越日南子 須田浩一 

桐生市立梅田中学校 藤田峻弘 桒原文枝 

桐生市立相生中学校 田村美羽 星野喜久江 

桐生市立川内中学校 佐々木諒平 金子茂雄 

桐生市立新里中学校 知久悠葵 高田七重 

桐生市立黒保根中学校 加藤寿々 髙橋洋介 

樹徳中学校 仁木優吾 星野寿博 

群馬県立桐生高等学校 大津雅也 大江隆宏 

群馬県立桐生工業高等学校 青木るい 渡邉俊介 
群馬県立桐生女子高等学校 小島愛 櫻井恵美子 

群馬県立桐生南高等学校 須田理王 山田昌之 

群馬県立桐生西高等学校 高草木麻佑 上野由美子 

桐生市立商業高等学校 大澤愛美 伴野和章 

桐生第一高等学校 新井つかさ 糸井 良枝 

樹徳高等学校 竹内祥 桜井龍太 

群馬県立あさひ養護学校 吉田凌 佐藤美加 



 
卓 話 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 年後の桐生 
 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，今日は、50 年後、桐生にはどうなっていて

欲しいか。それにはどんなことを売りにしたらいい

か。僕個人の勝手な考えですが、折角の機会なので

お話しします。 
 結論から言うと、50 年後、桐生にはケンブリッジ

のような世界的な教育・文化都市になっていて欲し

いと思っています。ケンブリッジは、ロンドンの北

北東 80km ほどにある、人口 12 万人程度の田舎町

で、地理的な条件は桐生と変わりません。歴史と伝

統がある桐生ならばケンブリッジのような都市にな

れるはずです。それには、まず、群馬大学工学部が

MIT（マサチュセッツ工科大学）を凌駕するような

理工学の世界的な拠点になる必要がありますが、そ

の第一歩として、群馬大学工学部を理工学部に改組

する計画を策定しました。来年 4 月の入学生から理

工学部になる予定です。 
 また、桐生には、群馬大学の他にも人を引きつけ

る魅力的なものがたくさんあります。それらを今後

50 年かけてさらに強化していけば良いと考えます。

ではその魅力とは何か。僕が注目しているのは「教

育」「水」「エネルギー」「ライフスタイル」です。 
 まず、「教育」。桐生には、教養の高い人がたくさ

ん住んでいます。群馬大学の教職員・学生も含めて、

子供達に勉強を教えることができる人がたくさんい

ます。この人達が、学校や街のいたるところで、子

供達に勉強を教えるとともに、科学への興味関心を

高める取り組みを行えば、子供達は学ぶ力がぐんぐ

ん付いて、全員が群馬大学理工学部に入れるように

なると思います。桐生に住めば質の高い教育がどん

どん受けられて、将来の日本を背負って立つような

科学的素養や教養を身に付けた人間になれるとなれ

ば、教育に関心を持った人たちが「桐生に住みた

い！」と移住してくるのではないでしょうか。 
 次に、「水」。桐生は現在、主として渡良瀬川の水

を水道原水として使用していますが、元宿浄水場の

老朽化に伴い、改修が必要になっています。数年前

に「桐生市水道再生マスタープラン」を作成しまし

たが、桐生市は桐生川の水利権を持っているので、

このプランでは、梅田に浄水場を新設することを提

案しました。ご存じのように桐生川上流は「水源の

森百選」に選ばれているすばらしい環境にあって、

水も大変おいしい。梅田に浄水場ができれば、蛇口

から最高品質の水が出ることになり、健康に関心が

ある人達に加え、飲食店、食料品の製造工場、化粧

品や医薬品の研究所などが興味を示して進出してく

るかもしれません。 
 次に「エネルギー」。群馬大学工学部では、安価な

太陽電池、高容量のリチウムイオン電池、高効率な

バイオマスガス化システム、安価で高性能な燃料電

池等エネルギーに関連した研究を行っています。将

来これらの成果を利用すれば、桐生全域で化石燃料

や原子力に頼らないエネルギーシステムが構築でき

て、桐生が最先端のグリーンエネルギータウンにな

れるに違い有りません。 
 最後に「ライフスタイル」。今年 4 月に台湾の東

海岸にある花蓮市に行ってきました。この市は、人

口 11 万人くらいの田舎町ですが、夜、人で街があ

ふれかえっていました。地元の人に理由を聞いたと

ころ、市民は街に住んでいて、日中は郊外に仕事に

行き、夜は街に帰ってきて、夕飯は外食とのことで

した。桐生は今街に空き家がたくさんありますので、

これを活用して街に人が住むようにして、昼は郊外

や近隣の市に仕事に行き、夜は帰って来て外食。学

生も 3000 人くらいいますのでみんな街に下宿させ

て、夜は飲食店でのコンパを必須にすれば、大変活

気が出ると思いますが如何でしょうか。 
 以上まとめますと、桐生に住めば、質の高い教育

が受けられ、蛇口からは世界最高品質の水が出て、

グリーンエネルギーがふんだんに使え、毎日が大コ

ンパのような楽しい生活が送れるとなれば、世界中

から優秀な人材が集まり、群馬大学が MIT を凌駕す

る拠点に、桐生がケンブリッジに並ぶ教育文化都市

になれるのではないでしょうか。 
 50 年後の今日 9 月 10 日、この桐生倶楽部で、桐

生が世界一の教育文化都市に認定されたお祝いをや

りたいと思います。皆さんそれまで元気で活躍して

ください。僕もその時に皆さんと祝杯を挙げるのを

楽しみにしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「善行青少年表彰によせて」 

群馬大学工学部 

学部長 板橋 英之 様 

【次回例会予告】 

♦ 10 月 1 日(月)  

   卓話 10/14 地区大会 

       説明会  

    

   食事 くり亭  



 
 
 
 
 
 
 

是非、お知り合いの方をお誘い下さい 

地区大会記念講演 

プロフィール 
医師・作家。1948 年東京生まれ。東京医科歯科大学医学部卒業。38 年間、医師と

して地域医療に携わり、そのかたわら、チェルノブイリ、イラク、 東日本大震災

の被災地支援に取り組む。21 年間、ベラルーシ共和国の放射能汚染地帯へ 96 回の

医師団を派遣し、約 14 億円の医薬品を支援(JCF)。 
2004 年にはイラク支援を開始し、イラクの４つの小児病院へ毎月 300 万円の薬を

送り、難民キャンプでの診察等を実践している(JIM-NET)。3.11 以降、東日本の被

災地支援にも力を注いでいる。 
2009 年ベスト・ファーザーイエローリボン賞（学術・文化部門）受賞。2011 年日

本放送協会放送文化賞受賞。ベストセラー「がんばらない」をはじめ、「アハメド

くんのいのちのリレー」（以上集英社）、「よくばらない」（PHP 研究所）、「ウェット

な資本主義」（日本経済新聞出版社）、「チェルノブイリ・フクシマ―なさけないけ

どあきらめない」（朝日新聞出版）、「希望」（東京書籍）、「『がんばらない』を生き

る」（中央公論社）など著書多数。現在、諏訪中央病院名誉院長。 
 

鎌田 實 氏 

演題  

「がんばる」けど「あきらめない」 

   ～命を支えるということ～ 

10/14(日)13：30～15：00 シルクホール 

入場無料 
 


