
 

 

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。 

２０１３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２８５７回例会 
(４月１５日(月)第３例会) 

４月２２日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  点 鐘                                                                                      

2.  ロータリーソング斉唱 

3.  来訪者紹介 

４.  「ＳＡＫＵＪＩ作戦」推進について 

        第２分区Ａガバナー補佐 森下 正教 君 

５． 出席 100％表彰 

６． 会長の時間 

７． 幹事報告 

 ８． 委員会報告 

 ９． 卓 話 

      「県議会議員としての回想 10 年」について 

            群馬県議会議員 

            若年認知症ぐんま家族会副会長 

                       大沢 幸一 様 

１0． 点 鐘 

 

〈卓 話 者〉 群馬県議会議員 ・ 若年認知症ぐんま家族会副会長 大沢 幸一 様 

〈第 2 分区Ａガバナー補佐〉 森下 正教 君(桐生中央ＲＣ)      

 

「ＳＡＫＵＪＩ作戦」推進について 

        第２分区Ａガバナー補佐 森下 正教 君

ＳＡＫＵＪＩ作戦は田中作次ＲＩ会長が推進する会員増強

策です。紹介状による新入会員受け入れ作戦に参加す

る場合は、地区に作戦参加登録を行う。入会候補者推

薦状を会員に配布し、日本全国からロータリアンとして

相応しい候補者を紹介頂ければ、該当地区のロータリ

ークラブを推薦する仕組みです。是非田中作次会長の

熱い思いに答えて会員増強への協力をお願いします。 

出席 100％表彰  

 

 

 

会長の時間 

昨夜はゆっくり眠れましたので、今朝は普段より早く起き

て庭にでてみましたら、木々の花に変化がありました。 

目の前にボケの花があり、ぼけーとみていましたら、ボケ

の花が落ちておりました。それを見て、ボケだけに「自分

もそろそろボケが始まったかなー」と感じまして、大変が

っかりしておりました。ふと見上げると梅の花も落ちてお

りましたが、よく見ると小さな梅の実がついており、ボケと

は逆に、「よし!!自分もこれから梅の実のように熟してくの 

かな」と思いました。そして「よし!!これからは花も実もあ 

る人生を送ろう」と決心を致した次第です。以上「明るく 

 

楽しく元気の良い」会長の時間を終わります。 

《報 告》 

・4/13 富岡ＲＣ創立 50 周年記念式典 

      坪井副会長・幹事 出席 

     米山奨学生・ｶｳﾝｾﾗｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

      ｶｳﾝｾﾗｰ柳君 出席 

・4/14 高崎北ＲＣ創立 45 周年記念式典 

     会長・幹事 出席 

・4/15 例会終了後、次年度理事予定者会議 

《予 定》 

・4/16 桐生５ＲＣ会長幹事会 

・4/18 2013－2014 米山奨学委員会  

    2013－2014 年度 米山奨学委員会委員 

    大友一之君出席 

・4/22 例会終了後、第 11 回定例理事会 

幹事報告 

・米山奨学会より「ハイライトよねやま」が届いてます。 

・ガバナー事務所より第25回2840地区茶の湯研修会と

4/15(月)群馬テレビ 11：30～「ひるポチッ!」米山奨学

生ディオクン・カノックワンさん出演のご案内が届いて

おります。 

・疋田ガバナー事務所ゴールデンウイーク休暇は、4 月

27日(土)～5月6日(月)です。緊急の際は、松島地区

幹事へご連絡下さい。 

・本田ガバナーエレクト事務所ゴールデンウイーク休暇

は、4 月 27 日(土)～5 月 6 日(月)です。 

・桐生ＲＣ事務局は、4 月 23 日(火)～4 月 26 日(金)まで

ようこそビジター 

坂入  勝君 9 回 
川村  隆君 9 回 
大友 一之君 4 回 
 



 
休暇をいただきます。 

・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 25 年 4 月 15 日) 

総員 63 名：出席 38 名 

平成 25 年 3 月 25 日例会修正出席率：81.66％ 

平成 25 年 4 月 1 日例会修正出席率：77.96％ 

ニコニコボックス 

森下正教第 2 分区Ａガバナー補佐／疋田博之君、松

島宏明君…森下ガバナー補佐をお迎えして／前原勝

君…森下ガバナー補佐、大沢県議様をお迎えして／山

口正夫君…大沢幸一先生をお迎えして／岸田信克君

…同窓生の大沢幸一君を卓話者に迎えて／須永博之

君…大沢幸一県議のフェイスブック楽しく拝見していま

す。本日は、お疲れ様です／小倉康宏君…結婚祝／

堀明君、木村滋洸君…誕生祝／坂入勝君、川村隆君、

大友一之君･･･出席 100％／北川洋君、疋田博之君、

舘盛治君、牛膓章君、金子篤郎君、山口正夫君、松島

宏明君、野間義弘君、吉野雅比古君、本田雄一郎君、

川村隆君、大友一之君、竹内靖博君、桑原志郎君、柳

明彦君、月門快憲君、水越稔幸君、山田実君、朝倉剛

太郎君、飯塚荘一君、後藤圭一君…写真戴きました。 

卓 話 
 

 

 

 

 

 

 
※政治信条 

１、経営戦略を重視した自治体改革 

２、桐生の発展なくして群馬の発展なし。 

３、政策提言型の議員に徹し、是々非々の姿勢を堅持する。 

４、現場主義を徹頭徹尾追求する。 

５、桐生市の課題を県議会にどう反映させるか。 

 附）この１０年は、妻の不治の病と同時進行であった。 

※経営戦略を重視した自治体改革 

１、トップマネージメントの重要性。 

 （１）地方分権⇒地方主権時代。 

 （２）地の利戦略論。 

 （３）先見性を持った政策立案能力。 

 （４）行財政改革は、機動性と迅速性が原則である。 

２、職員の意識改革。 

 （１）安定志向型からの脱却⇒人事政策。 

 （２）県民・市民から仕事をさせていただいているという 

   思考力。 

 （３）民間会社でいうところの愛社精神の醸成。 

３、知恵創出の時代である。 

４、職員のメンタルヘルスケア体制の確立。 

※桐生市の発展なくして群馬県の発展なし 

１、基本的に桐生市選出の県議会議員の任務は何か。 

  県内３５市町村。１２市の中で、桐生市をどう見つめていく 

  か。 

２、桐生選出県議３人の任務ついて⇒桐生市の共通課題に 

  ついては、党派会派を超えて協調していくこと。  

  （過去の不協和音を払拭していくことを最大限意識する） 

３、経済のグローバル化、群馬県というマクロと、桐生市というミ 

  クロの世界に対する視点。 

※政策提言型の議員に徹し、是々非々の姿勢を堅持する 

１、貪欲なまでの調査・研究を追求する姿勢。 

２、情報収集に腐心すること。 

３、緊急性、必要性を十分吟味すること。 

４、執行部からの議案並びに議員発議案を問わず修正を求め  

  る場合は、代案を示すことを重視する。 

５、自治体改革の基本は、当局（執行部）と、同次元の資料・ 

  データーだけでは、改革は困難である。よって、独自の資 

  料・データーを懐に抱えて対応することが肝要である。 

６、議会は、チェック機能を有しているが、一般職員・教職員・ 

  警察官職員も人の子である。良い仕事をした時は、素直に 

  推奨する。 

※現場主義を鉄徹頭徹尾追及する 

１、国政の混乱ぶりは、国会議員が現場主義を放棄したことに 

  ある。 

２、現場に素材（課題）があるという問題意識を持つこと。 

３、現場で汗して働いている人がプロである。プロから教わると 

  いう、謙虚な姿勢が求められている。 

４、重要課題になればなる程、現場主義の度合いは強くなる。 

５、議員の調査活動は何のためか。（決して、物見遊山的な感 

  覚に陥ってならない） 

６、県内・県外・海外調査の別なく、現地に赴く議員の姿勢が 

  問われている。 

※桐生市の課題を県議会にどう反映させるか 

１、私から見た桐生人気質。 

２、「桐生市は住みよいまち」を売りに出すこと。 

３、県道整備の重要性。（コンクリートも人も必要なものは必 

  要！） 

 （１）欧州の都市計画法 

 （２）東北の国際化をもたらしたもの⇒藤原清衡の「奥大道」   

 （３）北関東道へのアクセス。 

４、県有施設の在り方。ぐんま昆虫の森、繊維工業試験場な 

  ど。 

５、企業誘致に関すること（上赤坂工業団地、武井工業団 

  地）。 

６、水力発電（地の利戦略の一環）。 

７、教育関係（スクールカウンセラー、養護学校の移管）：警察 

  関係。 

８、空き家対策。 

９、その他。 

※附）妻の不治の病と同時進行の 10 年であった 

１、人生には、３つの坂がある。 

一つは、上り坂。 二つは、下り坂。 三つは、まさかという坂。 

２、最愛の妻が、５４歳にして「アルツハイマー病」に罹患。 

（１）若年性認知症とは、６４歳以下で発症。 

（２）若年性は「病気」、老年期は「老化」 

３、私ごとであって、私ごとにあらず。 

４、県内外での講演活動。（基本的には講師料・交通費 

  は辞退） 

５、筆舌に尽し難いものがある。 

              

「県議会議員としての 

     回想 10 年」について    

群馬県議会議員 

若年認知症ぐんま家族会副会長 

          大沢 幸一 様 

【次回例会予告】 

4 月 29 日(月) 祝日の為、休会 

5 月 6 日(月) 祝日の為、休会 

   13 日(月) 12 日(日)桐生川全域清掃に変更 

   20 日(月) ♦ 卓 話 株式会社 グラムス 

                 社長 松本 博政 様 

          ♦ 食 事  飛 天 


