
 

 

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２８５４回例会 
(３月２５日(月)第４例会) 

４月１日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 退会挨拶    吉尾 憲明 君  

５.  会長の時間 

６． 幹事報告 

 ７． 委員会報告 

 ８． 卓 話 

    「八木節の誕生とその広がり」について 

          八木節研究家 岡田 幸夫 様 

 ９． 点 鐘 

 

退会挨拶 

吉尾 憲明 君 

本日は貴重な時間をいた

だき有難うございます。私

事ですが、4月より名古屋

へ転勤になり 3 月を以っ

て退会しなければならな

くなりました。思い起こせ

ば、お声掛けをいただき入会して以来 2年 5 ヶ月と

いう短い間でしたが、皆さんとこうして交流が深め

られたことは大きな大きな財産となりました。心残

りなことは多々ありますが、皆さんに良くしていた

だき本当に感謝しております。充実したロータリー

生活でした。また桐生にも遊びに来たいと思います。

ありがとうございました。 

 

会長の時間 

昨日当クラブ元名誉会員であり、元桐生市長日野茂

さんの一周忌が行われ出席して参りました。その時、

来賓者数名より桐生市とみどり市の合併についての

お話がありました。再度合併について考える時期が

来たのかと感じた次第であり、この地区が１つにな

って発展していくことが一番であると改めて感じた

次第です。例えば医師会では、桐生市とみどり市の

会員で成り立っておりますが、様々な手続きや会議

等を桐生市とみどり市で開催するなど対応が非常に

多くなっております。また行政サービスの点におい

てもバラつきがあり、これらも一般市民としては考

えていただきたいと思います。また一周忌の席で、

日野さんの辞世の句を読み上げていただき大変感動 

 

 

いたしました。 

「約束を守ることは信頼される大切な基本である。 

かけた情けは水に流し、受けた恩は石に刻む。」とい

う言葉を大切にしていきたいと思っております。 

 

《報 告》 

・3/21 吉尾憲明君送別会 

《予 定》 

・3/30 新会員セミナー (蛭間茂君参加) 

 

 幹事報告 
・国際ロータリーより、ロータリーレートのご案内です。 

 ４月は、１ドル＝９４円です。 

・樹徳高等学校より「樹幹だより」と「樹妙だより」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。 

・桐生南 RC より、４月１０日(水)例会に東和銀行頭取の

吉永國光様をお迎えし、「デフレ脱却への総力戦」に

ついての卓話がありますので、メークのお知らせが届

いております。 

・桐生が岡動物園の桐生ＲＣ創立 50 周年記念樹しだれ

桜の記念碑占用許可更新を行います。 

・4/27 群馬大学工学部留学生との交流会は、まだ参加

者募集中です。 

・5/16 家族会旅行の歌舞伎は、チケットを追加致しまし

たが、参加するけど観劇しない方がいらっしゃいまし

たら、お申し出下さい。 

 

ようこそビジター 
〈桐生赤城 RC〉田村 浩道 君          〈卓話者〉八木節研究家 岡田 幸夫 様 



 
委員会報告 

出席委員会 

本日の出席(平成 25 年 3 月 25 日) 

総員 64 名：出席 39 名 

平成 25 年 3 月 11 日例会修正出席率：100％ 

 

ニコニコボックス 

吉尾憲明君…2 年 5 ヶ月大変お世話になりました。皆様

のご健勝とご多幸をお祈りしております。本当にありがと

うございました／牛膓章君…桐生ＲＣ野球部の星!!名古

屋にトレードされて残念です。お世話になりました／村

田勝俊君…吉尾君、大変お世話になりました。名古屋

でも大活躍を!!／柳明彦君…吉尾君、名古屋でも頑張

ってください／山上達也君…吉尾君のご栄転を祝し合

わせて名古屋の大活躍を祈念して!／水越稔幸君…吉

尾君、元気で頑張って下さい!!サミシー／桑原志郎君、

後藤圭一君…吉尾君、大変お世話になりました。名古

屋でも頑張って!!／牛膓章君…桐生ＲＣ創立 50 周年の

記念樹のしだれ桜が咲き始めましたよ!／吉尾憲明君…

写真戴きました。 

 

卓 話 
 

 

 

 

 

 

 

1. 「晴耕執筆」のライフスタイル 

 いつしか生活の一部、体内時計、生きる原点となって

いる。今日まで何とか生きてこられたのはこのライフスタ

イルの実践を生活の基本にしてきたからと信じている。

畑の軽労働と机に向かう交互作用はきわめてバランス

が良い。 

■ きっかけは 30 歳 持病になっていた腰痛・首痛の克 

   服のため。⇒その後 20 年以上すっかり忘れる…助 

   けてもらったとの実感。 

  朝飯前百姓/早寝早起きの生活習慣/適度の労働/ 

  食生活/野菜に学ぶ健康法 

■ 30代半ばより仕事だけでない「社会への関心」と「書 

  く」お稽古を始める。⇒「鈴木内閣の功罪」「日本人  

  は働き過ぎか」 

■ 40 代に入って「苦手のキーボードの克服」から出発 

  ⇒‘97 年「エンジニア百姓事始」(農文協)…仕事以 

  外の春夏秋冬/…はみ出し「八木節」 

■ 3 作目…「零戦から超ＬＳＩへ」…50 歳の記念事業と 

  位置づけ取り組む。⇒次は地元桐生をテーマ「西の 

  西陣東の桐生」…桐生の歴史と織物の勉強になっ 

  た。 

■ 57 歳で退職…以来 8 年間で 5 冊。 

  「続・西の西陣東の桐生」「気節凌霜道はるかなり」 

  「鍼師川井健董・治さなければ患者は来ない縁と運」 

  「人間修理屋」「新編天まで響け八木節音頭」 

■ その染み出し…生きる楽しみと世界を広げてくれた 

 ●渓流釣り 10 年・鮎釣り 15 年⇒続けて稲作 5 年 

 ●きのこ採り 40 年以上 

 ●ソバ打ち/手品･･･ボランティア 

 

 ●手づくり味噌･･･1 単位 10 キロの味噌/1 月～2 月に 

            かけて 60 単位以上 

 ●3・11 大震災後…休耕田を借りて「新ジャガ届け隊」 

             活動 

2. 今年の目標とノルマ 

■ 「重伝建の町桐生」と並んで「渡辺崋山の町、崋山と 

  歩く桐生」があってもよい。 

  重伝建の町に物語性を文化的彩りを添えたい。 

■ 旅のガイドブック「崋山と歩く桐生とその周辺」と観 

  光マップの製作⇒(夢は青年の家の駐車場を観光バ 

  スで埋めたい) 

3. 八木節の誕生 

 （1）日光例幣使街道に生まれた産物 

  ■八木節誕生までの道のり 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)八木節の広がり 

 ●ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの動画投稿･･･学校教育の場、ダンス、 

                  オーケストラ、消防署・・・。 

 ●桐生市･･･全日本八木節競演大会/ｷｬﾝﾍﾟｰﾝｽﾀｯﾌ 

         /八木節教室 

 ●八木節の申し子 ・ 初代コロンビアローズさん 

 ●百年前に群馬から伝わった八木節･･･ 

   岩手県下閉伊郡山田町⇒八木節交流  

                       ２０１３年度も計画中 

 

 

 「八木節の誕生と 

     その広がり」について 

 

      八木節研究家 

          岡田 幸夫 様 

【次回例会予告】 

♦ 4 月 8 日(月) 観桜会 

  点鐘：18 時 30 分 

  場所：桐生市市民文化会館 ２Ｆ ＯＲＩＨＩＭＥ  

 

       新田義貞像 
(太田市立新田荘歴史資料館) 

新保広大寺 
 
十日町市のはずれ 
信濃川の近くにある 

  木崎の色地蔵様 
 
かつて宿場で働く 
多くの女性たちから

信仰されていた 

 

車と行き交う荷馬車 
 
馬も馬方も苦労が 
多かったに違いない 
 
『昭和 8 年ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵ

ｸﾞﾗﾌｨｯｸが見た日本

の 100 年』 

新編 
天まで響け八木節音頭 
     岡田 幸夫 


