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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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ロータリー財団 

大口寄付者表彰 

 疋田 博之 君  

 

大口寄付者  

ロータリー財団は、現金寄付あるいは寄付の累計が米

貨 10,000 ドルに達した個人または夫婦を大口寄付者と

して表彰します。寄付の指定条件にかかわらず、ロータ

リー財団へ寄せられたすべての現金寄付がこの合計額

に含まれます。寄付者には、表彰品として、クリスタル製

表彰品および襟ピンまたはペンダントが贈られます。表

彰の品は、寄付のレベルに合わせて贈られます。 

 

会長の時間 

本日は、１週間前の４月１５日アメリカのボストンマラソン

のゴール近くでの２度の爆発の件について考えてみま

した。 

まずアメリカのテロ対策は、すごいなということです。ご

承知の様に３人死亡、１７０人以上が受傷した事件であ

りますが、すぐに大統領はこの事件はテロであると発言

しました。 

そして、４日目の１９日には、犯人の２人を特定しました。

兄は、撃合いのすえ、死亡し、弟はボートの中に身を隠

しておりましたが、警察が発見し身柄を確保しました。あ

まりに素早い逮捕でびっくりしました。 

 

その原因の１つは、「防犯カメラ」の映像が鮮明、綺麗そ 

して誰でもわかりやすく映っている点です。又、弟がボ 

ートの中に潜んでいるのをＴＶ映像で見ましたが、何で

あんな暗くシートがかかっているのに人の影が見えるの

かなと不思議に思いました。おそらく「サーモグラフィー」

を使ったのかなと思いますが、赤外線なのか紫外線、も

しくはＸ線。どなたか知っていたら教えて下さい。 

２つ目は、アメリカのＦＢＩや地元警察の捜査や対処が早

く、適格で多勢の警察官達の出動があった事です。改

めてアメリカの防犯対策は、凄いなと感心しました。 

日本では、お陰様で多神教の為でしょうか、やはり安心、

安全、住みよい社会であると思います。ですから、今後

とも当ＲＣの皆様、奉仕活動に専念しましょう。 

 

《報 告》 

・4/15 次年度理事予定者会議 

・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 大友一之君 

《予 定》 

・例会終了後、第 11 回定例理事会 

・4/27 群馬大学理工学部留学生交流会 

・4/29 昭和の日(祝日)の為、休会 

・5/6  こどもの日振替休日(祝日)の為、休会 

・5/12 2013-2014 年度 地区協議会  

     前橋商工会議所にて  12 名参加 

     桐生川全域清掃 7 時～ 幸橋矢野園集合 

ようこそビジター 



 
・5/13 5/12 桐生川全域清掃に振替の為、休会 

・5/16 家族会旅行 10 時出発 歌舞伎座 

・5/20 例会終了後、次年度理事予定者会議 

     次年度委員長会議  桐生倶楽部 

 

幹事報告 

・富岡ＲＣより創立 50 周年記念式典に際するお礼状が

届いております。 

・桐生第一高等学校より入学式に際するお礼状が届い

ております。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いておりま

す。 

・桐生西、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。 

・４月２７日(土)１８時～群馬大学理工学部留学生交流

会です。参加登録いただいた方は、よろしくお願い致

します。 

・次週４月２９日(月)と５月６日(月)は、祝日の為休会で

す。５月１３日(月)は、５月１２日(日)桐生川全域清掃

に変更の 為、休会となります。次回例会は、５月２０

日(月)です。お間違えのないようお気をつけ下さい。 

・５月１６日(木)家族会旅行となります。変更のある場合

は、事務局までお知らせください。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 25 年 4 月 22 日) 

総員 63 名：出席 42 名 

平成 25 年 4 月 8 日例会修正出席率：90.00％ 

 

ニコニコボックス 

水越稔幸君、後藤圭一君、高橋弘史君…ＪＣ坂本理事

長をお迎えして／坪井良廣君…ＪＣの皆さんをお迎えし

て／金子篤郎君…結婚祝／矢野昭君、北川洋君、山

﨑一順君、疋田博之君、舘盛治君、牛膓章君、養田隆

君、塚越紀隆君、金子篤郎君、佐々木裕君、吉田栄佐

君、坪井良廣君、堀明君、岡部信一郎君、前原勝君、

岸田信克君、野間義弘君、前原勝良君、村田勝俊君、

川村隆君、園田誠君、大友一之君、澤田匡宏君、桑原

志郎君、柳明彦君、水越稔幸君、飯塚荘一君、後藤圭

一君、高橋弘史君…写真戴きました。 

 

卓 話 
 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人桐生青年会議所第57代の理事長を務め

させていただいております坂本長規と申します。本年度

の方針は「仲間」をキーワードにしております。仲間と会

うことだけが楽しくなってしまう風潮の中で、地域の為に

メンバー同士が本気でぶつかり、本気で相手のことを考

え、そして本気の活動の中から、さらに仲間との絆を深

めて行くことが最も大切であると考えております。また、

昨今の課題は会員の減少です。今年度 75 名でスタート

しましたが、これからも地域の為に、まちづくり運動を推

し続けることが我々の使命であり、そのためには多くの

会員の知恵や知識、活発な運動が必要となります。青

年会議所は 5 月と 9 月の年 2 回の入会時期があり、前

期入会では新入会員 5 名を獲得することができました。

これで総勢 80 名となり、うち女性会員も 5 名となります。

今年度の組織構成は 3 室、5 委員会で進めております。

総務会員室として総務委員会と会員親睦の為の会員委

員会、青少年共育室にはわんぱく育成委員会とまゆ玉

ころがし委員会、地域デザイン室にはきりゅう映画祭委

員会ときりゅう創造委員会をそれぞれ配置し、様々な委

員会事業を通じ、地域に発信しております。今年で 3 回

目となるきりゅう映画祭も 7 月 6 日に開催いたしますが、

様々な自己修練の場を通じ、メンバーの成長が地域の

発展につながるものと確信しております。  
 

 

 

 

 

 

 

当委員会はこの地域でまちづくり活動されている皆

様方やきりゅうを想う人達とどのように連携すれば

多くの人々とともに一緒に活動できるかを研究して

いく委員会です。その一つとして、キャンドルナイ

トを開催する予定です。キャンドルナイトでは小さ

な火を灯して互いの心を照らし合い、やさしい心で

互いを見つめ合う、連携し皆さんとともにキャンド

ルナイトを行いたいと思っております。私自身、ま

だまだ未熟であり、歴史が詰まったこのきりゅうと

いうまちをまだまだ分からないことばかりですが、

今後皆様方に直接ご挨拶に伺いすることがあるかも

しれません。その際は、ご指導の程よろしくお願い

致します。 
 

  

 

 

 

 

 

 

わんぱく育成委員会では、わんぱくな子どもを育成する

ことを目的に活動を行っています。わんぱくな子どもと

は、自らの意思で積極的に行動できる子どものことです。

まわりに流されるままに行動するのではなく、自らの信

念に基づいて行動する人間になってもらうことです。そ

もそも、きりゅうはわんぱくな人達が、自らの哲学や理想

をぶつけ合いながら、張り合いながら、このまちを作って

きました。だからこそ、ここ桐生倶楽部にしても、大学、

駅、球場、また機織りの技術であっても他都市に先駆け

て、桐生はいち早く取り入れまちを発展させてきました。

このきりゅうの子どもたちに、先人たちのようにきりゅうを

    

公益社団法人桐生青年会議所 

    理事長 坂本 長規 様 

    

公益社団法人桐生青年会議所 

 きりゅう創造委員長 

      黒澤 淳聡 様 

 

    

公益社団法人桐生青年会議所 

 わんぱく育成委員長 

       伏木 康雄 様 



 
新しく変えていけるような人間になっていただきたいと考

えています。そこで、わんぱく育成委員会では、9月7日

に小学生の子どもたちを招いて、子どもたちにわんぱく

になっていただく為の事業を行います。ぜひとも皆様方

のご協力を頂ければと考えています。よろしくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

まゆ玉ころがし委員会は、まゆ玉ころがし大会の成

功を第一の目標として活動しております。委員会活

動は、二つあります。一つ目は、まゆ玉ころがしを

より地域に根づかせること。以前は大人にも参加し

ていただいていましたが、二年ほど前から小学生以

下に限定した大会となっております。今回も小学生

以下を中心とした大会を考えており、まだまだ参加

数の少ない新里、笠懸、大間々の子供たちの参加に

力を入れています。二つ目は、まゆ玉ころがしを通

じて子供たちに熱い心を育んでもらうこと。子供た

ちが大会に向けて取り組む中で、自分自身に対する

自信、そして、歴史や文化に触れることできりゅう

に対して尊重できるような気持ちを育んでもらうよ

うな活動をしております。また、当委員会は桐生川

美化推進会議に出向しており、今回、ロータリーク

ラブ様も参加して頂けると聞いております。どうぞ

当日はよろしくお願い致します。 

              

 

桐生 5ＲＣ合同 

群馬大学理工学部留学生交流会 

４月２７日（土）午後６時～ 

群馬大学理工学部生協ホール 

 

当クラブからは２1 名登録し、新規米山奨学生の郭品君

も参加していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 年度 

国際ロータリー第 2840 地区 

地区協議会 

5 月 12 日(日)前橋商工会議所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  安藤年度ロータリー財団 

                  「ロータリー２億ドルの 

                          チャレンジ」 

                        優秀クラブ表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１６日(木) 歌舞伎座 

   

 

 

 

  
 

  
 

 

 

   ランチは、パレスホテル内の中華料理琥珀宮にて 

 

    

 

 

 

 

 

                     

                     

                    歌舞伎座新開場 

                    杮葺落五月大歌舞伎 

                               鑑賞 

                     

 

 

    

公益社団法人桐生青年会議所 

 まゆ玉ころがし委員長  

      葉山 勇 様 

      



 
第２８５８回例会 

(４月２２日(月)第４例会) 

 

【次回例会予告】 

5 月 27 日(月) 早朝例会 

          点鐘：午前７時 

          場所：鳳仙寺 

6 月 3 日(月)  ♦ 卓 話 桐生第一高等学校ＩＡＣ 

                 台湾研修報告      

      ♦ 食 事 赤 松   

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。 

 

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 

２０１３年 

第２８５９回例会 
(５月１３日(月)第１例会‐例会変更‐) 

５月１２日(日) 午前７時 

桐生川全域清掃に振替 

今回は、桐生川美化推進会議主催による第 1 回

春の桐生川全域清掃に参加致しました。 
新規米山奨学生の郭品君と桐生ＲＡＣの皆様

も一緒に参加してくれました。 


