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会長の時間 

本日は時間が有りそうなので「ＲＬＩ」（ロータリーリーダー

シップ研究会）について説明をさせて戴きます。多分桐

生ロータリークラブ内の入会歴の浅い会員のみならず

ベテランの会員もご存知の方は少ないと思います。何故

ならばこの研究会は２０１１～２０１２年度より開催され、

その対象者が会長エレクト、幹事予定者と云うことです。

よって経験者は前年度、今年度、次年度の（現在参加

中）の 6 人とディスカッションリーダー役の 1 人の計 7 名

しかいません。 

目的は、ロータリアンの知識を啓発し将来の指導者を育

成するとして 1992 年アメリカの元ＲＩ会長のデビット・リン

ネット氏が提案したものです。 

内容は 2840 地区の 47 クラブ（現在は４６クラブ）の会長、

幹事予定者が対象ですが事情により出席しないクラブ

もありますので８０～90 名位の会員をセッション毎に６会

場に分け 1 会場 13 名前後のグループにしその会場の

セッションのテーマについてディスカッションリーダーか

らの質問に対して各人が順番に自分の意見、考えを発

表していくものです。自クラブの会長、幹事予定者は一

緒の教室にならない様にプログラムされています。 

事前にその日の資料は配布されていますので予習を有

る程度しておかないと当日冷や汗をかく破目になる事に

なります。 

 

この研修会はＰart 1～Ｐart３まで 3 日間（連日ではなく）

行われます私の時は高崎の新島学園短期大学で朝の

9 時受付で１０時より 13 時まで午前 3 時限、昼食後 3 時

限の 16 時 30 分まで計 6 時限で一日中教室にて熱い意

見発表、意見交換が行われました。解散は 17 時です。

参考までに 

 １日目、10 月 2 日（Part 1）は 

 セッション１） リーダーシップの本質をつかむ 

 セッション２） 私のロータリー世界 

 セッション３）会員を引き込むー会員維持 

 セッション４）私たちの財団 

 セッション５）倫理―職業奉仕 

 セッション６）奉仕プロジェクト でした。 

 ２日目 11 月４日（Part 2）、３日目 12 月 2 日(Part３)

でした。 

この研修会のカリキュラムは 

Part 1）ロータリアンとしての私  

Part 2） 私たちのクラブ 

Part 3）私のロータリーの旅 

のスパイラル的にセッションを経験する事により最終的

にロータリアンとしての成長とロータリー観の確立を目指

す為のものです。各 Part が終了する毎に終了証が渡さ

れ全て出席した会員には終了証とバッチの授与が行わ

れます。１回でも欠席した場合は次年度再度出席する

か、他の地区の研修会に出席しない限り終了証やバッ

チは授与されません。今回の研修会にも新潟や埼玉の

ロータリアンが参加しておりました。 

坪井会長エレクト、須永幹事予定者にも頑張って欲しい

と思います。 

 

ようこそビジター 



 
 

最後に毎回、早朝より暗くなるまで送迎してくれました澤

田幹事さんに心より感謝申し上げます。有り難う御座い

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《報 告》 

・11/22 親睦活動委員会 家庭集会 

     桐生ＲＡＣ 大人の社会科見学 

     狂言体験  郭君参加 

・11/23 桐生ＲＡＣ大人の社会科見学 国立劇場  

      川村君・郭君 参加 

 

《予 定》 

・例会終了後、未来の夢計画実施検討委員会  
・11/26 群馬大学理工学部外国人留学生との懇談会  
     会長、幹事、水越国際奉仕委員長、 
     柳米山カウンセラー 
・11/30 ゴルフコンペ 桐生ＣＣ 9 名 
 ・12/2(月)年次総会 
 

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。 

 １２月は、１＄＝１００円です。 

・ガバナー事務所より「第 4 回日台ロータリー親善会議」

のご案内が届いております。 

・桐生商工会議所より、退任と就任のご挨拶が届いてお

ります。 

・桐生赤城ＲＣより週報到着。 

・次週 2 日(月)例会は、年次総会となりますので皆様ご

出席よろしくお願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 25 年 11 月 25 日) 

総員 62 名：出席 41 名 

平成 25 年 11 月 11 日例会修正出席率：89.47％ 

 

ニコニコボックス 

桐生ローターアクトクラブ大友亨介君…塚越平人会員

より写真を戴きました／岡部信一郎君…えびす講では

大変お世話になりました／川村隆君…去る 22 日「大人

の社会科見学」で桐生ＲＡＣの皆様には大変お世話に

なりました／柳明彦君…大人の社会科見学で米山奨学

生郭君が川村会員にお世話になりました／増山大祐君

…本日、卓話をさせて頂きます／北川洋君、牛膓章君、

本田雄一郎君、川村隆君、園田誠君、澤田匡宏君、竹

内靖博君、柳明彦君、増山大祐君…写真戴きました。 

 

ロータリー財団委員会 

藤井 征夫 君 100＄ 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

本年 3 月に入会をさせていただきました紅白生花店 

増山大祐です。 

短い時間ですけど自分の会社を含めた自分を少しお話

させていただきます。お付き合い下さい。 

私の会社紅白生花店は、私が 3 代目で、今年創業 71

年を迎えました。創業者である祖父は創業前ドクターモ

リで知られる森産業で勤めていたそうです。ある日、山

に入ってシイタケの胞子が自然付着する作業をしてい

たところ、その周りに花々がたくさん咲いていたそうです。

それを見た森喜作社長が「増山君、この花を摘んで売

ってみないか？」と言われ売り始めたのが花屋の原点だ

と聞いております。一輪車を森社長に買っていただき、

今の本町のセブンイレブンの前で商売を始め、祝事が

好きだった森社長がめでたい店の名前にしようと紅白生

花店の名前をいただいたそうです。 

そして、父が継ぎ、私が28歳の時に3代目として受け継

がせていただきました。それからもう 13 年の月日が経ち

ました。世の中では 3 代目が会社を伸ばすか、潰すかと

言われている中、押しつぶされるプレッシャーの中、自

分より若いスタッフとともに歩んで参りました。 

 実は私には兄がいて、私が社長になる前まで兄が切り

盛りをしていました。大学を卒業した後、すぐ実家に入り

ましたが兄との折り合いが付かず、一年後に京都で修

行することになりました。京都の店は 100 年以上の歴史

があり、従業員 30 人、見習い 12 人と花屋としては規格

外の大きな店でした。京都人はよそ者を受け入れないと

いう噂は聞いておりましたが、案の定なかなか仲間には

入れてもらえない日々が続きましたが、小中高とスポー

ツを通して培ったなにくそ根性で、仕事を早く覚えて認

めさせてやろうと日々努力しました。仕事内容を覚えると

ともに、京都市内の通りを全て覚えなければならなかっ

たのです。京都の住所では通りと通りの交差点から東西

南北に入り、何個目の路地を入った、左右何件目といっ

た記載が多いため、必ず碁盤の目をした全ての道を覚

えなければならなかったのです。そして、努力が実りよう

やく仲間入りでき、充実した修行生活も 2 年が過ぎ、半

年のお礼奉公が終わり自信を持って桐生に戻ってきま

した。そして半年後、兄から話があるからと言って、兄は

この会社はお前に任せる、だから俺は辞めるのであとは

お前に任せる。その頃、世間では弟が兄貴を追い出し

たとまで言われ、嫌な思いもしましたが、そんな事を考え

る暇なく、只々仕事を回すことに集中しました。 

今では、仕事も社員の成長により、だいぶ楽になってき

ました、そして、何より兄との関係も良好になり、今では

二人でお酒を飲むこともしばしばあります。世間から陰 

 「新会員卓話」 

  増山 大祐 君 

 11 月 10 日(日)ＲＬＩセミナーパートⅡ 



 
 

 

 

口を叩かれているとき、一番辛い思いをしたのが母では

なかったかと思います。兄弟関係が修復され、一番の親

孝行が出来たと思います。 

 よく社員に話す話ですが、我々は花を配達するので

はなく、送り主の感謝の気持ちを届けることが我々の仕

事なんだと話します。確かに綺麗な花束、アレンジメント

を作るのは当然のことであるが、送る人全ての人の感謝

の気持ちの花はツールでしかないのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「卓話」ということで、何を話したらと悩んでみたものの、

テーマは仕事か趣味かと思います。「銀行の仕事」では

皆さん面白くないでしょうし、ＴＶドラマの「半沢直樹」は

ヒットしたものの現実ではあんなことはありません。結果、

趣味の山の話、「尾瀬」について話をさせていただくこと

にしました。その前に、実は私はここ１０年程、毎年桐生

に来ておりました。春先の山歩きにです。仙人ヶ岳、鳴

神山、根本山等々桐生にはいい山があります。今年は

５月の連休に２度登りました。実は、私は山が大好きでし

て、冬はスキー、春から秋までは山歩き。退職後は、山

小屋の番人がしたいと本気で妻に話していた時代もあり

ました。山歩きも日帰りが主でしたから、群馬では尾瀬

や谷川、栃木では男体や日光白根に皇海山、新潟で

は苗場山や平標山に仙ノ倉辺りを登っておりました。春

先に足利や桐生の里山から始め、５・６月は赤城や袈裟

丸山、夏には２０００ｍ超級の山というパターンです。特

に好きな山域が、初めて本格的な山として登った「尾

瀬」です。尾瀬については行かれた方も多いと思います

が、簡単にご説明します。尾瀬は太平洋側と日本海側

の境界付近に位置し、福島・新潟・群馬の県境にありま

す。西に標高 2228ｍの至仏山、東に 2356ｍの燧ヶ岳、

この2つの山に挟まれた広大な湿原が尾瀬ヶ原。東西6

キロ、南北 2 キロあり、標高は 1400ｍあります。燧ヶ岳の

南側にあるのが尾瀬沼で標高 1660ｍで 1 周 6 キロあり

ます。尾瀬で一番好きなのが至仏山なのですが、至仏

はかんらん岩が隆起してできた山で、「花の名山」と呼

ばれています。標高がそれほど高くないのに多くの高山

植物が咲くのは、この山が植物の成長しにくい蛇紋岩

でできているためです。蛇紋岩はとても滑りやすい石で

雨の日の降りは要注意です。一般的に森林限界は

2400 から 2600ｍですが、至仏では蛇紋岩のせいで

1700ｍ付近で森林限界となり、それ以上の高所は高山

植物の敵地となっています。 

  

 

 

 

 

 

尾瀬に初めて登りましたのは、社会人1年生の9月下旬、

秋分の日に続いた 3 連休でありました。動機はいた 

って不純。大学を卒業して就職したものの仕事は日々

面白くもない。ストレス解消に尾瀬に登ったわけです。

群馬で尾瀬に入る登山口は、鳩待峠・富士見峠・大清

水の3 つがあります。この時は、鳩待峠から入山すること

としとにかく至仏山に登ってみようと夜中に家を出ました。

今はシーズン中に峠まで車で入ることはできませんが、

当時は峠の駐車場まで入ることができました。30 年以上

も昔の話で記憶もあまり定かではありませんが、まだ薄

暗い峠から至仏に向け登り始めたわけです。峠は 1591

ｍですから高度差約 600ｍの登りです。最初は樹林帯

を抜ける単調な登り、1 時間弱で「見晴らし岩」と呼ばれ

る場所に出ます。ここからの尾瀬ヶ原。燧ヶ岳の眺めが

絶品です。オヤマ沢田代で小湿原に目を和ませる 

とその先は樹林帯を抜けお花畑です。見晴らしのよい

稜線歩きが続きます。当時、どんな花が咲いていたのか

覚えておりませんが、きっと、高山植物が咲き誇ってい

たものと思います。峠から 3 時間程度で汗だくになって

登った山頂からの眺めはとても素晴らしかったと記憶し

ています。360 度の大パノラマ。越後の山々に奥利根の

山々、尾瀬ヶ原の向こうに燧ヶ岳、その後ろに会津の

山々と。しばし休憩の後、尾瀬ヶ原の山ノ鼻に降り、原

を横断し「温泉小屋」で 1 泊することにし、三条の滝を見

に往復。初めての木道歩きも花や景色が目に楽しいも

のでした。翌朝燧ヶ岳へ。高度差 800ｍの登り。頂上で

会津側と尾瀬沼の景色を堪能し尾瀬沼に降りる。沼を

半周して大清水平から皿状山を通り富士見峠へ。アヤ

メ平を抜けて鳩待峠に下山。ほぼ尾瀬を 1 周。流石に

バテバテでその日は奥利根で 1 泊。これが私の尾瀬の

初体験で、以来、何十回となく尾瀬に通うことになりまし

た。私の考える尾瀬の魅力は 3 つあります。 

1.変化に富んだ素晴らしい眺めを体験できること。 

2.尾瀬ヶ原、尾瀬沼を除くと意外と人が少ないこと。 

3.小屋泊まりの場合はお風呂に入れること。 

実は、この気に入った尾瀬を家族にも強要してきました。

妻は初夏の至仏と晩秋の尾瀬ヶ原の 2 度。2 人の子供

は、幼稚園から小学校の頃に至仏山、笠ヶ岳、燧ヶ岳、

アヤメ平に尾瀬ヶ原と何度も連れて行きました。数少な

い家族との思い出となっています。 

 最後に、深田久弥の「日本百名山」の燧ヶ岳の項の文

章をご紹介して終わりにします。「広大な尾瀬ヶ原を差し

挟んで東西に対立している燧ヶ岳と至仏山。燧のさっそ

うとして威厳のある形を厳父とすれば、至仏の悠揚とし

た軟らかみのある姿は慈母にたとえられようか。原の中

央に立ってかれを仰ぎこれを眺めると対称の妙を得た

造化に感嘆せざるを得ない」と。ご清聴ありがとうござい

ます。 

 

 

 

 

 

 「新会員卓話」 

  横山 勝則 君 



 
 

 

 

群馬大学理工学部外国人留学生との懇談会 

11 月 26 日(火) 

桐生キャンパス工学部会館にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年恒例の群馬大学理工学部外国人留学生との懇談

会が桐生キャンパス工学部会館にて開催されました。 

会長、幹事、柳米山奨学カウンセラーで参加致しました。

米山奨学生の郭君や元米山奨学生ミフタフル・フダ君も

一緒でした。 

 

 

   

桐生ローターアクトクラブ主催 

大人の社会科見学 

日本の文化を学ぼう 

11 月 22 日(金)、23 日(土) 

 

 

 

11 月 22 日(金) 1 日目 

参加者 15 名で相生公民館にて講師の宮田様より狂言

の動き・声だしなどを教えていただきました。今まで知ら

なかったことや、日常生活でも使用出来る動きなども教

わり、狂言を身近に感じることが出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 23 日(土) 2 日目 

国立劇場にて【通し狂言 伊賀越道中府双六】鑑賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご参加いただきました方々は、桐生 RC 様より川村隆

君と米山奨学生の郭君の 2 名・桐生 RAC より 13 名・桐

生 IAC 様より 11 名・2840 地区 RAC 様より４名・オブザ

ーバー様２名・講師と致しまして宮田翔多様の３３名でし

た。天気にも恵まれまして、晴天の中バスの車内では講

師の宮田様より高校生や前日参加出来なかった皆様に

対しまして、狂言での自己紹介などをレクチャーしてい

ただき大変盛り上がっておりました。渋滞に巻き込まれ

てしまいまして、到着時間は５分程遅れてしまいました

が、会場のスタッフ様の迅速な対応のお陰で問題なく

入場することが出来ました。 

 参加者の皆様からは、「良かったよ。なかなか見れな

いものだからね。」というお言葉を頂きまして、企画を実

行して良かった。と感じております。また、桐生 RAC 一

同、日本伝統文化を学ぶことが出来て、インドネシア訪

問の際に役立てることの出来る知識を身に着けることが

出来ました。帰りの車内では、川村様より竜笛の演奏を

プレゼントしていただきまして、最後まで日本の伝統文

化に触れさせていただきました。なかなか、聞くこと・見

ることの出来ない楽器でした

ので、参加者は聞き入って

おりました。素敵なプレゼン

トをありがとうございました。 

 長い１日でしたが、お付き

合いいただき本当にありがと

うございました。 

      桐生ローターアクトクラブ 会長 綿貫綾子様 

 

 

 【次回例会予告】 

 12 月 9 日(月)  

   ♦ 2013-2014 年度地区補助金申請 

     桐生倶楽部修繕支援事業 実施 

   

   ♦ 食 事  天華楼            


