
 

 

R.I 会長 ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン 

国際ロータリー第2840地区 2014-2015年度 国際ロータリーのテーマ 

LIGHT UP ROTARY 

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。 

２０１４年 

会長 坪井 良廣 幹事 須永 博之 
  クラブ会報・情報委員会   後藤圭一・桑原志郎・塚越平人・吉野雅比古・立澤俊明 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２９２２回例会 
(１１月１０日(月)第２例会) 

１１月１７日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． 国歌斉唱 

３． 桐生市歌斉唱 

４． 四つのテスト唱和 

５． 来訪者紹介 

６． ロータリー情報アワー 

７． 結婚・誕生祝 

８． 乾 杯 

 ９． 会長の時間 

１０． 幹事報告 

１１． 委員会報告 

１２． 卓 話 「新会員卓話」 

              岡野 紀子 さん 

              小林 雅子 さん 

１３．点 鐘

 

〈米山奨学生〉 ホアン ミン チエン 君 

 

ロータリー情報アワー   会員研修委員 牛膓章君 
皆さん今日は、ロータリー情報アワーです。今年度から

担当委員会の名称がロータリー情報委員会から会員研

修委員会に変わった事と、その委員会構成と任務につ

いては以前養田パスト会長よりお話が有りましたのでご

理解戴いていると思います。直近のパスト会長 3 人が奇

数月に自クラブのロータリー会員に対してロータリーの

新情報や新会員の研修会を開催し意識を啓蒙し又、次

次年度の会長候補を選び、指名委員会に推薦する大

変責任の有る 3 年委員会です。しかしながらこの時間の

為の情報を探すのも一苦労であり目新しい情報が無い

時は必ずしも実施しなくても良いのではとの意見も有り

ます事を、ご報告しておきます。 

さて、昨年の本田年度に続き今年度、竹内ガバナーも

IM の開催を提唱しております。ホストクラブは今年度竹

内ガバナー補佐を輩出しております桐生ロータリークラ

ブが担当しますのでクラブを挙げて頑張りたいと思いま

すので宜しくお願い致します。 

そこで IM って何？と言う事ですが、インターシテイミー

テイング［都市連合会議］の略で近隣都市の数クラブが

集まって会員相互の親睦、情報、共通の問題を話し合

う会合です。又その会合での決議や決定は有りません。 

桐生 RC が IM を最後にホストクラブとして開催したのが

20 年前の 1995 年 9 月 10 日であり現在６４名の会員の

なかでの経験者も２０人前後と少ないと思いますのでそ

の時の事を簡単に報告させて頂きます。 

当時は 2000 年に群馬、新潟地区が分割される前の 

 

 

 

2560 地区であり桐生地区と伊勢崎、群馬境地区（第二 

分区）に於いて、隔年で分区代理の（現ガバナー補佐）

輩出クラブがホストクラブとして開催しておりました。内

容的には、地場産センターと商工会議所会館を借り、地

場産センターで式典、分科会の発表会場、懇親会場、

で商工会議所会館では分科会が開催されました。 

各分科会はテーマを設けてリーダー、サブリーダーを各

クラブより選任し第二分区共通の問題をテーマにして途

中コーヒーブレイクを入れ約１００分真剣に意見交換し

最後に各分科会のリーダーがまとめを発表し問題提議

して終了しました。 

参考 

第一分科会「運営関係」第二分科会「奉仕関連」第三分

科会「募金関連」  この後は待ちに待っていた大懇親

会で大いに盛り上がり親睦を深め閉会となりました。    

 

 昨年度から再開された IM は第二分区 A 地区（桐生５

RC）のみの開催で以前より小規模となりましたが、竹内

靖博ガバナー補佐を輩出している当クラブが IM のホス

トクラブなります。この為の IM 実行委員会が組織され前

例に倣って直前会長の私、牛膓が実行委員長を勤め、 

本田副実行委員長には事業部会担当を、野間副実行

委員長には懇親部会担当をお願い致しました。今年度

は昨年から一歩進んだ IM にする為、委員会内で５RC

共通の事業として何が出来るか、又、成すべき事は何

か、各クラブよりパスト会長を始めとするメンバーを含め

た会合を持ち、楽しく、有意義な IM の開催を目指して

おりますのでクラブ全会員のご協力をお願い致します。 

ようこそビジター 



 
結婚祝 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 

 奨学金 授与 

 

 

会長の時間 

『イヤな気持ちが消える心の法則 26』中経出版から、

【寝る前の心がけ】について、要約します。 

悩み多き人はイヤなことを鮮明に覚えている。そして、

成功者はソレを、覚えていない。悩み多き人は、「親にこ

んなふうに育てられた」「学生時代、友人にこんな陰口

を叩かれた」「上司がこんな仕打ちをした」と、いつまでも

過去のイヤなことを引きずってる。一方、いわゆる成功

者と称される人たちは、「ご苦労もあったんですよね？」

と尋ねられても、「え？好きなことをしているうちに、ココ

まで来ましたよ」などと、過去のイヤなことを感じさせない

答えが返ってくる。 

なぜこんな違いが出るのだろうと考える。 

その答えは、実は、「脳のしくみ」にあったのです。 

人間が、もし、すべての出来事を記憶してしまうと、脳は

パンクしてしまいます。仮に、今日すれ違った人の顔や

服装を全部記憶していたら、大変です。だから、脳の中

にある「海馬」という部署が、眠っている間に、「残してお

く記憶」と「消す記憶」を整理しています。そう、あなたの

記憶は、眠っている間に形成されているのです。 

だとしたら、毎晩、寝る前に、1 日のイヤな経験を振り返

ったり、悪かったところを反省してはいけません。海馬が

その情報を鮮明に自覚してしまうからです。「イヤな気持

ち」をひきずったまま寝てしまうと、眠っている間に「イヤ

な気持ち」が脳に定着してしまいます。寝る前に、絶対

やってはいけないこと！ 

それは… 

●あの人に言われたイヤな言葉を思い出すこと。 

●仕事で失敗した原因を考えること。 

●テレビ番組で悲しいニュースを見ること。 

●人にしちゃった悪いことを思い出すこと。 

●起こるどうかわかなり将来の出来事を心配すること。

●反省すること。 

寝る前にはイヤなことを「ニャッ」と笑い飛ばしてから眠り

につきましょう！夜、寝る前の心がけは、おだやかな気

持ちになって寝ること。毎晩、心やすらかな気持ちで眠

りにつきたい。 

《報 告》 

・11/2 ｸﾗｼｯｸｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

・11/3 文化の日(祝日)の為、休会 

・11/5 家族会役員会 

・11/6 長期計画特別委員会 

     群馬大学留学生との交流会 

     会長、幹事、久保田国際奉仕委員長、 

     森米山奨学ｶｳﾝｾﾗｰ 出席 

・11/7 IM 実行委員会 

     公共イメージ室 家庭集会 

・11/8 ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金管理セミナー 

     会長、幹事、堀会長エレクト、 

     久保田 R 財団委員長、事務局 出席  

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会  

・11/16 RAC 拾う街っく天国 

 

幹事報告 

・佐沼 RC より創立 50 周年記念式典のお礼状が届いて 

 おります。 

・桐生第一高校より、進路ガイダンスに際するお礼状が 

 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。 

・本日、例会終了後、定例理事会を開催致しますので、 

 関係理事役員の方々は、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 26 年 11 月 10 日) 

総員 64 名：出席 37 名 

平成 26 年 10 月 6 日例会修正出席率：89.47％ 

平成 26 年 10 月 20 日例会修正出席率：85.45％ 

 

ニコニコボックス 

前原勝良君…第 9 回ｸﾗｼｯｸｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 桐生では、

会員の皆様の協力で大成功に終ることが出来ました。

ありがとうございました／柳明彦君･･･ｸﾗｼｯｸｶｰﾌｪｽﾃｨ

ﾊﾞﾙでは、皆様大変お世話になりました／後藤圭一君

…10 月 20 日号の週報で優良従業員表彰された方のお

名前に間違いがありました。申し訳ありませんでした／

塚越平人君、前原勝良君、竹内靖博君、川村隆君、桑

原志郎君･･･結婚祝／本田雄一郎君、高橋昇君、澤田

日野  昇君 
舘  盛治君 
本田雄一郎君 
高橋  昇君 
前原  勝君 
澤田 匡宏君 
山上 達也君 
増山 大祐君 
松田 秀夫君 
荒木千恵子さん 
岡野 紀子さん 

塚越 平人君 
前原 勝良君 
竹内 靖博君 
山口 正夫君 
北川  洋君 
川村  隆君 
園田  誠君 
桑原 志郎君 



 
匡宏君、増山大祐君、松田秀夫君、岡野紀子さん･･･誕

生祝／森末廣君…出席 100％／岡野紀子さん･･･写真

を戴きました。卓話をさせて頂きありがとうございます／

金子篤郎君、牛膓章君、養田隆君、坪井良廣君、高橋

昇君、吉野雅比古君、野間義弘君、前原勝良君、本田

雄一郎君、澤田匡宏君、竹内靖博君、朝倉剛太郎君、

高橋弘史君、小林雅子さん、田中一枝さん…写真戴き

ました。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

西小、西中、桐生女子高校を卒業し、芳朱堂に入社致

しました。 

1954 年父が印章彫刻修業の後独立し、創業 60 年にな

ります。10 年前に父が他界してから、お客様への誠実

な対応を貫き信頼を得てきたことに気付き感謝しており

ます。 

営業内容 

・手彫印章(聖刻福寿印) ・ネームバッジ 

・シャチハタ ・御位牌 ・ゴム印(特殊ゴム、別製回転印) 

・印刷 ・表札 ・賞状揮亳 

○2009 年 シャチハタ自社プラント導入 

○三女がオリジナル印章(アート文字)を作成始める 

困った時には、芳朱堂をご活用下さい。 

地域での活動では、 

有隣館運営委員、演劇祭実行委員長 

来年隔年開催で 10 回目となり、延べ約 100 回の公演に

係わりました。 

FM 桐生では、毎月第 2、第 4 月曜の PM7：06～「大内

栄のまち暮らしのすすめ」のパーソナリティと毎週月曜

PM3：00～開局以来の長寿番組「ふるさと桐生の民話」

を放送劇団「言の葉」でボランティアで活動しています。 

わたらせフィルムコミッションでは、発足当初より監事とし

て係わっております。趣味は、これといった物はありませ

んが、モダンバレエ、フラメンコ、ジャズダンスそして今

は、サルサにはまっています。これからも仕事、そして地

域での活動に係わり生き生きと暮らしていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 46 年 3 月イトーヨーカ堂に入社致しました。 

スーパー業界が攻勢の時期で、社員は、店舗の人員の

高卒採用が中心でした。社長は、創業者の伊藤雅俊氏。

出発の北千住の洋品店からの社員が中枢の半分、

色々な業界からの引き抜きの重役が半分。商社の丸紅

や東レから来ていました。丸紅は食品が主力で、おにぎ

りや弁当のわらべや日洋に繋がっていました。古参の

社員には伝わるエピソードがありました。常務の M 氏は、

万引きを捕まえるのがうまいとか、経理部長の S 氏は、

一杯のバケツで上手に店頭に水をまけるとか。 

伊藤社長は、強いイニシアティブをもって経営にあたっ

ていました。スーパー産業は、伸びるものとは、見られて

いましたが、各メーカーがとっていた定価での商品流通

が、低価格をうりとしたスーパー産業とは摩擦が多かっ

たです。仕入担当もこの為の解消に仕事の多くをとられ

ていました。会社の方向性・モチベーションは全て伊藤

社長であり、カリスマ性が強力にありました。それに対し、

鈴木敏文氏は、気難しい印象で笑ったところは見た覚

えはありません。鈴木氏も出版社を経て中途入社し、当

時は人事部長で各地を回っての採用を行っていた。人

員の確保は、大事な仕事で人事部だけでなく、採用時

期には、各部署の部長にも地区が割り当てられ会社説

明を各学校で行っていた。自分は、商品部(仕入)の食

品・衣料以外の部(電気・日用品・台所用品・寝具類・玩

具・文具等)の部長付き秘書として入社致しました。二年

程後、文具担当の MD になりました。女性の仕入担当の

第 1 号でした。MD は、現場第 1 で水曜日が定休で、日

曜日は必ず各店舗を廻ることになっていた。仕入商品

の良し悪しやプレゼン方法等報告書を出すこととなって

いた。更に次々に開店する店の商品構成・レイアウトの

検討・商品搬入確認等かなり忙しい毎日でした。各店廻

りは、重役も必ず行い、その時は店の開店前の朝礼で

講話を行いました。先の常務の朝礼に当たった時のこと。

声は大きいのだが、内容はあっち飛びこっち飛びで不

明だったが“最後に今日話したことは、ひとつ何々、ひと

つ何々”とまとめた。話は支離滅裂なのに、それをまとめ

上げたのに私は、非常に感心し、これがあって社長は

重用したのおかと思いました。 

セブンイレブンのお話 

MD 全員を集めて、コンビニエンスストアへの取組の説

明があり、商品部の MD を当てるとの事。希望者もあれ

ば手を挙げてもいいとの事。MD 全員が大型店舗に目

を向けていたので、このコンビニ展開が理解出来ず、今

まで億単位での仕事が 10 坪位の店の売上かと、誰も手

を上げず、指名されれば左遷かと考えていた。私も周り

から絶対希望を出すなと釘をさされた。今は、セブンイ

レブンあればこそとなり、隔世の感がある。初代のセブン

イレブンの統括は元組合の委員長だった方で、最初頃

のシステム作りの苦労は大変だったようで、後に体調を

崩して退職されました。そして株の上場で得た利益で奨

学金を作りました。株式上場で、利益は土地・自宅の購

入に使われた方が殆どでした。これも良しだがこれは尊

敬に値すると今でも思っています。労組の委員長当時

に、組合に誘われたが、始めたばかりの MD に魅力を感

じてお断りしたが、この人の下で働けば、また別の価値

観をもったのではと考えます。仕事や周りの方々からお

茶の入れ方、出し方から色々なことを学びましたが、忙

しい中で体調を崩し 5 年間で退職致しました。全く見ず

知らずの社会で働いて得た経験は人生の財産のひとつ

と感謝しています。 

  「新会員卓話」    

 

     岡野 紀子 さん 

 

  「新会員卓話」    

 

     岡野 紀子 さん 

 

  「新会員卓話」    

 

     小林 雅子 さん 

 



 
 

 

 

家族会役員会 

11 月 5 日(水) 

ア・ラ・ターブルにて 

 

第 1 回家族会役員会が開催され、春の旅行は、今年も

アンケートを取り、また検討することになりました。 

ご協力お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群馬大学理工学部外国人留学生との懇談会 

11 月 6 日(木) 

群馬大学理工学部キャンパスにて 

 

１１月６日 PM18：00 より群馬大学理工学部において「平

成２６年度理工学部外国人留学生との交流会」が開催

されました。坪井会長はじめ森米山カウンセラー、久保

田国際奉仕委員長、須永幹事で出席いたしました。 

当日は、市内5RCの会員も集まり、大学関係者のほか、

たくさんの留学生が参加

して賑やかな交流会とな

りました。当クラブの米山

奨学生のフォアン ミン 

チェン君も友人を誘って

参加しておりとても楽しそ

うに過ごしていました。 

 

 

 

 

ロータリー財団補助金管理セミナー 

11 月 8 日(土) 

伊勢崎プリオパレスにて 

 

竹内ガバナー補佐、会長、

幹事、堀会長エレクト、久

保田 R 財団委員長、事務

局員で参加し、「未来の夢

計画」に基づく補助金等

の申請方法など細かいお

話がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予告】 

 

12 月 1 日(月) 年次総会 

          ♦ 食 事 くり亭 

 

   8 日(月)  ♦ 卓 話 新会員卓話 

                 荒木千恵子 さん 

                 大島千賀子 さん 

                 田中 一枝 さん 

 

          ♦ 食事 志多美屋 

 

  15 日(月) 家族合同忘年クリスマス会 

            点 鐘：午後 6 時 30 分 

            場 所：桐生プリオパレス 

 

  22 日(月)   10/16 桐生 5RC 合同例会に 

                            振替の為休会 

  29 日(月) 休 会 

 

2015 年 

 1 月 5 日(月) 初例会 

           

   12 日(月) 成人の日(祝日)の為休会 

  

   19 日(月) ♦ 卓 話 

              桐生商工会議所 

              会頭 山口 正夫 様 

  

   26 日(月) ♦ 卓 話 

              米山奨学生 

              ファン ミン チエン 君 


