
 

 

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２９２４回例会 
(１２月１日(月)第 1例会) 

１２月８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． 結婚・誕生祝 

 ７． 乾 杯 

 ８． 会長の時間 

 ９． 幹事報告 

１０． 委員会報告 

１１． 年次総会 

１２．点 鐘

 

〈米山奨学生〉 ホアン ミン チエン 君 

 

結婚祝 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

               米山奨学生 

                 奨学金 授与 

 

 

会長の時間 

桐生ＲＣの「ポール・ハリスの月桂樹・３世」物語 

1935 年（昭和１０年２月９日、ロータリー創始者ポール･

ハリスと妻ジーンが２月下旬にマニラで開かれる第５回

太平洋ロータリー大会に参加する途中 RI 会長ヒル夫

妻と共に日本を訪れました。当初は２月６日に横浜に到

着する予定でした。  

 

 

１月末に、プレジデント・クールリッジに乗船し、日本に

向かって 航行中である旨、電報による連絡がありました

が、悪天候のため順延して、２月９日午前５時に横浜に

到着しました。 乗船したプレジデント・クールリッジ号が

天候で３日遅れ、日本滞在が１日に短縮されたことが残

念でした。 

横浜市長、鹿島東京 RC 会長他多数の出迎えを受け、

横浜のニュー グランド・ホテルで小憩の後、１０時３０分、

東京駅に到着しました。 到着予定が大幅に狂ったため、

当初予定されていたスピーチ等の全ての公式行事は中

止となり、二重橋、明治神宮その他の市内観光の後、午

後２時、帝国ホテルに到着しました。  

小憩の後、ホテル中庭に月桂樹を植樹後、芝公園内の

紅葉館で行われた純日本式の昼食会に参加しました。 

当時のポールは国際ロータリー理事会の要請によりロ

ータリーの親善大使として海外諸国を訪れ、２６カ国に

「友愛の木」を植樹していました、 

その後、次第に戦時色が強まり、折角の記念樹も第二

次大戦中は全く手入れをされずに放置され、病虫害で

枯死寸前になっていたといわれます。 

1967 年（昭和４２年）の帝国ホテル改築の際、「友愛の

木」は移植が計画されましたが、残念なことに虫害など

で生育状態が悪く、枯死寸前でした。東京ロータリーク

ラブのパスト会長の矢野一郎氏（第一生命の社長、会

長）の尽力によって第一生命神奈川県大井町本社敷地

内に植え、３００本の枝を数社の植木屋に依頼し挿し木

をするが枯れてしまい、第一生命の子会社の相互林園

の小沢元之助氏が挿し木を試み、第２世代の月桂樹の

うち生き残ったのはたった７本でした。生き残った月桂

樹は、帝国ホテル正面左袖車庫出口、静岡県三島市に

塚越 平人君 
須永 博之君 
大友 一之君 

森 喜美男君 
山﨑 一順君 
大友 一之君 
木村 滋洸君 
飯塚 荘一君 

ようこそビジター 



 
ある米山記念館、小田原の二宮金次郎記念館、第一生

命本社屋西南、東京 RC６０周年記念として皇居北の丸

公園に移植されました 

 1987年（昭和６２年）桐生 RC の松島貫一さんと近藤一

さんが東京RCの例会に出席し「あの月桂樹の一枝を子

クラブである桐生RCに是非いただきたい」とお願いし北

の丸公園に移植してあるポール・ハリス２世の月桂樹の

一枝を頂きました。 

1991 年（平成３年）４月１９日 桐生ＲＣの元、前会長、

役員が桐生倶楽部の庭に創立３５周年を記念して、苗

木にまで成長した、月桂樹の植樹をしました。又５月１３

日には、このポール・ハリスの月桂樹・３世の苗木が太

田・新津ＲＣへ贈呈されました。故前原勝樹先生の庭に

も３世の苗木が植樹されました。 

平成１４年２月桐生西ＲＣ創立３０周年と赤城ＲＣ５周年

「ポール・ハリスの月桂樹・４世」桐生市運動公園と桐生

プリオパレスの庭に記念植樹されました。 

-------------- 

 戦後、数奇な運命をたどって「ポール・ハリスの月桂

樹・２世」が生き残り、その枝が桐生ＲＣの熱意によって

東京ＲＣから寄贈され、その挿し木が桐生ＲＣの手で活

着し、日本でも数少ない、由緒正しい「ポール・ハリスの

月桂樹・３世」として桐生倶楽部の庭に保存されていま

す。 

石版には下記の刻みが彫られています。 

 

ポール・ハリス来日記念月桂樹三世 

ロータリーの創立者ポール・ハリス氏は、1935 年 2 月来

日の折 東京の帝国ホテルの中庭に月桂樹を記念植

樹されました 桐生ロータリークラブは 1988年3月の創

立 35 周年記念事業の一つとして 松島貫一君の発案

により その一枝を東京ロータリークラブより譲り受け こ

こにポール・ハリス三世として植樹したものであります。 

１９９１年４月１４日 

桐生ロータリクラブ 

 

  

 

 

 

 

 

 

《報 告》 

・11/24 勤労感謝の日振替休日の為、休会 

・11/28 川島康雄会員御通夜 

・11/29 川島康雄会員葬儀・告別式 

 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会  

・12/1 IM 事業部会  

・12/2 親睦活動委員会家庭集会 

・12/3 野球部ゴルフ部合同忘年会 

・12/4 桐生 5RC 会長幹事会 

 

 

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＄＝１１２円です。 

・ガバナー事務所より「ジャパン・ロータリーデーⅡin 東 

 京」開催のご案内が届いております。 

・藤岡 RC より「第 15 回少年少女合唱団群馬県フェステ 

 ィバル」のご案内が届いております。 

・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 12 月 1 日) 

総員 63 名：出席 46 名 

平成 26 年 11 月 10 日例会修正出席率：87.93％ 

 

ニコニコボックス 

坪井良廣君…山口会員おめでとうございます／塚越紀

隆君･･･山口会員に大変お世話になりました／山口正

夫君…激励会で大変お世話になりました／須永博之君

…山口新会頭ご就任パーティーのご盛会誠におめでと

うございます／北川洋君…おめでとうございます。乾杯

致します／山口正夫君、山﨑一順君、大友一之君、飯

塚荘一君･･･結婚祝／塚越平人君、日野昇君、舘盛治

君、須永博之君、大友一之君、山上達也君、荒木千恵

子さん…誕生祝／舘盛治君、山口正夫君、荒木千恵子

さん…写真戴きました。 

 

 

 
 

 

 

1.開   会         幹 事 須永 博之 

2.議長指名         会 長 坪井 良廣 

3.定足数の確認         

4.議   題 

第１号議案 

「2016－2017 年度会長並びに 

          2015-2016 年度理事役員選挙」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 年度 会 長 吉田 栄佐君 

2015-2016 年度 副会長 金子 篤郎君 

〃 幹 事 桑原 志郎君 

〃 会 計 園田   誠君 

〃 理 事 後藤 圭一君 

〃 理 事 水越 稔幸君 

〃 理 事 森   末廣君 

〃 理 事 大友 一之君 

〃 理 事 須永 博之君 

2014-2015 年度 年次総会 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号議案  その他 

 

 

5.次年度理事役員代表挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 只今、次年度理事及び役員のご承認を頂きありがとう

ございます。 

次年度スタートの 7 月までの間、理事、役員と充分協

議を行い計画案を作り進めて行きたいと思っています。 

坪井会長のお手伝いをして、しっかり勉強をしていく

つもりです。どうぞ次年度を宜しくお願い致します。 

 

次々年度会長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 只今総会にて、2016－2017 年度の会長に指名頂きま

して有難うございます。昭和 63 年に入会しまして、あっ

という間の 26 年間でありましたが、このような日がくると

は思いもしませんでした。大変に光栄なことでございま

すが、不勉強の為、何も分かりません。伝統ある桐生ロ

ータリークラブの名を汚さぬよう努力する所存でござい

ます。皆様のご指導、ご鞭撻を心よりお願い申し上げま

す。有難うございました｡ 

 

6.閉   会               副会長 前原 勝  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  川島康雄会員の 

      ご逝去を悼む 

 

 

  2014 年 11 月 25 日永眠 

         (享年 66 歳) 

 

 

  1990 年 12 月 3 日入会 

  2005-2006 年度 幹事 

  野球部監督 

  元ゴルフ部長 

 

  心からロータリークラブを愛し、多大に貢献して 

  いただきました。心よりご冥福をお祈りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予告】 

 

12 月 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 

2016-2017 年度会長 

    吉田 栄佐 君 

2015-2016 年度会長 

      堀 明 君 

 


