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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。 
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第２９２５回例会 
(１２月８日(月)第２例会) 

１月５日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 出席１００％表彰 

５． 会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

 ８． 卓 話 

      「新会員卓話」 

               田中 一枝 さん 

               荒木千恵子 さん 

               大島千賀子 さん 

 ９． 点 鐘

 

 故 川島 康雄会員奥様 川島 長子 様 

 

 

故 川島康雄会員  

   会葬御礼挨拶  

 

      川島 長子 様 

  

先日の葬儀では、大変お世話になりました。 

桐生ＲＣに入会する際には渋々でしたが、楽しく充実し

たロータリー生活を過ごしたと思っております。皆様には

心より御礼申し上げます。クリスマス会にも出席すること

を楽しみにしておりました。桐生ＲＣの益々のご発展と

皆様のご多幸を祈念致します。     

 

出席１００％表彰 

 

 

 

      

 

会長の時間 

今年最後の桐生倶楽部での例会になりました。年も押

し迫り師走になりました。私はそんなことはありませんが、

師走の師とは坊さんで、坊さんが走りまわるくらい忙しい 

 

 

 

 

との説もあります。今年は、午年でした。「うま」は「物事

が"うま"くいく」「幸運が駆け込んでくる」などのように、縁 

起のいい動物といわれています。今年は、うまいとし、う 

まくいく年でしたでしょうか？ 

来年は、未年です。羊はめでたい善良な動物であり、同

じ行動を取って大勢で暮す事から、群馬の「群」の漢字

は羊から作られました。未年の方の性格は、穏やかで人

情家ですが、頑固ともいえる芯の強さを持ち、大人しそ

うでありながらファイトがあるとされます。群れなす羊は

家族の安泰を意味しており、財テクなどの才を持つとも

いわれるので、財を成すことに向いた方が多い様です。

最後に、鉄腕アトムは、未年だそうです。  

 

《報 告》 

 ・12/1 定例理事会 

     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 

 

《予 定》 

・12/15 家族合同忘年クリスマス会 

     点鐘：18 時 30 分  場所：桐生プリオパレス 

・12/22 10/16桐生5RC合同夜間例会振替の為、休会 

・12/29 休会 

 

 

ようこそビジター 

竹内靖博君 通算 19 回 
前原勝良君     14 回 
月門快憲君     6 回 



 
 

 

幹事報告 

・ガバナー事務所より年末年始休暇のお知らせが届い 

 ております。 

・群馬県自閉症協会より会報が届いております。 

・佐野市民文化振興事業団より「ゲストトーク」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。 

・次週１５日(月)は、家族合同クリスマス忘年会です。桐  

 生プリオパレスにて、18 時 30 分点鐘となりますので、

お間違えのないようお気をつけください。 

 ２２日(月)、２９日(月)例会は、休会です。 

 次回桐生倶楽部での例会は、1 月５日(月)新年初例

会となります。１２時～食事、１２時１５分点鐘、１３時点

鐘とさせて頂きます。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 26 年 12 月 8 日) 

総員 63 名：出席 40 名 

平成 26 年 11 月 17 日例会修正出席率：85.96％ 

 

ニコニコボックス 

川島長子様…葬儀の折大変お世話になりました／竹内

靖博君、前原勝良君、月門快憲君･･･出席１００％。 

 

卓 話 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 分間という限られた時間で、どんなお話をどれだけ

させて頂いたら良いのかずっと考えておりましたが、仕

事の話もさることながら、現在の私自身の仕事に、そし

て社会に対する姿勢や考え方は…、突きつめてゆくと

根底には、3・4 才からの物心がついた幼少期の影響が

大きいことに気付きました。それで、私にとっては心の奥

でずっと大切にしていたパンドラの函を開けてみました。

どうか聞いてください。数十年前のことですが、ある長老

に“あたなの「おとっつあん」は、うちの親戚の中で一番

の資産家だったけれど、某年何月何日の生糸の相場の

大暴落で一夜にして全ての財産を無くしたんだよ”と教

えて頂きました。父は、私が 4 才の時に東京で亡くなり、

それ以前から母の実家で幼少期を過ごしました。家は、

宮本町の山の手にあり、我が家の裏のお屋敷には、旧

姓高木直枝さんがまだ珍しい乗用車で度々往診に見え

ている頃、すぐ道を挟んだ山の手の山荘からは、毎朝、

ステッキをついた老紳士が長い石畳の沿路を歩いて見

え、門の前から手代のキーさんの用意した人力車で出 

 

 

 

掛けていく様を、私・変な女の子が興味深く見送ってい

ました。人力車の老紳士が、前原一冶市長のお父様で

あり、日本絹撚の社長であることを、もう少し大きくなって

から知りました。広い山荘の庭園で、春にはガーデンパ

ーティが開かれ、私達近所の子供達も招かれたことは

思い出します。一段高い山荘の寒椿の大木から早春に 

は露にぬれた五弁の赤い花が道に落ちて、幼い私にと

っては毎朝それを拾うのが楽しみでした。裏の家の桜の

花びらが降るように溝にたまり、母に木綿針に糸を通し

て貰って首飾りを作ったりしました。我が家は、祖父が

公務員で、ごく平凡な家庭でしたが、母は手刺繍で私を

育ててくれました。1ｍ幅程の長い刺繍台の上で、桔梗

や牡丹の花を美しい絹糸で一針一針仕上がってゆく様

子を、飽きもせず見入っていたものです。仕上がると布

の裏に糊付けをして、火鉢で熱した長い柄のコテで、上

から押さえて仕上げる・・・というものでした。 

小学校五年生の時、ちょうど 11 月です。母の誕生日

に 500 円のアイロンをプレゼントしようと思いましたが、お

小遣いが足りません。その結果、自分にとっては大切な

小学館の小学何年生という月刊雑誌を束ねて、今でも

有る本町 3 丁目の古本屋さんに売りに行きました。目の

細い、愛想の悪いおばさんが応対してくれましたが、何

とかアイロンを買うのには足りました。その時からでした。

「人の幸せの為に自分の大切なものを差し上げても惜し

くない」という一歩を踏み出せたのは！！ 

幼少の時のあの美しくて静かな環境と理知的でどん

な時でも綺麗な歌を口ずさんでいた母と温かな家庭…。

それがかけがえのない私のパンドラの函であり、今の私

の性格の根源のような気がします。人の為に尽くす喜び

もその中で育てられました。 

“奉仕の心”とは？問いかけ続けておりますが、 

1. 20 代の時、日本キリスト教海外医療協力会という

団体を通して、毎月何千円かを恵まれない子等の為に

寄付を続けました。 

2. 20 代後半、ユネスコ青年部にも入会させて頂きま

した。等々…。ありますが“奉仕の心”とは、形ではなく

日常の生活や仕事の中で自然と活かされてゆくもので

はないでしょうか？ 

私共の会館では、年 2 回定期的に春と秋の感謝祭イ

ベントを開催し、ガーデンシクラメン、ビオラ、パンジー

等のお花を 1000 名近い方々にプレゼントをしておりま

すが、去年の秋は心臓移植の“ガンバレしゅんすけ君”

のブースを別に設けてお友達の家族の人達と募金を募

りました。それとは別に去年と今年と社会福祉協会に

500 鉢程のお花を寄付させて頂きましたが、50 数箇所

の保育園や養護施設の方々から、感謝の言葉を頂き思

いがけないことで本当に嬉しかったです。又、先日の仕

事を通して、あるご夫妻から「このご恩は一生忘れませ

ん」と心からの御礼を言われました。それが、私自身の

生き甲斐であるような気が致します。 

 

 

 

新会員卓話 
   田中 一枝 さん 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改めまして荒木千恵子でございます。桐生ＲＣに入会

させて頂きはや半年になります。その間多くの皆様に暖

かいご指導を頂き大変楽しく例会には出席しております。

入会前は歴史ある堅苦しい会かと心配していましたが、

人間味溢れる方々の中でとても居心地良くホッとしてお

ります。先日も野球部ゴルフ部合同忘年会に出席致し

ましたが、皆さんの少年の様なキラキラとした楽しそうな

姿を眺めながら正に友愛と親睦の美しいお仲間達だと

楽しくなりました。扨、私事ですが先月の末まで 50 日間

にわたるつくば市での美術ギャラリー企画展が昨年に

引続き開催致しました。1500 人程の来場者があり大変

素晴らしい人達との出会いがありました。外国の人々(ア

メリカ、ヨーロッパ系、ガーナ等)各国の人が集まるつく

ば市、ＪＡＸ宇宙センター、筑波大学等国際色豊かな素

晴らしい街です。人口も 23 万人、平均年齢 39 歳とこれ

から発展をしてゆく文化度の高い場所での個展でした

ので、今回は絹織物、絹糸等を使用し、着物、帯などに

も刺繍を施しお客様が驚きと感動を貰えたと大変好評

でした。桐生の歴史ある良い文化をもっと幅広く知って

貰いたいと思いました。又、誇りを持って絹産業共々前

向きに発進して行きたいと思います。私も東京両国で手

刺繍を営む家庭に育ちましたので、自然に刺繍業を二

代目として継ぐ様になりましたが出来れば 100 年先 200

年先迄も残して行ける様な物造りをして参りたいと思っ

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月に入会させていただいた大島です。 

職業は税理士です。祖父の代から会計事務所を営

んでおります。私は桐生生まれの桐生育ちです。小学

校低学年の頃は体育が苦手で、静かに本を読むのが

好きな子でした。が、三年生の時、ドッジボールに目覚

めて以来、スキー、テニス、水泳 etc.・・・スポーツ大好き

な体育会系女子に変身しました。大学を卒業し、約 20

年間の主婦生活を経て、6 年前に仕事に就きました。慣

れない新生活の不安と戸惑いの中、たくさんの人たちに

励まされ、支えられ今日に至っております。現在、家族

は大学生の息子 2 人と母です。息子たちは家を離れて 

 

 

 

 

 

いるので、普段は母と 2 人で静かに暮らしています。 

趣味は、スポーツが好きなのですが、長いこと遠ざかっ

ています。今は税理士会の野球部で、年に一度の秋の

大会に向けて練習に参加しています。ゴルフの練習も

始めたのですが、難しくて、なかなか上達しません。デ

ビュー目指して頑張ります。スポーツ以外では、ジャン

ルを問わず音楽・映画鑑賞、そして観劇です。特にミュ

ージカルが好きです。「宝塚が観たい」と何気につぶや

いていたら、何と実現し、今年は宝塚デビューの年にな

りました。日常ではありえないキラキラな世界を楽しんで

います。今度は劇団四季の公演を観てみたいです。や

ってみたいことは乗馬です。ここ数年ずっと思っている

のですが、未だ行動に移せずにいます。乗馬を始める

ことを来年の目標にしたいと思います。目下の課題は、

来週のクリスマス会の余興を成功させることです。新入

会員 6 名で親睦を深めながら、一生懸命練習しておりま

す。どうぞ温かい目で見守ってください。以上、簡単で

はございますが、自己紹介とさせていただきます。今後

ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予告】 

 1 月 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 

          ♦ 食 事 

              桐生プリオパレス 

  

   26 日(月) ♦ 卓 話 

              米山奨学生 

              ホアン ミン チエン 君 

     

          ♦ 食 事 

              千家の秘伝 

新会員卓話 
  荒木 千恵子 さん 

新会員卓話 
  大島 千賀子 さん 


