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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
R.I 会長 ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン
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。
パストガバナー
会長

クラブ会報・情報委員会

９月２２日号

坪井 良廣

前 原 勝 樹

幹事

須永 博之

後藤圭一・桑原志郎・塚越平人・吉野雅比古・立澤俊明

第２９１４回例会
(９月８日(月)第２例会)
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点 鐘
ロータリーソング斉唱
来訪者紹介
会長の時間
幹事報告
委員会報告
善行青少年表彰(青少年奉仕委員会担当)

８. 卓 話

「桐生の歴史と誇り」
桐生市教育委員会事務局
管理部文化財保護課
課長補佐兼文化財保護係長
萩原 清史 様

９．点 鐘

ようこそビジター
〈卓話者〉桐生市教育委員会事務局 管理部文化財保護課 課長補佐兼文化財保護係長 萩原 清史 様

会長の時間
若い皆さんの為に豆知識です。
今、地球の上にいる皆さんは、本人は、止まっていると
思っていても、マッハ 1.39 で廻っていることをご存じで
すか？
説明しますと、地球の円周は４万 km です。ちなみに極
から赤道までの長さは１万 km です。なぜこんなにきりの
よい数字になっているかというと、18 世紀末にパリ付近
を通る子午線上にあって、ほぼ緯度 49 度のパリを挟ん
で南北両側に位置するフランスのダンケルクとスペイン
のバルセロナ間の距離を三角測量によってはかりました。
これによって極から赤道までの子午線の長さを求め、そ
の１/1000 万を１メートルとして、新しい長さの尺度が作
られました。だから地球の円周や極から赤道までの長さ
はきりのよい数字になっています。
地球の円周を 4 万キロメートル。 これを 24 時間で一
周するに必要な速度は、 40000 ÷ 24 ≒ 1666.66。
時速 1666.66 キロメートルです。 周知の通り、マッハ 1
は約 1200 キロメートル/時。 マッハ 1.39
地球の赤道上にいる人は、24 時間で地球が一周する
わけだから、本人は、止まっていると思っていても、マッ
ハ 1.39 で廻っていることになります。
これは、大変なスピードです。突然止まると大変です。
《報 告》
・9/1 定例理事会
・9/2 Ｒ財団委員会家庭集会
・9/4 指名委員会

《予 定》
・例会終了後、臨時理事会
・9/10 会員増強推進全体会議
・9/13 米山奨学セミナー 前橋問屋センター会館にて
会長・会長エレクト・幹事・高橋米山奨学委員長
・9/14 群馬 RC 野球大会
・9/15 祝日の為、休会
・9/17 新会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
・9/21 ＲＬＩセミナー 前橋問屋センター会館にて
会長エレクト・副幹事 出席

幹事報告
・那覇西ＲＣより「珊瑚植え付けプロジェクト」のご案内が
届いております。
・わたらせ養護園より「とんがりやね」が届いております。
・桐生中央 RC より、9/11 例会はプリオパレス休館の為
桐生グランドホテルに変更になり、メイク記入表がプ
リオパレスに置けない為、9/11 にメイク予定の方は、
桐生ＲＣ事務局でお願いします。
桐生中央 RC 主催〜自閉スペクトラム症の理解と支援
〜のご案内が届いております。１０月２日(木)午後２時
より桐生市立中央公民館市民ホールにて開催されま
す。
・桐生赤城ＲＣより現況報告書が届いております。
・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、休会となります。次回例会は、22 日
(月)となりますので、お間違えのないようお気をつけ下
さい。

委員会報告
出席委員会
本日の出席(平成 26 年 9 月 8 日)
総員 64 名：出席 45 名
平成 26 年 8 月 25 日例会修正出席率：87.50％
ニコニコボックス
前原勝君…萩原清史様をお迎えして／朝倉剛太郎君
…萩原様本日は卓話ありがとうございます／北川洋君、
澤田匡宏君…納涼会でビンゴが当りました／前原勝良
君…納涼会ビンゴでシャーベット製造機が当りました。
孫より私が大喜びです／月門快憲君･･･初孫が 9 月 6
日に生まれました女の子です／山上達也君･･･結婚
祝。

受賞者の紹介
学 校 名

善行青少年表彰式
司会 青少年奉仕委員
1.

開

2.

主旨説明

松田秀夫

会
青少年奉仕委員長 朝倉剛太郎

3.

受賞者の紹介 青少年奉仕委員長 朝倉剛太郎

4.

表

彰

受賞者代表
桐生市立清流中学校
髙橋あまね 様

5.

会長祝辞

6.

受賞者代表謝辞

桐生ロータリークラブ
会
長
坪井良廣

受賞者代表
群馬県立桐生高等学校
髙橋 彬允 様
7.

閉

会

会長祝辞
一言お祝いの言葉を申し上げます。只今、善行青少
年表彰されました 21 名の皆さん大変おめでとうございま
す。心よりお祝いを申し上げます。
ロータリーでは 9 月を新世代の為の月間として、青少
年の奉仕活動の手助けと健全育成を強調する月であり
ます。
皆さんは、それぞれの学校の推薦をいただいて、日頃
の学校や地域での素晴らしい活動が認められてここに
受賞が決定しました。
本日の受賞を契機にして、ますます努力を続け素晴ら
しい社会人として成長されて行くことを念じ、お祝いの
言葉とさせていただきます。

桐生市立中央中学校
桐生市立清流中学校
桐生市立境野中学校
桐生市立広沢中学校
桐生市立桜木中学校
桐生市立梅田中学校
桐生市立相生中学校
桐生市立川内中学校
桐生市立新里中学校
桐生市立黒保根中学校
明照学園樹徳中学校
桐生大学附属中学校
群馬県立桐生高等学校
群馬県立桐生工業高等学校
群馬県立桐生女子高等学校

群馬県立桐生南高等学校
群馬県立桐生西高等学校
桐生市立商業高等学校
桐生第一高等学校
明照学園樹徳高等学校
群馬県立あさひ養護学校

被表彰者名
藤掛佳奈
髙橋あまね
小松れな
不破弘稀
河内伶央
前原由佳
岩本千奈
大山敦史
知久遥紀
松島直人
赤石成美
小保方清恋
髙橋彬允
須田彪太
和田瑞姫
北村直之
坂本悠輔
松本敦子
茂木愛美
山口馨子
石井一誠

(敬称略)
引率者
岩沢誠典
松原裕
柴﨑淳志
濱野志代
亀井智子
小池道代
長谷川裕香
川合啓子
山中純一
井出昌文
石内佐登史
伊藤潤
渡辺恵里
臼田咲枝
宮川淳吾
内田竜哉
四宮光
髙柳雅恵
依田有希
関口悠
櫻井俊之

卓 話
「桐生の歴史と誇り」
桐生市教育委員会事務局 管理部文化財保護課
課長補佐兼文化財保護係長萩原 清史 様

☆桐生市の地形
標高 70m から 1828ｍ（市役所 108ｍ）
渡良瀬川や桐生川など大小河川が流れている。

起伏に富んだ土地

豊かな自然
○

自然採取に適している。…魚や動物、木の実、水、粘土など
（旧石器時代〜縄文時代）

や りさきが たせんと うき

ど せ い みみかざり

槍先型尖頭器（新里町・武井遺跡）

土製 耳 飾 （川内町・千網谷戸遺跡）

10 万点以上の資料、多種多様な石材
旧石器時代の石器製作工場

精緻な土製の耳飾、現地で製作
【重要文化財】
てつ

鉄

さい

滓（相生町・清水西遺跡）奈良時代
（菱町・芳ヶ入遺跡） 平安時代

当時のハイテク技術である「たたら製鉄」
郡役所が管理。専業集団の存在
菱町には関東屈指の大規模な製鉄遺跡群

× 耕作面積が狭い。… 稲や麦などの大量生産に向かない。
（弥生時代〜 ）
土地に根ざした産業の起こり
おり

織

もの

物（市内全域）

1300 年前…白滝姫伝説（川内町）

☆殿様のいない「まち」の発展
（江戸時代〜 ）
「西に西陣

東に桐生」
人・もの・技術・文化の交流
進取の精神・技術革新

2 万年前の石器・4 千〜2 千年前の耳飾り
1300 年前の製鉄・200 年前からの織物

日本有数の
ものづくりのまち

９月１３日(土)前橋問屋センターにて
米山記念奨学セミナー
米山記念奨学生事業は 1953 年から今まで延べ 18104
人の日本で学ぶ留学生に年間 13 億円の奨学金を渡し
てきました。現在、関係がよくない中国や韓国を含め日
本と世界とを結ぶ架け橋となってくれる優秀な人材を育
成しています。桐生 RC に
はベトナムから群馬大学理
工学部の留学生を預かっ
ています。外交関係が悪く
ても民間交流を進め、平和
な関係を築く事が大切なの
ですね。 幹事 須永博之

桐生中央 RC より夢計画の講演会お知らせです。
〜自閉スペクトラム症の理解と支援〜
10 月 2 日(木)午後 2 時〜
桐生市立中央公民館市民ホールにて

国際ロータリー第 2840 地区
2014-2015 年度
竹内正幸ガバナー公式訪問
９月２９日(月)
スケジュール
食
事 12：00〜12：30
点
鐘 12：30
例会行事 12：30〜13：00
講
話 13：00〜13：30
点
鐘 13：30
写真撮影
ｸﾗﾌﾞ協議会 13：50〜14：50
全会員出席のご協力をお願い申し上げます。
・上着・ネクタイ・ロータリーバッジを必ず着用して
下さい。
・写真撮影の為、桐生倶楽部は駐車禁止です。
・クラブ協議会には、地区役員、理事・役員、
各委員会委員長、新入会員、女性会員の
出席お願い致します。

【例会予告】
9 月 29 日(月)
♦講 話
♦食 事
10 月 6 日(月)
♦卓 話
♦食 事

国際ロータリー第 2840 地区
ガバナー 竹内 正幸君
吉野家

桐生市長 亀山 豊文 様
友 奴

10 月 13 日(月) 休 会
10 月 20 日(月) 優良従業員表彰
10 月 27 日(月) 桐生第一高等学校
インターアクトクラブ創立 30 周年
記念式典
食事：18 時
点鐘：18 時 30 分
場所：桐生倶楽部

