
 

 

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。 

２０１５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２９３０回例会 
(２月２日(月)第 1例会) 

２月９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． 卓 話 

     「合併について」   

            みどり市長 石原 条 様 

１２． 点 鐘

 

〈卓話者〉みどり市長 石原 条 様                〈桐生中央ＲＣ〉 樋口 一枝 さん   

 

結婚祝 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

 

    

会長の時間 

ここ数日、中東の誘拐、人質、殺人事件と暗いニュース

が流れています。テレビでは、安倍首相がおかしいとか、

危険な地域に行った彼ら二人を非難する声など色々な

意見が語られています。勝手に「イスラム国」を名乗りま

すが、そのような国は無くただのテロ集団です。テロ集

団の誘拐・脅迫・殺人行為は、ただの犯罪行為でしかあ

りません。困ったものです。負の連鎖にならない様に、

早く平穏になることを祈るばかりです。 

  

明日、2 月 3 日は、節分の日です。節分とは「季節を分

ける」ことをも意味しています。季節の変わり目には邪気

（鬼）が生じると考えられており、それを追い払うための

悪霊払い行事が執り行われます。豆を撒く風習は、鬼

の目を打ち、「魔を滅する」に通じるからという説がありま

す。炒った豆を、年男や一家の主人、厄年の人が「鬼は

外、福は内」と大声で叫びながら豆を撒き、邪気や災厄

を祓います。炒った豆を使うのは、生豆を使って拾い忘

れたものから芽が出ると再び悪鬼が芽を出してやってく

るので良くないといわれているからです。豆撒き後は、

自分の年の数の豆を食べ、一年の無病息災を願います。

私は、量が多くなって来たので食べるのが大変です。 

 最近では、関西で、行われていた、恵方（年神様のい

らっしゃる吉の方角）に向かって無言で太巻き寿司を丸

かぶりし、新しい年が良い年でありますようにと願いなが

ら食べるという風習があります。巻き寿司を使うのは「福

を巻き込む」からで、切らないのは「縁を切らないため

に」といわれています。私には、大きな口開けて、恵方

巻き一回で食べきれる自信がありません。 

 本日は、「合併について」とのテーマで、みどり市長さ

んの卓話があります。大変興味あるテーマですので楽し

みです。 

 

《報 告》 

・1/27 桐生 RAC 初例会、終了後懇親会 

     会長、幹事、村田室長 参加 

《予 定》 

 ・例会終了後、定例理事会 

 ・2/5 親睦活動委員会 家庭集会 

養田  隆君 
村田 勝俊君 
田中 一枝さん 
野間 義弘君 
阿部 篤朗君 
塚越 紀隆君 
横山 勝則君 
後藤 圭一君 
竹内 靖博君 
山﨑 一順君 
月門 快憲君 

村田 勝俊君 
澤田 匡宏君 
松田 秀夫君 

ようこそビジター 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E9%25AC%25BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E6%2582%25AA%25E9%259C%258A%25E3%2581%25B0%25E3%2582%2589%25E3%2581%2584


 
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。 

 2 月は、１＄＝１１８円です。 

・RID2840 生方ガバナーエレクトより、国際協議会開催 

 地サンディエゴよりエアメールが届いております。 

・ガバナー事務所より、日韓台対抗戦の「第 16 回ロータ 

 リー国際囲碁大会」のご案内が届いております。 

・㈱クマヒラ社長 熊平雅人様(東京ＲＣ会員)より 

 「抜萃のつづり その七十四」をご寄贈いただきました 

 ので、本日配布のロータリーの友に挟んであります。 

・㈶ロータリー米山記念奨学会より確定申告用領収証 

 が届きましたので配布しております。 

・桐生南、桐生西、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 27 年 2 月 2 日) 

総員 66 名：出席 45 名 

平成 27 年 1 月 19 日例会修正出席率：80.95％ 

 

ニコニコボックス 

疋田博之君、堀明君、藤江篤君、吉田栄佐君、須永博

之君、川村隆君…石原市長をお迎えして／竹内靖博

君…有言実行の元気あふれる石原条みどり市長をお迎

えして／牛膓章君…乾杯をさせて頂きます／村田勝俊

君、澤田匡宏君、松田秀夫君…結婚祝／山﨑一順君、

養田隆君、村田勝俊君、野間義弘君、竹内靖博君、月

門快憲君、横山勝則君、田中一枝さん…誕生祝。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 
任意合併協議会設置要請に係る主な動き 

Ｈ26.5.12 みどり市役所 

◇桐生市長が任意合併協議会の設置を申し入れ 

Ｈ26.5.13 みどり市役所 

◇みどり市議会正副議長への説明 

Ｈ26.5.14 みどり市役所 

◇みどり市議会各会派への説明 

Ｈ26.5.15 桐生市役所 

◇みどり市議会が桐生市長の説明を受けることを了承 

Ｈ26.5.19 【参考】桐生タイムス記事より 

・亀山市長が、桐生市議会各派代表者会議で、みどり 

 市議会全員協議会での説明に臨む基本的な考え方 

 等を説明。 

・桐生市議会各派代表者会議が開かれ「両市合併実現 

 に賛意を示す声明」を出すことを決める。 

Ｈ26.5.20 みどり市役所 

◇桐生市長がみどり市議会全員協議会で説明 

 

Ｈ26.5.26 みどり市役所 

◇みどり市農業委員会が要請書を提出 

Ｈ265.28 みどり市役所 

◇新田みどり農業協同組合が要望書を提出 

Ｈ26.6.16 みどり市役所 

◇桐生市議会 合併賛意の声明 

Ｈ26.6.23 桐生グランドホテル 

◇桐生市議会 有志との会談 

Ｈ26.7.18～22 みどり市役所 

◇みどり市議会の意向確認 

Ｈ26.7.22 桐生市役所 

◇回答延期を桐生市長へ説明 

Ｈ26.11.19 桐生市役所 

◇任意合併協議会設置申入の回答 

Ｈ26.12.19 桐生市役所 

◇第 1 回桐生・みどり新市建設研究会(設立会議) 

Ｈ27.1.9 ホームページ 

〈参考〉両市同時にホームページを立上 

【過去の合併に関する桐生市からの申し入れ】 

Ｈ22.4.26 

◇桐生市長が合併を見据えた研究会の設置を申入 

Ｈ22.4.27 

◇みどり市議会各会派へ説明 

Ｈ22.5.31 

◇桐生市長からの申入れに対する回答 

 ・当面合併を手段とするのではなく、両市民がより良好 

  な行政サービスを享受できる環境を整えるため、連 

  携推進市長会議の下部組織である事務局会議を拡 

  充し、さらに効率的で質の高い行政サービスの方策 

  や将来像を探求することを提案し了承された。 

          

 

 

【例会予告】 

2 月 １６日(月) ♦  卓 話 

              群馬県繊維工業試験場 

              場長 上原 英之 様 

 

          ♦  食 事  冨 田 

    

   ２１日(土) ♦ ＩＭ 桐生市文化会館 

    

   ２３日(月) ♦ ２１日(土) IM に振替の為、休会 

               

 ３月 ２日(月) ♦ 夜間例会 

            「赤城山利き酒会」    

           18：00 点鐘 近藤酒造         

           19：00 豊田館 

           20：30 点鐘 

 

「合併について」 
  みどり市長 
    石原 条 様 


