
 

 

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２９３６回例会 
(３月１６日(月)第３例会) 

３月２３日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． ポール・ハリス・フェロー表彰   

                   2 回目 前原 勝良 君 

５． 出席 100％表彰 

６． 会長の時間 

７． 幹事報告 

 ８． 委員会報告 

 ９． 卓 話 

     「地域に於ける青年会議所の役割と 

        創立 60 周年に向けた想い」 

         公益社団法人桐生青年会議所 

                理事長 朝倉 康行 様 

１０． 点 鐘 

 

 

〈卓話者〉公益社団法人 桐生青年会議所 

      理事長 朝倉 康行 様 

      郷土教育委員会 委員長 西出 喜則 様      未来創造委員会 委員長 瀬谷 真志 様      

      きりゅう映画祭委員会 委員長 中静 一浩 様   専 務   高橋 康治 様 

 

出席 100％表彰 

 

   坪井良廣 君 22 回 

 

 

 

会長の時間 

皆様こんにちは、今日は、桐生青年会議所の朝倉理事

長他、役員の方々が、卓話においでいただいておりま

す。桐生ロータリークラブの現会員の名簿を見ますと、9

人の理事長経験者がおります。桐生青年会議所の次に

は、ぜひとも桐生ロータリークラブへ入会していただきた

いので、お待ちしております。 

 3 月 11 日、東日本大震災の法要に行ってまいりました

ので現地の状況を報告させていただきます。 

平成 27 年 3 月 11 日第三回慰霊法要 

 東日本大震災から 4 年目となります。3 月 11 日-12 日

に南三陸町防災庁舎、遠藤未希さん自宅「防災庁舎で

最後まで避難を呼びかけた」、歌津津龍院、西光寺、伊

里前商店街仏壇、牧浜漁港の 6 カ所にて桐生仏教会

有志と桐生災害ボランティアセンターの有志が法要に

行ってまいりました。 

 

東日本大震災法要 

平成 27 年 3 月 11 日-12 日 

平成 27 年 3 月 11 日第三回慰霊法要スケジュール 

・東日本大震災から 4 年目となります。 

・3 月 11 日-12 日に南三陸町防災庁舎、遠藤未希さん  

 自宅、歌津津龍院、西光寺、伊里前商店街仏壇、牧 

 浜漁港の 6 カ所にて 

・桐生仏教会有志と桐生災害ボランティアセンターの有  

 志が法要に行ってまいりました。 

 

 

 

  

 

 

 

伊里前商店街にて法要 

 

 

                 西光寺プレハブ本堂 

                   フリーメイソン 

 

 

 

 

ようこそビジター 



 
 

 

 

 

 

 

 

    大川小全景       大川小慰霊塔 

 

 

 

 

 

 

 

被災直後の津龍院前 海から 1 キロ 

 

 

 

 

 

 

現在の津龍院 

 

 

 

 

 

 

研    修 

 

 

 

 

 

 

 

震災直後の防災庁舎 

 

遠藤未希さんの自宅法要   写真無し 

 

                 防災庁舎前で法要 

 

                 たくさんの方が焼香 

                  お経が終わりません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災庁舎法要 

 

今の南三陸町の空撮です。 

 

 

 

 

 

 

海側の景色 

 

 

 

 

 

 

 

津波で町が消えました 

 

 

 

 

 

 

 

山側の景色 

 

 

 

 

 

 

 

 

高台住宅街の開発 

4 年目で 

 

《報 告》 

・3/14～15 PETS･SETS 堀会長エレクト・桑原副幹事  

・3/14  桐生 5ＲＣ会長幹事会 

      竹内ガバナー補佐・会長・幹事 

      牛膓ＩＭ実行委員長 出席 

 

 

幹事報告 

・ガバナー事務所より「第 29 回茶の湯研修会」のご案内 

 が届いております。 

・桐生第一高等学校より卒業式に際するお礼状が届い 

 ております。 

・米山記念奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま」が届いておりま 

 す。 

・すばらしい歌津をつくる協議会より「一燈」が届いてお 

 ります。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」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。 



 
委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 27 年 3 月 16 日) 

総員 66 名：出席 36 名 

平成 27 年 2 月 23 日例会修正出席率：100％ 

平成 27 年 3 月 2 日例会修正出席率：62.5％ 

 

ニコニコボックス 

坪井良廣君、須永博之君、後藤圭一君…桐生ＪＣの朝

倉理事長他皆様をお迎えして／本田雄一郎君…桐生Ｊ

Ｃ朝倉理事長、役員さん桐生ＲＣにようこそ!!／水越稔

幸君…朝倉理事長をはじめ優秀な役員の方々をお迎

えして／松島宏明君、藤江篤君、山上達也君…朝倉理

事長をお迎えして／松田秀夫君…朝倉理事長卓話あり

がとうございます／竹内靖博君…一昨日桐生 5ＲＣ会長

幹事会を開き先日のＩＭのお礼を申上げ、感想を聞きま

した。皆良く出来たＩＭだったと高評価でした。ガバナー

の感想も理想的なＩＭとの事。ホストの桐生ＲＣの皆様に

感謝します／牛膓章君…中二の孫が県の柔道大会で

優勝しましたので／水越稔幸君…堀会員、桑原会員Ｐ

ＥＴＳ・ＳＥＴＳお疲れ様でした!!頑張ってください!!／坪

井良廣君…出席 100％。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 
1.人財育成なくして地域の発展はない 

 まずは私たちメンバーがＪＣ活動を通して自己研鑽に

努め、多くの事を学び、社会からより一層必要とされる

人財にならなければなりません。私たちはＪＡＹＣＥＥで

あることと同時に青年経済人としての資質向上に努め、

模範となる経営感覚を身に付けることで地域経済へ元

気を発信し、経済をより発展させることが必要不可欠で

あります。また地域の発展において、子どもは未来の希

望です。地域の宝である将来を担う子どもたちに、何を

伝えていかなければならないでしょうか。それは、「郷土

を愛する心」だと考えます。子どもにとって自己を形成し

ていく上でかけがえのないものが郷土であり、生涯にわ

たり心の支えとなっていくのです。自分の生まれた地域

を知り、多くの人と関わりを持って積極的に活動をして

いく人財を育成することで、地域の発展につながりま

す。 

2.地域に求められるＪＣ活動 

 桐生ＪＣは素晴らしい歴史と伝統があります。しかしな

がら現実を直視するとまだまだ我々の活動や理念は市

民に知られていないことに気づきます。我々がどんなに

素晴らしい事業を考え行っていようとも、市民に認知さ

れなければ意味がありません。市民の共感を得られてこ

そ運動に拡がっていくのではないでしょうか。今まで以

上に、「ひと」と「ひと」、「ひと」と「地域」とがつながりを強

め、切磋琢磨しながら地域全体の連帯感を醸成してい

くことが大切ではないでしょうか。地域と関わりながら運

動を展開している我々が、地域の人々とのコミュニケー

ションや協働の機会をもつことも重要なことです。地域

のことを自分のことと考え「夢」を描き「かたち」に変えて

いく運動を行っていきます。 

3.力強い組織をつくろう 

 2016 年度には創立 60 周年を迎えます。1956 年の創

設以来、多くの諸先輩方が歴史と伝統を紡ぎ、また地

域と連携した運動を展開し続けていることは、私たち現

役メンバーに脈々と受け継がれてきました。メンバー一

人ひとりが 60 周年の意義をしっかり認識し、結束を高め、

未来を見据えた強固な土台を構築して、より力強い組

織を創っていきます。そして現在現役メンバーは 67 名

です。今年、会員拡大委員会は設けておりません。常

任構成メンバーが先頭に立って、会員拡大を組織全体

で行っていき、多くのメンバーで 60 周年を迎えたいと考

えております。 

 以上三つの方針を掲げて活動を行っていきます。 

 今年度の名刺に「一期一会」を記載されております。

私はＪＣ活動を通して、多くの方と知り合い、成長させて

いただきました。今年はメンバー全員が「一期一会」を

心にとめ、人との出会いや出来事もひとつひとつ大事に

して活動を行っていきますので、引き続きご指導ご鞭撻

の程よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
郷土教育委員会の一年間の目的は子どもたちに郷土

愛を育んでもらうことです。子どもたちが成長し、一時期

は都会に憧れて上京しても郷土愛を持っていれば、や

がてきりゅうに戻り尽力出来る人財になると考えておりま

す。私たちは将来のまちの為に今、種まきをしているよう

な感じです。郷土愛の一つの要素として考える事は「き

りゅうが好き」という気持ちだと思います。その気持ちは

子どもだけでは持つことが出来ず、大人や地域の人々

との関わりが重要です。 

 過日 3 月 9 日に多くの場面で子どもたちと関わるメン

バーに向けて「郷土教育学校」と題する例会で「きりゅう

ドリル」を行いました。このまちの魅力をあらゆる方向か

ら捉え、物事の成り立ち、背景、厚み、深さを委員会が

学び問題にしました。きりゅうドリルとは筆記編、体験編

に分かれており、筆記編ではペーパーテストを行い、体

験編ではペーパーテストでは補えない部分を、五感を

使用し問題に挑戦していただきました。実際に織物に

触れ、このまちの音を聞き、食材を味わうことで資料等

では学ぶことが出来ない実感を得られたと思います。 

第 2 例会ではまゆ玉ころがし大会を行う予定ですので、

大成功になるようしっかりと準備して臨みたいと考えてお

ります。 

 

「地域に於ける青年会議所の 

     役割と創立 60 周年に 

            向けた想い」 

 

 公益社団法人桐生青年会議所    

     理事長 朝倉 康行 様 

 公益社団法人桐生青年会議所   

  郷土教育委員会 

     委員長 西出 喜則 様 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

未来創造委員会は本年度このまちの人たちに、まちで

活動している人やまちに対しての魅力を再認識してい

ただき、そこから更に期待をもってもらい、自身でもこの

まちで何かできるのではないか？という具体性をもって

活動していってもらいたいと考えております。 

年間２回の担当例会のうち、１０月は市民の方と協働し

てこのまちの地域資源を有効活用する事業を計画して

おります。そして、４月は桐生市市長選公開討論会を開

催する運びとなりました。 

日時は４月１５日（水）会場 18：30、開始１9：00 で場所は

桐生市市民会館シルクホールにて行います。 

春の統一地方選の流れを受けまして、桐生市も徐々に

選挙モードに突入してまいりました。今回３名の立候補

予定者とも、公開討論会に出席していただくことになりま

した。かなり注目度の高い選挙ですので、討論会自体も

白熱が予想されます。ぜひとも参加された方が、桐生市

政を自分の生活とも密接であると感じてもらい、今後の

市政の方向性を見て行ってもらうことで、自身もこのまち

でも何かできるのではないか？と想像力を膨らませて行

ってもらいたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

きりゅう映画祭は 5 年前の桐生青年会議所 55 周年事業

の一環としてショートフィルムによる映画祭を開催いたし

ました。桐生市・みどり市で撮影をしたショートフィルムを

映画祭にて上映し、例年 800 名を超える集客があり、制

作映画においては日本国内にとどまらず海外でも高い

評価をいただいております。今年度、5 回目となる映画

祭を9月13日に開催いたします。節目となる今年度は、

このまちの新たな魅力を探求し、ともに創り上げる事業

を行うことで、一人ひとりの想いが飛躍する為の活動を

行ってまいります。その中で新たな試みとしまして、多く

の方々に映画祭に携わっていただくことで、より映画祭

を素晴らしいものにしたい、このまちを想う人々とともに

映画祭を創り上げたいとの想いから、きりゅう映画祭運

営推進会議を立ち上げ、行政・各まちづくり団体の皆様

とともに映画祭を開催いたします。先月開催された推進 

 

 

 

会議では今年度桐生市みどり市で映画を撮影していた

だく監督を 2 名決定し、5 月と 7 月に撮影を行う予定とな

っております。そして一昨年、クリエイターの皆様に、こ

の「きりゅう映画祭」から世界へ羽ばたいてほしいという

想いから『きりゅうアワード』を創設させていただきました。

ご応募いただいた作品数は 77 本となり、審査委員長に

映画監督の犬童一心氏をお招きしての最終審査を経て、

一昨年「きりゅう映画祭」にて作品上映をさせていただき

ました。昨年の映画祭ではきりゅうアワードを行う事は出

来ませんでしたが、多くのクリエイターの方々から、きり

ゅうアワードの問い合わせがあり、第 1 回きりゅうアワード

が多くの方々に高い評価をいただけたと実感しておりま

す。 節目となる本年度も、一昨年の試みである『きりゅ

うアワード』を復活し、一昨年と同様クリエイターの皆様

に本映画祭から世界へ羽ばたいてほしいという想いを

込めて、クリエイターの方々に向けて第 2 回目となるコン

ペティション『きりゅうアワード 2015』を開催したいと思っ

ております。これから映画祭開催に向けて皆様にお願

いする事が多々あると思いますが、今後ともよろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 
【例会予告】  

 ３月３０日(月) ♦ 11/2 クラシックカーフェスティバル 

            振替の為、休会 

               

 ４月 ６日(月) ♦ 観桜会 

            点鐘：18 時 30 分 

            場所：大龍 

 

   １３日(月) ♦ 卓 話 桐生市医師会理事 

                 臨床検査部運営委員長 

                      北川 泰久 様 

          ♦ 食 事 アン・トラン 

 

   ２０日(月) ♦ 卓 話 桐生第一高等学校 

                 インターアクトクラブ 

                 台湾研修報告 

          ♦ 食 事 まるしん篤亭 

 

   ２７日(月) ♦ 卓 話  第 2840 地区 

                  ローターアクトクラブ 

                  代表 大塚 ともみ 様 

          ♦ 食 事 一婦美 

             

     

 公益社団法人桐生青年会議所    

   未来創造委員会 

    委員長 瀬谷 真志 様 

公益社団法人桐生青年会議所    

   きりゅう映画祭委員会 

     委員長 中静 一浩 様 


