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ロータリー情報アワー   会員研修委員 牛膓章君 
皆さん今日は、今年度最後のロータリー情報アワーの

時間です。普段丸顔の坪井会長のお顔がより丸く見え

るように感じるのは気のせいでしょうか？残り１ヶ月余りと

なりましたが最後まで皆様方のご協力をお願い致します。

さて、本日は例会行事が多く、時間がタイトの為情報ア

ワーも割愛しようと思いましたが、本日は先日ご逝去さ

れました塚越平人会員の「お別れの会」が行われており

ますので桐生ＲＣでの活躍の一部を紹介させて戴きま

す。塚越平人会員は昭和３３年４月７日３６歳にて入会さ

れまして在籍年数５７年の最年長の会員で御座いまし

た。推薦者は増山作次郎会員（桐生信用金庫元理事

長）です。又 1978~1979 年度桐生ＲＣ27 代の会長を務

めており、その時の副会長が小林 松会員（小林当織

物㈱）幹事が五十嵐健雄会員（桐生トリコット㈱）で強力

な布陣で多くの事業を行っております。その一つとして

1978 年韓国の慶州（キョンジュ）ＲＣとの姉妹クラブの締

結の為に２０名の訪韓使節団を組織して桐生を 10 月 16

日午前３時３０分に出発し翌日 10 月 17 日に無事慶州Ｒ

Ｃと姉妹クラブを締結しております。「留守部隊の下山

嘉一郎会長代理（桐生外語学院理事長）の例会での挨

拶で本日の例会にはロータリー旗は有りません、現在ま

もなくソウル上空に到着するものと思われます）と述べて

おります（桐生ＲＣ週報より）又 1989~1990 年度、２５６地

区時代当クラブ輩出の吉野一郎ガバナー事務所として

２年間有効に使用した桐生倶楽部の別館の新築増設

に対しても当時桐生倶楽部副理事長の塚越平人さんが

中心となって建設事業を推進した事は周知の事です 

そして塚越さんと言えば愛用のカメラで事ある毎にスナ

ップ写真を撮って戴きその写真を戴いた会員がお礼に

ニコニコ箱に拠金していますがその金額が年間１００万

円以上で通常の拠金と合わせて２００万円を超え、時の

ニコニコ箱委員長は年初の予算に組み込んでおりまし

た。この様に間接的にもクラブにご協力していただいた

訳で御座います。ご功績を挙げれば枚挙に暇が無いで

すが時間の都合上最後に昨年度私の会長の時にゴル

フコンペと観桜会を兼ねて泊まりで例会を計画した際大

変喜んで戴き必ず奥様と一緒に参加したいと云って下

さいました（当日は奥様は風邪の為欠席）。夜の懇親会

では乾杯の音頭をホテルの大女将との関係を交えなが

ら満面の笑顔で挨拶をしてくださり大変楽しんで下さり

ました。途中退席の為私と他、数名がロビーまでお見送

りした際一人でお土産コーナーに立ち寄りお土産を買

っておりましたがご家族の皆さん用と思っていたら「はい、

どうぞ、今日は楽しかった」と云ってお見送りした私たち

の為に買ったお土産を渡された時は大変恐縮やら感激

やら改めて塚越平人さんの優しさ、後輩に対しても気を

配ってくれるお人柄を再認識させられました。これから

例会終了後にお別れの会に参列し、心より感謝の気持

ちを込めて献花をしてきたいと思います。 

結婚祝 

 

 

 

 

 

 

疋田 博之君  坪井 良廣君 
山崎 達也君  藤江  篤君 
吉田 栄佐君  月門 快憲君 
森  末廣君  蛭間  茂君 
立澤 俊明君  前原  勝君 
木村 洋一君  増山 大祐君 
後藤 圭一君  富澤  剛君 



 
誕生祝 

 

 

 

 

 

出席 100％表彰 

 

 

 

 

 

会長の時間 

4 月 27 日が最後で 2 回休みでしたので、久しぶりの例

会になります。暖暖と温かくなりすごし易くなりますが、

今頃こたつをかたづけますが、梅雨で又寒くなったりし

てしまったと思うことが毎年あります。 

 本日例会終了後、塚越平人様のおわかれ会がありま

す。美喜仁の坂入さんのご厚意で、マイクロバスを用意

致しましたのでご利用下さい。 

 

《報 告》 

・4/29 桐生が岡動物園南口広場 清掃 
・5/4  みどりの日の為、休会 
・5/10 ゴルフコンペ 赤城ＣＣ 
・5/11 4/29 桐生が岡動物園清掃に振替の為、休会 
    定例理事会 
・5/12  次年度理事役員委員長会議 
・5/17 2015‐2016 年度 地区研修・協議会 
     
《予 定》 

 ・5/18 塚越平人会員 お別れの会 

 ・5/21 家族会旅行 青梅方面 

 ・5/22 桐生 5ＲＣ会長幹事会引継ぎ会 

 ・5/23 樹徳高等学校創立 100 周年式典  

 ・5/24 2015-2016 年度会員増強セミナー 

 ・5/25 早朝例会 鳳仙寺にて 点鐘：午前 7 時 

 ・5/26 ﾌｧｯｼｮﾝﾀｳﾝ桐生推進協議会 

 ・5/29 観光協会総会 

  

幹事報告 

・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。 

・伊勢崎中央ＲＣより創立 40 周年記念式典に際するお 

 礼状が届いております。 

・ガバナー事務所よりネパール大震災復旧支援募金の  

 お願いが届いておりますので、ご協力お願い致しま  

 す。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いておりま+  

 す。 

・わたらせ養護園より「とんがりやね」が届いております。 

・桐生市国際交流協会より「ニュースレター」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。 

・桐生ＲＡＣより「足尾銅山への植樹」のご案内が届いて 

 おります。後日、案内をＦＡＸさせていただきますがご 

 参加ご協力お願い致します。 

・例会終了後、塚越平人様のお別れの会へ行かれる方 

 は、送迎バスをご利用ください。 

・次週例会は、早朝例会です。鳳仙寺にて午前７時点 

 鐘です。次回桐生倶楽部での例会は、６月１日(月)と 

 なりますので、お気をつけください。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 27 年 5 月 18 日) 

総員 66 名：出席 41 名 

平成 27 年 4 月 20 日例会修正出席率：84.70％ 

 

ニコニコボックス 

疋田博之君…堀会長エレクト、桑原次年度幹事には、

昨日の地区研修協議会で色々お世話になりました／山

﨑一順君…乾杯の音頭をとらせていただきます／本田

雄一郎君…ロータリーゴルフコンペでキャディーバック

をいただきました／飯塚荘一君…平岩さんの卓話に／

坪井良廣君、疋田博之君、吉田栄佐君、前原勝君、藤

江篤君、木村洋一君、月門快憲君、水越稔幸君、後藤

圭一君、増山大祐君、富澤剛君…結婚祝／吉田栄佐

君、小林雅子さん…誕生祝／疋田博之君、須永博之君

…出席 100％。 

 

Ｓ．Ａ．Ａ 

6 月例会よりクールビズとさせて頂きます。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 
 

 この１月より、皆様とご一緒させていただいております、

平岩千鶴子でございます。「ヒライワ」と言いますと「弓枝

さん」と言われることが多いです。こちら桐生では「平亀

さん」のご親戚と言われることが多いです。私の舅が平

岩勝三郎さんといとこ同士と聞いております。 

 私は生まれも育ちも「東京、大田区千鳥町（蒲田のそ

ば）」です、ちょっと自慢は生まれたところが「田園調布」

なのです。と言いますのは、たまたま母がお産のために

入院した産院が田園調布駅前にあったため「生後５日

間」だけ田園調布の空気を吸うことができました。実家

は父の代から始まった「米屋」を営んでおりました、二人

姉妹の長女です。地元の小・中学校を卒業後、高校は

慶応大学のある「田町駅」より歩いて１５分、「東京タワー

の足元にある「都立三田高校」に進学しました。東京の

片隅の学校から都心の学校に行きましたら周りの方たち

の成績の良さに、物凄い「カルチャーショック」を受けま

した。勉強をしても追いつかず、追いつかないので、「な

お、しない」という、負の連鎖で学力テストでは私の後に

は何人もいないという状態でした。今でいう「ビリギャル」

です。何とか、火事場の馬鹿力で「明治大学商学部」に

進学いたしました。大学卒業後は長女のため「どうせ家

を継がされるのだろうな」という思いもあり、また、実は

小林 雅子さん 
津久井真澄君 
吉田 栄佐君 
蛭間  茂君 

「新会員卓話」 

  平岩 千鶴子 さん 

 

疋田 博之君 
須永 博之君 



 
「相当なビビリ」のため、就職試験からエスケープして実

家の米屋を手伝っていました。当時は若い女性には「賞

味期限」があったようで私もいつしか「売れ残り」に近くな

っていきました。そのころ、大学の先輩ということで親し

みを感じておりました、米問屋の「山種米穀」の営業の

方がおりました。その方のお話しで群馬出身の夫と結婚

することとなりました。結婚後、夫は東京でサラリーマン

をしておりましたが平成８年３月３１日、桐生に U ターン

してきました。私が社会保険労務士になりましたきっか

けは夫の病気でした。厄年に C 型肝炎を発症しました、

きっかけは会社の健康診断でした。虎の門病院で診察

していただいたら「即、検査入院」となりました。腹腔鏡

手術で検査の結果そのまま入院となり、インターフェロ

ン治療が始まりおかげさまで命はとりとめました。C 型肝

炎になった時に「夫がもし亡くなったとしたらどうしよう」と

思い資格取得を考え平成６年に社会保険労務士の資

格を取得いたしました。専業主婦からの出発でしたので

「税金や保険のことがわかるようになるよ」と言われファイ

ナンシャル・プランナーの資格、また行政書士の資格を

翌年取得いたしました。（しかし、夫は６年前に朝食中に

心臓発作を起こしそのまま天国に行ってしまいました。

その時にはこんなに早く夫がなくなるとは考え得てもい

なかったのですが…。）平成８年、夫とともに桐生に越し

てきました。そして、「群馬県社会保険労務士会」に所

属し西も東もわからないまま、周りの諸先輩、お客様の

おかげをもちまして現在に至っております。開業当時か

ら顧問先のお客様の仕事と「年金」に携わってきました

が現在も。週に一度「桐生年金事務所」にお手伝いに

行っています。現在は年金・健康保険・失業保険等、老

後のライフプランにかかわるご相談として仕事を進めて

います。群馬県立女子大での「模擬面接」の面接官の

仕事を通して「若い働く女性の応援団」を自認し、また

昨年よりは県立がんセンターの「患者さんの就労支援」

といった仕事もさせていただいています。私の仕事のコ

ンセプトは「お困りごとのある方の問題解決のお手伝い」

だと思っています。 

今後の課題は「内面の充実を目指す」ことだと感じてい

ます。心身を整え美しい自然・芸術にふれ、皆様方のお

話しをうかがうことで「内面の充実」を図り、より一層お客

様への仕事の質を上げたいと思っています。皆様、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

 

5 月 10 日(日) 

桐生ＲＣゴルフコンペ 

赤城カントリー倶楽部にて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 17 日(日) 

2015-2016 年度地区研修・協議会 

 

   

 

  2015-2016 年度地区研修・協議  

  会が利根沼田文化会館にて開催 

  されました。次年度会長、幹事、 

  委員長が参加致しました。 

 

 

 

5 月 21 日(木)  家族会旅行 

 
恒例の家族会旅行は、30 名参加し、埼玉県飯能市にあ

ります能仁寺にて東日本の代表的な名園見学、青梅市

の澤乃井ままごと屋で豆腐会席ランチ、吉川英治記念

館見学、高尾山散策、夕食は、うかい鳥山で炭火焼コ

ースをいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 24 日(日)  

2015-2016 年度会員増強セミナー 

 
 

 

前橋商工会議所にて開

催され、当クラブ女性会

員最多クラブ代表で、次

年度桑原幹事が事例発

表を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優  勝 森   末廣君 

準優勝 津久井真澄君 

３  位 本田雄一郎君 

【例会予告】  

 ６月 ８日(月) ♦ 卓 話  飯山順一郎 様 

          ♦ 食 事  美喜仁 

 

   １５日(月) ♦ 卓 話  会長 坪井良廣君 

                  幹事 須永博之君 

          ♦ 食 事   たつ吉 

 

   ２２日(月) 最終夜間例会 

         ♦ 点 鐘 午後６時３０分 

         ♦ 場 所 トラットリア・バルボン 

 

   ２９日(月) 休 会 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９４４回例会 
(５月２５日(月)第３例会) 

－鳳仙寺にて 早朝例会－
 

1. 点 鐘                                                                                      

2. ロータリーソング斉唱 

3. 来訪者紹介   

４. 会長の時間 

５. 幹事報告 

 

６. 委員会報告 

７. 座 禅 

８. 点 鐘 

９. 会食歓談 

 

 

会長の時間 

先日は、家族会で青梅方面、高尾山、うかい亭の美味

しい料理と日帰り旅行を致しました。自然がいっぱいで、

良かったと講評をいただいております。本日は、恒例の

坐禅と朝粥例会に、おいでいただきありがとうございま

す。俳句における春の季語で、春の山の明るい感じを

いう。「山笑う」と言う言葉がありますが、本当に山々が緑

でかがやいています。「やまたかき みてらのうちに あ

るほどは われも  しばしの ほとけなりけり」と申します

が、坐禅をしてすがすがしい気持ちになってお帰りいた

だきたいと思います。 

 

○足の組み方 

 まず、坐蒲(ざふ)がおしりの中心に位置するようにし 

 て、深すぎず浅すぎず坐り、足を組みます。ただし、体 

 調・体質には個人差がありますから、無理をせず坐り 

 方を工夫すると良いでしょう。 

 

○手の組み方（法界定印・ほっかいじょういん） 

 右手を左の足の上におき、その上に左の手をのせて、  

 両手の親指を自然に合わせます。下腹部のところに 

 つけ、腕と胸の間をはなして楽な形にします。 

 

○上体の姿勢 

 背筋をまっすぐにのばし、頭のてっぺんで天井を突き  

 上げるようにしてあごをひき、両肩の力をぬいて、腰に  

 きまりをつけます。この時、耳と肩、鼻とおへそとが垂  

 直になるようにして、前後左右に傾かないようにします。 

 

 

 

 

 

○視線の位置 

 目は、半眼といって、見開かず細めず自然に開き、視 

 線はおよそ１メートル前方、約４５度の角度におとしま 

 す。目をつむると眠気を誘うので、目は閉じないように 

 します。 

 

 

座禅の後は、「五観の偈」を唱えて、お粥を頂きました。

一には功の多少を計り彼の来処を量る。 

二には己が徳行の全欠を忖って供に応ず。 

三には心を防ぎ過を離るることは貪等を宗とす。 

四には正に良薬を事とすることは形枯を療ぜんが為なり。

五には成道の為の故に今この食を受く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
パストガバナー 前 原 勝 樹 

     クラブ会報・情報委員会   後藤圭一・桑原志郎・吉野雅比古・立澤俊明 

R.I 会長 ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン 

LIGHT UP ROTARY 


