２０１８年

国際ロータリー第 2840 地区

2017-2018 年度 国際ロータリーのテーマ

ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ Ａ ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ

R.I 会長

イアンＨ.Ｓ.ライズリー

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

前原 勝

幹事

園田

誠

平岩千鶴子・木村洋一・山﨑一順・牛膓章

５月２８日号

第３０６９回例会

(第 3069 回・第 3070 回合同掲載)

(５月１４日(月)第２例会)

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． ロータリー情報アワー
７． 米山功労者表彰 第 2 回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 須永博之君
８． ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ表彰
1 回目 須永博之君
９． ゴルフコンペ表彰式
１０． 結婚・誕生祝

前 原 勝 樹

１１． 出席 100％表彰
１２． 乾 杯
１３. 会長の時間
１４. 幹事報告
１５. 委員会報告
１６．卓 話 「桐生市のまちづくり」
桐生市総合政策部 部長 和佐田直樹様
１７． 点 鐘

ようこそビジター
<卓話者> 桐生市総合政策部 部長 和佐田直樹様

ﾛｰﾀﾘｰ情報ｱﾜｰ

会員研修委員 吉田 栄佐君
今月は、青少年奉仕月間という事なので、この事に
ついてお話をさせていただきます。
5 月は、若い人々の育成を支援する全てのロータリ
ー活動に焦点をあてる月間であります。ロータリー
クラブは、クラブの会報やその他の広報資料に「ロ
ータリアンは、青少年の模範」のスローガンを利用
するよう奨励されています。今回は、ローターアク
トについて焦点をあててお話をしたいと思います。
ローターアクトクラブは、1968 年に採択された国際
ロータリーの常設プログラムです。ローターアクト
の標語は「奉仕を通じての親睦」です。
「ローターア
クトクラブ」の目的は、青少年が個々の能力を開発
するために役立つ知識や技能を習得する機会を提供
し、それぞれの地域社会における物質的あるいは社
会的なニーズに取り組み、友情と奉仕活動を通じて
全世界の人々の間に、より良い信頼関係を推進する
ことにある。
1）専門技術および指導能力を開発すること。
2）他人の権利を尊重する観念を養い、あらゆる有用
な職業の道徳的水準および品位を保持し推進する
こと。
3）若い人々に地域社会をはじめ世界各地のニーズと
懸念事項に取り組む機会を提供すること。
4）提唱ロータリークラブと協力して活動にあたる機

<米山奨学生> 孫 逸菲さん
会を提供すること。
5）ロータリーにおける将来の会員となるよう若い
人々の意欲を高めること。
青少年奉仕基本原則として、国際ロータリーの第五
奉仕部門である青少年奉仕は、ロータリーが若い世
代を重視していることを表している。それは、青少
年が将来出現する課題を克服できるよう、私たちが
ロータリアンとして青少年への奉仕、青少年の将来
に対する奉仕、更に人類全体への奉仕を通じて様々
なツールを提供しようと努力することである。一つ
の奉仕部門において、青少年に対するプログラムや
プロジェクトを組み合わせることで、クラブや地区
はより強いアプローチで、この価値ある活動に関与
することができる。
青少年奉仕には以下が含まれている。
1.青少年の間での高い倫理基準及び倫理的な意志決
定を奨励する
2.青少年のニーズや願望や関心を理解し、認識する
3.地元の地域社会でのプログラム実施を通して青少
年に機会を提供する
4.国際ロータリーが提供する人道的、指導力養成、
教育関連のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの青少年の参加を奨励する
この様にすばらしいローターアクトクラブではあり
ますが、桐生ローターアクトクラブは大変な危機を
迎えております。

現在の怪異は 6 名ですが、6 月末には 2 名が規定に
より退会し、他にもそのような動きがあるように聞
いております。会員の皆様の事業所より、社員及び
その他の 18～30 歳までの方にローターアクトクラ
ブに入会して頂きたいと思います。
5 月 20 日には、桐生ローターアクトクラブ主催の足
尾植樹も開催され、来年は 50 周年を迎えます。
皆様のご協力よろしくお願い致します。

疋田博之君 34 回
大友一之君 8 回

会長の時間

新規米山奨学生挨拶
孫 逸菲(ソン イッヒ)さん
中国出身
群馬大学 博士課程
理工学専攻
2018 年 4 月～2020 年 3 月まで、よろしくお願い致
します。

米山功労者表彰
第 2 回マルチプル

ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ表彰
1 回目
須永

出席１００％表彰

博之君

《報 告》
・4/24 中之条 RC 創立 50 周年記念式典
松島会長ｴﾚｸﾄ出席
・4/27 未来企画委員会 家庭集会
・4/30 昭和の日振替休日の為、休会
・5/7 4/22 早朝清掃に振替の為、休会
次年度理事役員予定者会議
・5/8 青少年交換学生ｶｳﾝｾﾗｰ桑原君
桐生赤城 RC メーク
・5/10 カーリング体験 正午 たつ吉出発 17 名参加
・5/13 2018-2019 年度地区研修・協議会 8 名出席
東洋大学板倉キャンパスにて
ゴルフコンペ 桐生 CC 16 名出席
懇親会 鳥モネ
青少年交換学生エヴァン君 須永家→柴﨑家
《予 定》
・例会終了後、定例理事会
・5/19 高崎北 RC 創立 50 周年
疋田 PG・会長・桑原君出席
・5/20 足尾植樹
・5/21 早朝例会 午前 7 時 鳳仙寺
桐生市国際交流協会平成 30 年度総会
会長出席
次年度委員長会議

ゴルフコンペ表彰式
5 月 13 日(日)
桐生カントリークラブにて
ゴルフコンペが開催され
ました。
優 勝 腰塚 富夫君
準優勝 長竹 伯晶君
第 3 位 岩崎 靖司君

幹事報告
結婚祝
疋田
坪井
山﨑
森
藤江
吉田
月門
前原
後藤

博之君
良廣君
達也君
末廣君
篤君
栄佐君
快憲君、津久井真澄君、蛭間
勝君、木村 洋一君、増山
圭一君、富澤
剛君

誕生祝
塚越 隆史君
小林 雅子さん
津久井真澄君
吉田 栄佐君
蛭間 茂君

茂君、
大祐君、

・館林ＲＣより創立 60 周年記念式典に際するお礼状が
届いております。
・みどり市より市長退任、新任の挨拶状が届いておりま
す。
・地区ライラ委員会より「ライラ研修報告書」が届いており
ます。
・桐生市社会福祉協議会より「福祉ぐんま」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。
・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより週
報到着。
・例会終了後、定例理事会を開催致しますので、関係
理事役員の方々はご出席よろしくお願い致します。
・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、５月２８日(月)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。

委員会報告
出席委員会
本日の出席(平成 30 年 5 月 14 日)
総員 66 名：出席 45 名
平成 30 年 4 月 16 日例会修正出席率：64.29％
ニコニコボックス
前原勝君…桐生市総合政策部部長和佐田直樹様、米
山奨学生孫逸菲さんをお迎えして／水越稔幸君…和
佐田部長をお迎えして!!頑張ってください／竹内靖博
君…乾杯をさせて頂きます／腰塚富夫君…ゴルフコン
ペにて優勝させて頂きました／前原勝君・坪井良廣君・
吉田栄佐君・木村洋一君・月門快憲君・蛭間茂君・津久
井真澄君…結婚祝／吉田栄佐君・飯塚荘一君・蛭間茂
君・津久井真澄君・塚越隆史君…誕生祝。
卓 話
「桐生市のまちづくり」
桐生市総合政策部
部長 和佐田 直樹様
私は、現在５５才、昭和６２年に入所しました。当時は
バブルの時で、公務員はあまり人気のある職種ではあり
ませんでしたが、今は人気があるようす。どうも不景気の
時ほど、公務員は人気が高いと言えるようです。小山市
長さんの時に入所し、亀山市長さんで、４人の歴代市長
さんということになります。
私の立場は、かつては企画部長、現在は財政部があ
りますので、総合製作部長ということになります。
昔は、恐い先輩もたくさんいらっしゃいましたが、今は大
分風通しのよい職場になっていると思いますし、若い職
員の皆さんが元気に活躍できるような環境作りを心掛け
ています。
亀山市長も財政難の時に就任し苦労しましたが、現在
の主な行政課題は、公共交通、地方創生、人口減問題
などの取り組みがございます。最近の特命事項のポイン
トをいくつかお話しします。
まず、地方版図柄入りナンバープレートです。経過は、
太田市長から「渡良瀬ナンバー」を導入しないかという
提案がありました。ご当地ナンバーの条件は、１０万台
以上の車の登録が条件で、太田市はクリアしています
が、桐生市、みどり市と一緒にどうだろうかということでし
た。
まず、アンケートを取りましたが、桐生市、みどり市は
賛成が多く、渡良瀬川流域という印象が少なかったのか
太田市は反対が多くて、結局三市では難しいという結
論に至りました。
次に、足利、桐生、みどりでということでアンケートを１月
に行いましたが、結局これも導入は難しいという結論に
なりました。これも、地域のイメージアップ、地域連携の
一つでしたが、なかなか難しいものです。

電気自動車「まゆ」と自動運転です。まゆのプロジェク
トが国の報償を受けたことはご高承のことと思いますが、
販売実績ものびています。
自動運転は、群馬大学を中心に技術開発し、東京オ
リンピックで使おうということで、桐生市も応援しています。
この自動運転の特徴は、全国ということではなく、桐生
エリア内だけではしらせる完全自動運転技術です。正
に、桐生市が自動運転の先進都市になるという話です。
高齢者の移動支援などで期待されています。また、おり
ひめバスも走っていますが、きめ細かい対応ということで、
高齢者用タクシーなども取り入れていきます。
次に新桐生駅のエレベーター設置をはじめバリアフリ
ー化と乗降者数のアップ、学生に限って、特急券レスで
の太田・桐生間のりょうもう号への乗車出来るようにする
こと。桐生駅と西桐生駅のアクセス改善とバスターミナル
の充実も課題です。
桐生市は、昭和２２年北関東第 2 位の９１０００人の人
口があり、民間主導で病院や学校を整備し、その後競
艇事業収入が累計で１２４０億円の繰入があり、これが
桐生市の公共インフラ整備を後押ししてきました。
現在、公共施設の総合管理計画を平成２９年３月に作り
ました。調査では、桐生市の公共施設は県内１２市の中
でももっとも充実して、類似都市比較では１．８倍の施設
があります。しかしこれから維持をしていくのに、現在の
３．３倍の予算が必要、３０年経過したものが７割を占め
る、というきびしい原状の中で、今後３５年で４５％削減し
ていく計画を作っています。市営住宅も類似都市と比べ
３倍の床面積があり、学校幼稚園、公民館集会所も桐
生市が所有しているものが未だたくさんある、という中で
個別計画を策定し市民の皆様のご理解をえながら、削
減或いは昨日の適正化をはかっていくような時代になっ
てきます。もちろん、残すべき所は残して行くということ
で、今年度も体育館、陸上競技場、東分署などは更新
の予算をつけました。
そして、市庁舎ですが、本館が昭和４０年、新館が昭
和５７年に建てられ、耐震という点では弱い、どうしても
学校やスポーツ施設を優先的に耐震工事して、庁舎は
後回しでしたが、今後、どういう風にするのか、既存の施
設も生すという考え方もいれ、身の丈に合った方向性を
本年度中にだしていく予定です。
人口問題ですが、都会からの地方への流入ではなく、
地方と地方都市間で人口を取り合っているような矛盾も
ありますが、今後とも地方創生総合戦略に取り組んでい
きたい。
最後に、シティブランディングです。桐生ブランドを作
ると言うことですが、単なるシティセールスという取り組み
ではなく、桐生の歴史や文化、産品など、特徴ある資源
を更に光らせていく、有識者会議で戦略会議を設けて
考えています。先人のつくった桐生の良さを、さらにまち
の価値を高めていくような、具体的な形にして桐生ブラ
ンドにしていく取り組みをしていきたいと思います。
時間があっという間でしたが、私の部局で取り組んで
いる一端をお話しさせて頂きました。ご静聴ありがとうご
ざいました。
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第３０７０回例会
(５月２１日(月)－例会変更－)

早朝例会
点鐘：午前７時
1.点 鐘
2.ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱
3.来訪者紹介
4.会長の時間
5.幹事報告

場所：鳳仙寺

6.委員会報告
7.坐禅
8.点 鐘
9.会食歓談

足尾植樹
平成３０年 5 月 20 日(日)
桐生 RC、桐生 RAC、桐生第一高等学校 IAC、交換留学生、未来創生塾と 86 名参加しました。
最初に NPO 法人もりびとプロジェクト委員会から足尾銅山の講習をうけて、足尾松木沢で植樹。
今年は 1250 本の植樹をした。

