
 

 

R.I 会長 バリー・ラシン 

国際ロータリー第 2840 地区 2018-2019 年度 国際ロータリーのテーマ 

 BE THE INSPIRATION 

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。 

２０１８年 

会長 松島宏明 幹事 木村洋一 
        クラブ会報・情報委員会  飯塚荘一・大島千賀子・飯山順一郎 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第３０８５回例会 
(１０月１５日(月)第１例会) 

１０月２２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． 米山功労者表彰 第 1 回 小林 康人君 

                 蛭間   茂君 

            第 6 回 舘   盛治君 

 ７.  結婚・誕生祝 

 ８． 出席１００％表彰 

 ９. 乾 杯 

１０． 会長の時間 

１１． 幹事報告 

１２． 委員会報告 

１３． 卓 話 「きものを身近に」 

      井上知子礼法きもの学院院長 

      和装着付ともこ代表 

      全日本マナー検定協会講師 井上知子様 

１４． 点 鐘

 

 

 <卓話者>井上知子礼法きもの学院院長            <米山奨学生> 孫 逸菲 さん 

       和装着付ともこ代表 

       全日本マナー検定協会講師 井上 知子様 

 

米山功労者表彰 
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誕生祝 

 

 

 

 

 

出席１００％表彰 

 

 

 

 

米山奨学金授与 

 

 

 

 

会長の時間 

シャーロック・ホームズに明智小五郎、近年ではコナン

やリンカーンライムまで、様々な所で多くの名探偵が活

躍しています。フィクションにしても私のような読書フリー

クにとってはなかなか興味深いものです。様々な作品に

登場する名探偵たちの視点は、時に多くの事に気づか

せてくれます。犯行現場の鑑識作業から微細な証拠を

見つけだし、謎を解明していくリンカーンライムや、うそ

ようこそビジター 

 牛膓  章君 
 飯山順一郎君 
 小林 康人君 
 坂入  勝君 
 新井 智二君 
 柳  明彦君 
 吉野雅比古君 
 小金澤啓人君 
 高橋 弘史君 

 吉野雅比古君 
 小金澤啓人君 
 大島千賀子さん 
 坂入  勝君 
 平岩千鶴子さん 
 石島 久司君 

 第 1 回 小林康人君 
     蛭間 茂君 
 第 6 回 舘 盛治君 

 澤田 匡宏君 
  

 孫 逸菲 さん 
  



 
を見抜く達人として活躍するキャサリン・ダンスは、その

能力を最大限に駆使することで真相に近づきます。金

田一耕助も設定された時代背景の中、足を運び証拠を

集め、そして考え、事件の真相に近づきます。伊集院大

介は、ある作品の中で自分の能力について次のように

語る部分があります。“自分には特別な能力があるわけ

ではない。事件現場に立ち心を空にすると、犯人の考

えや行動が頭にうかんでくるのです。”十分特殊能力だ

と思うのですが、その場に出向き、話したり聞いたりする

中から、想像とは違う現実が見えることがあるのは事実

かもしれませんね。エルキュールポアロは、それまで出

会ってきた犯人たちに関して、語る部分があります。“ど

の犯人も初めから悪いことを考えていたわけではない、

それぞれの事情があり結果として犯罪を犯してしまう。”

犯罪ではないにしろ、様々な背景があって今があるとし

たら、現実だけでは見えない物があるということですね。 

 

《報 告》 

・9/10 桐生 4RC 会長幹事会 

・9/16RLI 飯塚副幹事出席 

・9/17 敬老の日の為、休会 

・9/18 指名委員会  

・9/24 振替休日の為、休会 

・9/28 桐生４RC 合同ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 

    桐生 4RC 合同夜間例会  

・9/29 未来の夢計画 

    地域再生のための教育に関する講演会 

    桐生市市民文化会館 スカイホール A 

・9/30 米山記念奨学セミナー 

    会長・会長エレクト・小林米山奨学委員長 

・10/1 9/29 未来の夢計画実施に変更の為、休会 

・10/2 定例理事会 

・10/3 ゴルフ部研修会 宍戸カントリークラブ 

・10/6 地区指導者育成セミナー 

     会長・幹事・坪井研修リーダー 

     RI 会長代理歓迎晩餐会 会長・幹事 

・10/7 地区大会 15 名参加 

・10/8 体育の日の為、休会 

 

《予 定》 

・10/16 前橋 RC 創立 65 周年記念式典 会長・幹事 
・10/18 親睦活動委員会家庭集会 
・10/21 青少年交換プログラム派遣学生選考会 
    桑原青少年委員 
・10/22 ガバナー公式訪問 
 
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。 

 10 月は、1＄＝１１２円です。 

・田中直前ガバナーより、2017-2018 年度地区資金会 

 計報告書が届いております。 

・宮内ガバナーより「西日本豪雨義捐金」ご協力のお礼 

 状が届いております。 

・10 月は、米山月間です。本日配布のロータリーの友に 

 米山奨学会からの豆辞典が挟んであります。 

・歌津地区復興支援の会より「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。 

・群馬県自閉症協会より「会報」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。 

・桐生市社会福祉協議会より「福祉ぐんま」が届いており 

 ます。 

・群馬県肢体不自由児協会より「手足の不自由な子ども 

 たちを守り育む運動」募金のご協力のお願いが届いて 

 おります。回覧致しますのでご協力お願い致します。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・次週 22 日(月)は、ガバナー公式訪問です。 

 当日は、上着・ネクタイ・ロータリーバッジ着用で全会 

 員出席のご協力お願い致します。集合写真撮影もあり

ますので、駐車禁止とさせて頂きます。例会前の懇談会、

例会後のクラブ協議会も担当 

 の方は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 30 年 10 月 15 日) 

総員 66 名：出席 34 名 

平成 30 年 9 月 10 日例会修正出席率：72.72％ 

 

ニコニコボックス 

堀明君…乾杯の発声をさせて頂きます／吉野雅比古

君…皆様のお陰様にて桐生建設株式会社が『創立 100

周年』を迎えることができました／澤田匡宏君・・・ゴルフ

コンペで森さんにグロスで負けてしまいました。森さんゴ

ルフ上手にならないで下さい。大たたきしてもいいじゃ

ないか身体は弱いしハートもシャイなんだから・・・／水

越稔幸君…だいぶ寒くなりました!！皆様お風邪など召

されませぬように…／牛膓章君、吉野雅比古君、坂入

勝君、柳明彦君、飯山順一郎君…結婚祝／吉野雅比

古君、坂入勝君、高橋弘史君、平岩千鶴子さん…誕生

祝／澤田匡宏君…出席 100％。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

1. 「ハレとケ」の日のきもの 

2. きものの中に込められているもの 

3. 現代における私達ときものとの関わり合い 

4. 日本文化ときもの 

 

日本の心と美の祭典 

きもの装いコンテスト関東大会 

平成 30 年 11 月 25 日 

桐生市市民文化会館 

外国人の部に孫逸菲さんが出場します 

 

「きものを身近に」    

 

井上知子礼法きもの学院院長 

和装着付ともこ代表 

全日本マナー検定協会講師 

          井上 知子 様 


