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BE THE INSPIRATION

R.I 会長 バリー・ラシン
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

松島宏明

前 原 勝 樹
幹事

木村洋一

飯塚荘一・大島千賀子・飯山順一郎

第３１０６回例会

４月２２日号

(４月８日(月)第２例会)
１．
２．
３．
４．
５．
６.

点 鐘
ロータリーソング斉唱
来訪者紹介
結婚・誕生祝
乾 杯
会長の時間

７． 幹事報告
８． 委員会報告
９． 卓 話
「新入会員卓話」
小金澤 啓人 君
１０． 点 鐘

ようこそビジター
<群馬第 2 分区.A ガバナー補佐> 瀬谷 源君
<米山奨学生> 孫 逸菲 様

結婚祝
水越
須永
野間
石島

会長の時間
稔幸君
博之君
義弘君
久司君

誕生祝
堀
明君
木村 滋洸君
飯塚 荘一君

瀬谷ガバナー訪問
IM 御礼

<伊勢崎 RC> 青木 清勝 様

米山奨学生
奨学金授与

孫

逸菲 様

昨日は群馬県議会議員選挙が行われ、桐生地区 3 名
の当選が確定しました。投票率は４０％代と低く、それ
だけ県政に対する意識の低さとなっているのかと思え
てしまいます。21 日には市長・市議会議員選挙と続き
ますが、くれぐれも意識を向けていただけますようお願
いいたします。 会長の時間では毎回私の読書の話
をさせていただいていますが、個人的に本やその作
者の話をする中で、多くのご意見や感想をお聞かせ
いただいたのは、桐生ロータリーメンバーの中では亡
くなられた塚越紀隆さんでした。その読書量や知識に
は常に驚かされていました。今さらながらに惜しい人
を亡くしたと感じます。重ねてご冥福をお祈り申し上げ
ます。
《報 告》
・3/22 桐生 4RC 女子会 青木さん、田中さん、
長澤さん、丹羽さん、平岩さん、吉野さん
・3/23 未来創生塾終了式 会長
前橋中央 RC 創立 25 周年記念式典
疋田 PG・会長・幹事
・3/25 3/31IM に振替の為、休会
次年度理事役員予定者会議
・3/26 ゴミ減量化推進協議会 腰塚社会奉仕委員長
・3/31 第 2 分区 A IM・ガバナー歓迎会
・4/1 観桜会 大龍

《予 定》
・4/9 桐生第一高等学校 入学式 会長出席
・4/13 ガバナー補佐会議 伊勢崎ﾌﾟﾘｵﾊﾟﾚｽ
松島研修委員・坪井会長エレクト
桐生 RAC 創立 50 周年記念式典・祝賀会
・4/15 4/13 桐生 RAC 創立 50 周年記念式典に
振替の為、休会
・4/20 館林東 RC 創立 25 周年記念式典
会長・幹事
群馬大学理工学部留学生との交流会
《その他》
・南三陸町歌津地区復興支援の会一燈に寄付

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。
4 月は、1＄＝110 円です。
・ガバナー事務所より、米山奨学会からのモンゴル学
友会のご案内が届いております。
・森田ガバナーエレクト事務所より、ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳの
お礼状が届いております。
・米山梅吉記念館館報が届いております。
・歌津地区復興支援の会より「一燈」が届いております。
・群馬県自閉症協会より会報が届いております。
・樹徳高等学校より、「樹幹だより」等が届いております。
・伊勢崎 5 クラブ合同事業 スペシャルジャズライブの
ご案内が届いております。
・桐生南、桐生西、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。
・次週 15 日は、13 日の桐生 RAC 創立 50 周年記念
式典に振替の為、休会となります。次例会は、22 日
ですので、お間違えのないようお気を付けください。

桐生支店の建替えおよび桐生市との連携による地域
創生の取組みについて
群馬銀行は、お客さまへのサービス向上の観点から
桐生支店の建替えを行うとともに、「包括的連携・協力
に関する協定」を締結する桐生市と連携し、地域創生
をコンセプトとしたこれまでにない店舗づくりに取組み
ます。新店舗は、地域の方々のご意見も参考に桐生
の景観にふさわしいレンガ調を取入れた外観とし、前
面道路に沿って広い駐車場とオープンスペースを設
置します。地域活性化に貢献するため、建替え後の
桐生支店を起点として街なかに人が集い周遊する循
環を作りたいと考えています。活性化策として、敷地
内に当行店舗と庇でつながる別棟を建設し、桐生市
に賃貸します。桐生市には、同建物内で観光振興業
務や観光客向けの案内、地元物産の販売等を行う観
光まちづくりの拠点施設として活用いただく予定です。
加えて市内周遊の起点として低速電動コミュニティバ
ス「MAYU(まゆ)」の停留所も設置予定です。オープン
スペースは、桐生市や地域に貸与し、地域のイベント
開催や物産・飲食販売、地元企業の新商品や技術を
展示する場として活用していただくことを想定していま
す。イベントの際には駐車場の一角も開放することを
予定しています。また、産学官連携の観点から群馬大
学発のベンチャー企業が開発した「ウッドチップブロッ
ク」や「ミスト付緑化ベンチ」を導入し、オープンスペー
スに設置します。当行では、今後も積極的にお客さま
のサービス向上と地域創生に取組んでまいります。

店舗全景

委員会報告
出席委員会
本日の出席(平成 31 年 4 月 8 日)
総員 69 名：出席 36 名
平成 31 年 3 月 25 日例会修正出席率：100％
ニコニコボックス
瀬谷源ガバナー補佐／疋田博之君･･･3/23 前橋中
央 RC 創立 25 周年式典に出席し、帰りに木村幹事に
送ってきて頂きありがとうございました／牛膓章君…瀬
谷ガバナー補佐並びに青木さんをお迎えして／松島
宏明君…IM ではお世話になりました。瀬谷ガバナー
補佐をお迎えして／舘盛治君…乾杯をさせていただ
きます／後藤圭一君…先日行われた観桜会に多くの
メンバーのご出席を頂き本当にありがとうございました
／小金澤啓人君…卓話をさせて頂きます。どうぞよろ
しくお願いします／野間義弘君、須永博之君、水越
稔幸君…結婚祝／堀明君、飯塚荘一君…誕生祝。

イベント
実施時の
イメージ

本日の食事
志多美屋
ソースかつ丼

桐生 4RC 女子会
3 月 22 日 和風ダイニング百膳にて

卓 話

「新入会員卓話」
小金澤

啓人君

参加者
青木さん、田中さん
長澤さん、丹羽さん
平岩さん、吉野さん

