
 

 

R.I会長 ホルガー・クナーク 

国際ロータリー第 2840地区 2020-2021年度 国際ロータリーのテーマ 

ROTARY  OPENS OPPORTUNITIES 

OPPORTUNWORLD 

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。 

２０２０年 

会長 森 末廣 幹事 後藤圭一 

          クラブ会報・情報委員会  田中淳・長澤深幸・亀山貴史 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第３１５１回例会 
(９月７日(月)第１例会) 

例会場 桐生プリオパレス 

９月１４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． 結婚・誕生祝 

７． 乾 杯 

８． 会長の時間 

９． 幹事報告 

１０． 委員会報告 

１１． 卓 話   「新年度を迎えて」 

 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長  飯塚 荘一君 

 国際奉仕委員長  中村 光孝君 

 青少年奉仕委員長   丹羽 あゆみ さん 

 新地区補助金委員長 本田 雄一郎 君 

１２． 点 鐘

結婚祝 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

会長の時間 

まず先週のガバナ－公式訪問例会、クラブ協議会にご

協力いただきまして、大変ありがとうございました。無事

に終わり、ほっとしております。山田ガバナ－、和田ガバ

ナ―補佐は、気持ちよくお帰りになられたと思います。こ

れで今年の最大のイベントが終わり、残り 10 か月、後は

流れに任せればいいかなあと思います。 

さて、会長の時間に話すクラブの活動、ロータリ－全般

に関わる情報がないので、最近、インフラツ－リズムが

流行していますので、土木遺産の二大レンガア―チ橋

を紹介致します。一つ目は群馬県の代表的な遺産、碓

氷川にかかる煉瓦造りの 4 連ア―チ橋で、碓氷第三橋

梁（一般にはめがね橋という名称で知られている）碓氷

峠の代表的な建造物です。国鉄信越本線横川駅から

軽井沢駅間の橋梁の一つで同区間がアプト式鉄道時

代に使われました。1891年（明治 24年）に着工し、高崎

駅と直江津駅を結ぶ路線（後の信越本線）横川駅から

軽井沢間だけが未開通だったため急ピッチで工事が進

められ、1893年（明治 26年）に竣工しました。もっとも開

業直後から強度不足による変形が指摘され、これに伴

い 1894年（明治 27年）に耐震補強名目で橋梁・ア―チ

部の双方に対する大掛かりな補強工事が実施された。

その後は信越本線の電化を経て 1963 年（昭和 38 年）

に新線が建設され、アプト式鉄道が廃止されるまで使用

された。全長 91m、川底からの高さ３１m、使用された煉

瓦は約２００万個に及ぶ。現存する煉瓦造りの橋の中で

は国内最大規模であり、１９９３年（平成５年）には、「碓

氷峠鉄道施設」として、他の 4 つの橋梁等とともに日本

で初めて重要文化財に指定された。現在は横川駅から

この橋までの旧線跡が遊歩道「アプトの道」という名称に

なり、橋上の手すりや国道１８号へ通じる階段が完成し、

横川～熊ノ平間、全長 5.9km の遊歩道になった。また、

国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産へ

の登録を目指し、2007 年（平成 19 年）6 月に暫定リスト

入りをしました。しかし、心ない者による落書きがレンガ

の橋脚に彫り込まれる悪戯が多発しており、関係者は、

対応に苦慮しているそうです。 

二つ目は、京都市にある南禅寺の水路閣です。 

文明開化から間もない１８８８年（明治２１年）に作られた。

全長 93.2m、高さ 9m のアーチ型橋脚の水道橋です。こ

の橋は、琵琶湖の湖水を京都市内に流す「琵琶湖疎水」

の一部です。この事業は、京都近代化政策の最大プロ

ジェクトと位置付けられていました。明治期に作られた

構造物ですが、今も現役で使われています。この場所

 青木貴子さん 

 岩崎 靖司君 

 高橋 弘史君 

Randolph留利子さん 

ロータリーは機会の扉を開く 

 堀   明君 

 岡部信一郎君 

 坪井 良樹君 



 

は、数々のドラマやⅭⅯ、そしてアニメなどのロケ地とし

ても使われ、風格漂う姿で、作品に華を添えてきました。

特に、サスペンスドラマには欠かせない存在です。 

実際に実物を前にすると、明治時代に建設された橋梁

の迫力と緻密な造りに感動を覚えます。たくさんの人々

の当たり前の生活に寄り添い、後世に渡って使い続け

てもらえるようなものを創れる人になりたいと、技術者を

目指したころの気持ちを思い出してくれる所です。 

 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 

・9/13 RLIセミナー 会長エレクト・副幹事 

       ディスカッションリーダー 松島君 

 

幹事報告 

・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、ご出席お願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和 2年 9月 7日) 

総員 66名：出席 39名 

令和 2年 8月 24日例会修正出席率：88％ 

 

ニコニコボックス 

森末廣君…卓話よろしくお願い致します／坪井良樹君

…結婚祝／青木貴子さん、Randolph留利子さん…誕生

祝／北川洋君、山﨑一順君、疋田博之君、舘盛治君、

牛膓章君、吉田栄佐君、坪井良廣君、松島宏明君、森

末廣君、吉野雅比古君、本田雄一郎君、須永博之君、

園田誠君、澤田匡宏君、竹内靖博君、桑原志郎君、柳

明彦君、後藤圭一君、増山大祐君、荒木千恵子さん、

大島千賀子さん、小林雅子さん、田中一枝さん、平岩

千鶴子さん、富澤剛君、北川貴久君、腰塚富夫君、青

木貴子さん、丹羽あゆみさん、中山賀司君、Randolph

留利子さん、長澤深幸さん、新川桂子さん、小島隆治

君、相沢崇文君、坪井良樹君…写真戴きました。 

 

卓 話 

 

 

 

 

奉仕プロジェクト室 

 

 

職業奉仕委員長 岩崎靖司君 

社会奉仕委員長 久保田寿栄君 

国際奉仕委員長 中村光孝君 

青少年奉仕委員長 丹羽 あゆみさん 

ロータリークラブにおける奉仕活動と例会出席は必須と

なっています。桐生ロータリークラブの伝統と歴史は、

「当たり前のことを当り前による奉仕活動、例会出席」か

ら作られるものと森会長の本年度の最重要項目となって

います。私の仕事はいかに森会長の方針を各委員長と

共有して、実現していく事であると考えています。後ほど

各委員長から詳細について説明があると思いますので

概要のみ説明させていただきます。 

職業奉仕委員会 優良従業員表彰、職場見学 

社会奉仕委員会 早朝清掃 

国際奉仕委員会 群馬大学留学生との交流会 

青少年奉仕委員会 善行青少年表彰 

が、主な活動内容となっています。 

しかしながら未だコロナ禍の終息も見えず、第二派がや

っと収まりつつあるものの、これから冬にかけて第三派

のありえるなかでのそれぞれの各委員会の活動になっ

ていくと思います。その為森会長、後藤幹事と各委員長

と連絡を密にとってその情勢の中で最大限出来るロー

タリークラブとしての奉仕活動をしていきたいと思います

ので、メンバーのご理解とご協力をお願いします。 

一年間よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度、国際奉仕委員長を拝命致しました中村です。 

委員会メンバーは木村洋一副委員長、味戸克之委員と

なります。 

今年度の目標としまして、森会長の提唱する重要事項

を基本として委員会の活動を進めてまいりたいと思って

おります。 

前半の活動状況および米山奨学生のサポート、未来の

夢計画への協力です。 

後半の活動予定も米山奨学生のサポートを行います。 

国際大会への参加啓蒙、前半の活動状況および目標

達成を必要かつ効果的に行います。 

と、提唱しておりますが、新型コロナウェルスの終息がい

つになるのか世界的状況の中で、経済、人事交流、情

報共有が不透明な状態です。 

委員会としてもいつ行動ができるのか分かりません。 

しかしいつかこの状態が終わったときに、何も行動して

いなかったや、継続できるものが無かったでは委員会と

しては責任が果たせません。 

全てに活動が出来なかった場合には、国際奉仕委員会

の予算を国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）に寄

付という形で貢献したいと考えております。 

出来ればこの他にも募金箱を設置し、井戸などの建設

資金に充てたいと考えておりますので、皆様のご協力を

お願いしたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

「新年度を迎えて」    

 

 国際奉仕委員会 

委員長 中村 光孝 君 

 

「新年度を迎えて」 

 

奉仕プロジェクト室 

室長 飯塚 荘一 君 



 

 

 

 

 

 

 

 

今年度青少年奉仕委員会委員長を仰せつかりました庭

でございます。まずは歴史と伝統ある桐生 RCの委員会

の職務を与えて頂いたことを厚く御礼を申し上げたいと

思います。それでは、まずメンバーの紹介です。 

副委員長金子勇人さん、委員には桑原志郎さん、石島

久司さん、松田秀夫さん、青木貴子さん、長澤深幸さん

です。どうぞよろしくお願い致します。 

先日頂きました現況報告書において青少年奉仕委員

会は、青少年並びに若者の指導力養成活動、社会奉

仕プロジェクト及び国際奉仕プロジェクトへの参加、世

界平和と異文化の理解を深め、育む・交換プロジェクト

を通じて青少年並びに若者によって好ましい変化がも

たらせるような方策を考案し、これを実施するものとする

となっております。 

1 年の活動予定の中にコロナ禍で実行がかなわないも

のが多い中、森会長がかかげた重点実行項目の１つで

ある次世代リーダー育成のための機会をつくるという項

目をどのように当委員会でとらえていくのかローターアク

トクラブ・インターアクトクラブとどのように携わって活動

をしていくか非常に重大で重要な局面に直面している

ようにも思えます。 

委員長挨拶をするにあたり、他クラブの委員長さん達が

どのようなお考えをお持ちでいらっしゃるのかを youtube

やネットで調べてみました。コロナ禍においても活動は、

止めるな！と多治見RCの映像を拝見し、今出来る範囲

でこれまで諸先輩方がされてきた活動をアレンジしてい

く事も重要と考えます。先週山田ガバナーのお話にもご

ざいましたが、ズーム会議など非対面ですすめられるこ

ともわかってきた中、やはり対面の必要性もおっしゃら

れておりました。あるデータでは 45 歳をさかいにしてそ

れ以下の方はこの非対面の状況を大いに活用できその

ままでも良いのではないかと考える率が高いそうでうす。

この日対面と対面のベストミックスを推進していくことが

今年度青少年奉仕委員会の活動において、有効であ

るようにも感じます。引き続き諸先輩方のご指導のもと 1

年間出来る事を取り組ませて頂きたいと思いますので、

1年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①新地区補助金は何をするの？ 

 次年度の地区補助金を利用して我々が奉仕活動を実

行する為にロータリー財団委員会と共に事業を企画立

案する委員会です。 

②今まで地区の補助金を利用した奉仕活動はどんなこ

としたの？ 

2013-2014 牛膓会長 桐生倶楽部修繕支援 

2014-2015 坪井会長 桐生キノピーPR作業  

着ぐるみ作成 

2015-2016 堀会長  『ゆい』に電動自転車を寄付 

2016-2017 吉田会長 岡公園のシンボル女神像清掃 

2017-2018 前原会長 『こそだて小屋』に積木や 

遊具を寄付 

2018-2019 松島会長 教育に関する講演会実施 

              『石川結貴さん』 

2019-2020 須永会長 地域子育支援事業キッズバレイ

と一緒に子育てマップ作成 

2020-2021 森会長  スポーツ団体に熱中症計を寄付 

この様に桐生 RC はその時に合わせた奉仕活動を展開

してきました。 

③この活動の予算は、どこからでているの？ 

 会員の寄付（R財団 150＄/年）から支給されます。 

④来年はどんな奉仕活動を考えているの？ 

 まだ未定です。地域に目をむけて地域の為になること

や必要と思われる奉仕活動を探していきます。 

皆さんにお願いです。会員の皆様の中で何かこんなこ

とあんなことと思いあたる事や活動等があれば是非お聞

かせください。一緒に考えていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

                                     

     本日の食事       ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

「新年度を迎えて」    

 

 青少年奉仕委員会 

委員長 丹羽あゆみさん 

 

「新年度を迎えて」    

 

 新地区補助金委員会 

委員長 本田雄一郎 君 

 


