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ロータリー情報アワー  
ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 前原勝君 

「ロータリーの危機対応」－新型コロナとタイタニック- 

 情報アワーを担当するパスト会長として３年間に渡り

スピーチをさせて頂きましたが、最終年の委員長とし

ては、これが私の最後のスピーチとなりました。さて、

今回は「ロータリーの危機対応」と題して、新型コロナ

とタイタニックと言う異例の組合せでお話させて頂きま

す。まず、今現在のロータリーにとっては、新型コロナ

ウィルスへの対応が緊急の課題であります。そこで、ま

ずはロータリー財団が提示する方針に基づいて、いく

つかの項目を揚げてみますと、新型コロナ関連プロジ

ェクトの為に、地区補助金を活用する事が出来ます。

例えば、体温計や医療用具その他備品を、必要とし

ている医療用具その他備品を必要としている医療関

係者に寄贈したり、そのような活動を支援する事が可

能です。次に、グローバル補助金についてですが、こ

れも活用する事が可能です。コロナ対応のために必

要とされる医療物資を求めている国や地域に対して、

その購入費用をグローバル補助金で援助する事が可

能です。(ただし諸条件をクリアする手続きは必要で

す)次に、活用出来ない事例としては、災害救援補助

金の申請や直接コロナワクチンを購入する事は出来

ません。さて、次に新型コロナに対して、ロータリーが

担う役割についてお話致します。皆様ご存知のように

ロータリーは長年に渡り取り組んできたポリオ根絶プロ

グラムの実績があり、その粘り強さとパートナー団体と

の連携により、コロナワクチンを公平に配布し、平等に 

利用できるように、必要な情報とリリースが活用可能と 

 

なる為の準備を進めています。また各クラブや会員は

地元保健当局や政府の保健機関が発信する「事実に

基づいた正確な情報」を把握し提供する為、医療従

事者や保健当局の専門担当者をオンラインでクラブ

例会等に招いて話を聞き、市民に必要な情報を提供

する為、地元メディアと連携する事も可能です。 

 コロナ感染拡大防止のため、必要な専門知識とポリ

オで構築したインフラを活用し、リスクの高い人々への

配布を支援する活動を展開していきます。以上が、現

在ＲＩ が提示しているコロナ対応への概要ですが、本

国アメリカでもまだ大変な状況の中、打開策を探って

いる所です。さて、ロータリークラブが世界で初めて、

本格的な危機対応の為の奉仕活動を行った事例とし

て、1912年 4月 15日に処女航海で、北大西洋航路

を横断中に氷山と衝突し、ニューファンドランド沖の海

底 4000ｍに沈没したイギリスの豪華客船タイタニック

号の生存者約 700名が貨客船カーパシア号のアー

サーロストロン船長によって救助され、ニューヨーク港

に入港した際、数多くの救援・支援団体の中に創立間

もないニューヨークロータリークラブ会員の姿があった

そうです。衣類や食料の提供は、もちろん宿泊施設や

病院の手配、自宅に生存者を招いて保護するなどの

奉仕活動に尽力したと伝えられています。 

 1905年に創立したシカゴ RCが誕生して 4年後の

1909年に創立したニューヨーク RCの献身的な救援

活動は危機対応におけるロータリーの歴史のエピソー

ドとして非常に象徴的な事例として心に刻みたいもの

です。最後のスピーチご清聴ありがとうございました。 

 

ロータリーは機会の扉を開く 



 

ゴルフコンペ表彰式 

4月 18日太田双葉カントリークラブにて強風の中、 

開催され 16名参加致しました。 

 

 

 

 

会長の時間 

本日は、プリオパレスで行う最後の例会です。プリオ

パレスの方々には大変お世話になりました。 

桐生ロ－タリ－クラブを代表して、御礼申し上げます。 

この式場を開業したのは、1,983 年だそうです。会員

の皆様の中にも、ここで結婚式を挙げられた方もおら

れると思います。閉館になることは、非常にさびしいと

感じております。 

さて来月からの例会会場は、先週も言いましたがまだ

コロナ感染拡大防止のため広い会場と思い、5月は美

喜仁館で例会を行います。よろしくお願いいたします。 

さて本日も先週の続きで、道路の話をします。 

都道府県で、道路が最も広いのはどこか？ 

道路には自動車のすれ違いもできないような狭い道

路もあれば、車道が何本も引かれている広い道路もあ

ります。市街地の道路の幅員は、全般的に広く、農山

村の道路は狭いのが普通です。 

また、市街地の道路でも、新興住宅地は比較的広い

のですが、旧市街地には狭い道路が少なくありません。 

ところで日本の道路は、平均して何メ－トルくらいの幅

員があるのでしょうか。道路の幅員は、道路面積を道

路の延長距離で割れば算出できます。道路の全長は

１２２万２千㎞と地球３１周分の長さがあり、道路面積は、

7657.4 ㎞²あります。これは香川県の面積の 4 倍以上

の広さです。大都市には幅員が何十メ－トルもある道

路が縦横無尽には走っていますが、圧倒的に多いの

は幅員が数メートルしかない生活道路です。ですから、

幅員の平均は、6.26ｍに過ぎません。 

さて都道府県別に見ると、道路の幅員にはかなりの地

域差があります。最も広いのは北海道の 8.11ｍです。

第 2位は沖縄県で 8.04ｍ、3位は大阪府で 7.89ｍ、４

位が石川県で 7.36ｍ、5位は東京都で 7.31ｍと続きま

すが、北海道と最下位の長野県（4.97ｍ）との間には、

3.14ｍもの開きがあるのです。ちなみに群馬県は、

5.29ｍで全国の４３位です。全国平均より少ない値で

す。（道路統計年報２０１７年） 

群馬県は、車の保有台数、免許証の保有率が全国的

にも高いのに、いかに道路整備が遅れているか。 

道路の幅員は、おおむね歩道の設置率に比例してい

ます。北海道と沖縄県の幅員が広い理由は先週言っ

た通りです。歩道の設置率が高ければ、幅員が広くな

るのは当然のことだと言えます。北海道と沖縄県は別

として、大都市がある県は幅員が広い傾向にあります。

ただ、大都市を有しない北陸三県と山形の幅員の広

さが目を引いています。今日は、ここまでにいたします。 

 

《報 告》 

・4/15家族会役員会 正午 ラポルト 

 家族会旅行中止決定 

・4/18新規米山面接会 

   意見交換会・オリエンテーション 

     大友米山奨学副委員長 

   継続米山奨学生面接 刘 媛様 

   ゴルフコンペ 太田双葉カントリークラブ  

 

《予 定》 

・4/22S.A.A 家庭集会 

・4/23桐生西 RCメイク(桐生ﾌﾟﾘｵﾊﾟﾚｽ様へ感謝状) 

・4/24地区リーダーシップセミナー 

    会長・松島研修リーダー 

・4/25地区大会 疋田 PG・会長・幹事 

        全員 WEB参加 

・4/26(月)休会 

・5/3(月)憲法記念日の為、休会 

 

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。 

 ・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いておりま  

  す。 

 ・桐生赤城ＲＣより週報到着。 

 ・次週 26日と 5月 3日は、休会となります。 

  次回例会は、5月 10日(月)例会場は、海鮮ダイニ 

  ング美喜仁館に変更となりますので、お間違えの  

  無いようお願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和 3年 4月 19日) 

総員 67名：出席 38名 

 

ニコニコボックス 

森末廣君…新入会員の方、卓話よろしくお願い致しま

す／森末廣君…ゴルフコンペ参加ありがとうございま

す／前原勝君…ロータリー情報委員長として最後の

スピーチをさせて頂きます／坪井良廣君…桐生倶楽

部理事長に就任しました。又、例会会場が桐生倶楽

部に帰ってくるのを待っています／水越稔幸君…プリ

オパレスさん永い間お世話になりました。スタッフの皆

様今後共ご自愛専一にて益々ご活躍されますことを

心よりお祈り申し上げます。ボクも頑張ります‼／柳明

彦君…ゴルフで腰塚さん、青木さん、丹羽さんにお世

話になりました／田中一枝さん…3名の方卓話期待致

しております／相沢崇文君、石渡宏明君、亀山貴史

君…卓話よろしくお願い致します／亀山貴史君…出

産祝ありがとうございました／石渡宏明君…竹内靖博

君レソト王国名誉領事への就任おめでとうございます

／石渡宏明君…田中一枝さん桐生ユネスコ協会会長

ご就任誠におめでとうございます／石渡宏明君…丹

羽あゆみさんみどりユニバーサルボッチャ協会広報部

長ご就任誠におめでとうございます。 

優 勝 津久井真澄君 

準優勝 岩﨑 靖司君 

３ 位 柳  明彦君 



 

 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

みなさまこんにちは。 

桐生市議会の「いしわた宏明」と申します。本日は 10

分ほど、卓話の機会をいただきました。誠にありがとう

ございます。ちなみにこちらのクジラ達。桐生クジラの

「イッシー」です。娘がデザイン、プレゼントしてくれま

した。地域に「ふれあい」と「つながり」を、とする私のモ

ットーをイメージ化したものです。手前味噌ではありま

すが、なかなか良くできているな、と感心しております。

それでは早速、はじめさせて頂きます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

まずは簡単にプロフィールから。 

いしわたひろあき、東京都の杉並区で生まれ育ち、今

年 50歳を迎えます。こちらの写真はおよそ 100枚から

の奇跡の一枚。東京四谷の大学を卒業後、INAX とい

う衛生機器製造販売会社の営業職として社会人の一

歩を踏み出しましたが、ここで運命の出逢いがありまし

た。同じ職場の、桐生で生まれ育った自由奔放な妻

に一目ぼれ。桐生第一高校が全国制覇を飾った 2000

年、桐生に移住してまいりました。その後およそ 8年に

亘るイギリス、ドイツでの海外駐在経験を経て 2019 年、

市議会議員として初当選をさせて頂いております。… 

日本に生まれ、なんとなく生きてきた青年は、運命的

な生涯の伴侶を得てイギリス人、ドイツ人となり、そして

いま桐生人になった、という次第です。座右の銘は

「健やかに、笑顔で、愛に満ちよ」。妻の名前は「道代」

です。そんなわたしがいま。関心を大きく寄せているト

ピックをいくつか本日、ご紹介させていただければ、と

思います。 

まずは最初の関心事。桐生織で「折り鶴」を。こちらは

市内に通う小学校 6 年生の女の子から寄せられたも

のです。桐生の織物を使って、折り鶴を折れないか？

桐生の「らしさ」を形にして、平和を祈る象徴にできな

いか、というものです。これは心を大きく揺さぶられまし

た。よし、それならやってみよう。ですが、普通に折っ

ただけでは「へたります」。そこで知恵を出しました。乾

くと透明になる木工ボンドを裏打ち。するとどうでしょう。

こんなに綺麗に折れるのです。ちなみに写真のサイズ

は 40cm サイズのもの。いまこの折り鶴の、1m45cm サ

イズにチャレンジ中です。機織り機で織れる布幅の最

大幅に挑戦。桐生でも毎年行われている追悼式典や、

広島の平和記念公園に向けて。たくさんの方々の力

をお借りしながら、がんばっているところです。近日中

には実現させますので、乞うご期待！もう暫しお待ち

願います。 

 

 

 

 

続きましての関心事。「ボッチャ」をやってみません

か？このボッチャというスポーツ。皆さまもうご存知で 

すよね？こどももおとなも、健常者でも障がい者でも。

誰もが皆、夢中になって楽しむことのできるミラクル・ス

ポーツです。みどり市に先日、ユニヴァーサル・ボッチ

ャ協会が立ち上がりましたが、桐生も同様、協会発足

に向けて着々と準備を進めているところでございます。

地域間、世代間の垣根を越えての交流を、ボッチャを

とおして加速させていきたいと思っております。 

そして次の関心事。「桐生の『ぶた』は素晴らしい！」。

「ぶた」って聞くと、うん？と思われますか？知る人ぞ

知る、桐生を支える一大産業なのです。県内 1位の産

出額 139 億円、2 位の飼育頭数である 17 万 2 千頭

を有し、桐生市における農業産出額の 75%を占めてい

ます。その鳴き声以外、全てが利用できると言われる

「ぶた」。ソフトな食感、あっさりとした脂身は、これから

の桐生をより大きく飛躍させることのできる大切な地域

資源のひとつです。「ぶた」祭りの開催なんていかがで

しょう？「ぶた」の丸焼きなんかも楽しそうですね。飲食

店組合の皆さまにご提案差し上げているところです。

織物や染物ばかりではない、桐生の異なる魅力を国

内外に広めていきたいと思っております。 

もうひとつだけ関心事。「レソト王国こんにちは！」。皆

さま、レソト王国ってご存知でしょうか。アフリカ大陸の

南端、南アフリカ共和国の中に位置する、標高 1200m

級の地にある「天空の国」。大女優の宮崎美子さんが

その親善大使をお勤めされているこのレソト王国の名

誉領事館が、先月本町 5 丁目、シロキヤ書店様のビ

ル内に開設されたのです。竹内社長、名誉領事への

ご就任誠におめでとうございます。ということで早速、

東京赤坂にあるレソト大使館を訪問した際の写真がこ

ちらです。教員出身で博士号も持つ、知的でチャーミ

ングなパレサ大使は、桐生市とレソト王国との間で、通

商・観光・教育での交流を強く望んでおられました。

Tokyo2020 では陸上、テコンドー、マウンテンバイクで

計 7 名のアスリートを派遣予定でいるそうです。うーん、

何か楽しいことが、何か嬉しいことが実現できそうなワ

クワク感を覚えています。パレサ大使の想い、しっかり

と桐生市行政に届けていきたいと思っております。 

さて…。折り鶴。ボッチャ。ぶた。レソト王国。足早にい

まのわたしの関心事をお伝えさせていただきました。

いかがでしたでしょうか。まだまだ他にも多く、私の関

心事はあるのですが。本日はこのあたりとさせて頂き

たく思います。 

大切なことは、一人では無理。それを成し遂げるため

の仲間が必要なのだということを最近は特に思う日々

です。ご声援をいただけましたらありがたく思います。

こちら「Ke a Leboha!」。レソト語で「ありがとう」という意

味です。「Ke a Leboha！」ご清聴誠にありがとうござい

ました。 

 

 

「新会員卓話」 

 

   石渡 宏明君 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 改めまして、みなさんこんにちは 

亀山貴史でございます。 

群馬県議会議員を務めさせていただいております。 

 先日は、二男・三男の誕生に際しクラブから出産お

祝いを頂戴しありがとうございました。改めまして御礼

を申し上げます。家族構成は、今月 17 日に 4 回目の

結婚記念日を迎えた妻と 2 歳の長男、先日誕生した

双子の二男、三男となります。議員になる前は、東京

でサラリーマン生活をしておりました。 

大学生の時に、笹川堯先生の議員会館の事務所でア

ルバイトさせていただいていた際、事務所の秘書の方

に「今後の政治の道に進むにも、民間企業で勉強した

方が、亀山くんのためになるよ。」とのアドバイスをいた

だいたことをきっかけに就職活動をしてトヨタ部品東京

共販株式会社と言う、トヨタ系の部品卸会社に就職し

ました。トヨタ系の自動車の純正部品を、トヨタ自動車

や部品メーカーから仕入れて都内のディーラーやまち

の修理工場等に販売をする会社です。その中で、販

売企画や部品管理や配送トラックなどの物流システム

構築を担当していました。東京で暮らしていた時は、

タクシーの運転手さんになれるのでは？と思うほどに 

東京都内の道路には詳しくなったものです。 

 家の話をさせていただきますと、ご存知の方も多いと

思いますが、曽祖父は菱町が栃木県足利郡菱村だっ

た時代で昭和３４年に桐生市に越県合併した時の村

長を務めさせていただき、合併が議論されていた当時

は、賛成派・反対派と村を 2分する様な運動が起こり 

自宅の玄関に空気銃が打ち込まれたこともあったと聞

いております。合併後は、桐生市議をさせて頂いてお

りました。祖父は市議から県議、父は県議から市長を

務めさせていただきました。代々大変多くの方々にお

世話になり、地域のために何ができるのかを考え私自

身も同じ政治の道を志すようになった訳でございます。 

家族が地域のために働いてきた姿を見て育ってきたこ

ともあり良い面も、厳しい面も身近で感じて参りました。 

私自身が議員を務めさせていただくことの重みを感じ 

取り組んで参りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 ここからは、私自身もど真ん中の当事者でもあります

子育てに関して中でも、「男性の育児」と「男性の育休」

についてお話しさせていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児（子育て）をしたいと考えている男性は多いと言う

データがあります。しかし、実際は 何をしたら良いの

かわからない。休みを取ってこどもの世話をしていても、

世間の目、他人の目を意識してしまう。「今日はお休

みですか」と聞かれて気まずい思いをした。などといっ

た意見や経験談も耳にします。 

イクメン白書２０２０と言う民間企業が発表した資料が

あります。イクメン力全国ランキング ・・・ 群馬県は最

下位でした。この結果については、一喜一憂する必要

はないのかもしれませんが、正直ショックを受けました。 

評価された項目は、夫が普段からする家事や育児の

実践数や男性が取得する育児休暇の日数の他、 

妻から見た夫のイクメン度などがあります。 

このランキングで 1 位となった佐賀県の知事はコメント

の中で、自身も奥様が第 3子の出産で入院した際に、

育休を取得した経験談から、『育休期間は想定外の

出来事の連続でした。 

子育ては色々な楽しさを見つけられる貴重な体験で

す。「家事・育児はこうするもんだ」という”もんだ症候

群”から解放され、楽しさや幸せを感じて欲しいです。』

と述べられています。私も、先週まで妻の出産・里帰り

に際し、長男を連れて実家に世話になっておりました。 

妻が双子を連れて妻の実家に、私が長男を連れて私

の実家にという役割分担で過ごしました。今までは、ほ

とんど妻に任せきりだった保育園の準備や息子が起き

てから出かけるまでの身支度などを中心に育児を体

験しました。まさに想定外の出来事の連続でした。 

保育園に送ってそのまま仕事へと出かけたかった私

は、自分の身支度を整えてからこどもに朝食を食べさ

せていました。2・3 日は、うまいことこなしていましたが、

ある日、ズボンに牛乳を溢され、その翌日も、そのまた

翌日も溢され、、、失敗の連続、貴重な体験をさせて 

もらいました。今のところ、保育園の送り迎えやこども

の検診の付き添い、妻が産後検診に出かける際に 

こどもの世話をする。などからスタートしています。 

今週からは、妻の里帰りも終わり家族 5 人での生活が

スタートしました。何が起きるか予想もできませんが、

楽しく過ごしていきたいと思っております。国において

も「男性の育休」取得促進策が議論されています。 

こどもが生まれる従業員に対して企業からの育休取得

に向けた働きかけとして上司による個別面談や制度の

説明を義務付けるという内容や、こどもが生まれてから

８週間までに、２回に分けて最長で４週間分の休暇を

取れる「男性版の産休制度」の新設などが議論されて

います。 

「男性の育休」を義務化して効果はあるのか？ 

「男性の育休」は、少子化対策になり得るか？ 

「男性の育休」は、手段であって目的ではない。 

さまざまな意見や考え方があると思います。 

一律の育児休暇制度を設けるだけでは有効でないと

考えます。 

 

「新会員卓話」 

 

   亀山 貴史君 

 



 

 

 

それぞれの事情に合った制度設計が必要です。 

私の場合、議員は常勤ではなく非常勤扱いであるた

めに「いつからいつまで休みます。」といった 

育休の取り方は難しいと考えています。なので、自分

にできる役割（家事や育児）を妻と相談しながら時間

休・部分休といった形での取得を実践しています。 

幸い、妻の実家も桐生市内にあり、それぞれの両親や

周囲の方たちに支えられながら育児ができています。 

でも、実家が遠かったり、協力を頼めなかったり、孤独

感や悩みを相談できる人がいなかったりする方たちが

いらっしゃることも現実です。 

少しでも、自分にできることからはじめられる柔軟な制

度ができるよう、 

私自身も当事者として、発信していけたらとも考えてい

ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の番頭さん・一人ひとりのコンシェルジュとして 

新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活を一変さ

せました。 

昨年 4 月の緊急事態宣言による外出の自粛・感染拡

大のリスク・経済活動の縮小などで皆様に多くのストレ

スがかかりました。 

また、感染拡大に伴い国・県・市が矢継ぎ早に支援策

を打ち出したことにより「どんな支援策があるのか、ど

の様に申請したら良いのか」など誰もが大きな不安の

中にあり、そのことがストレスになっていました。 

私は、支援のためのストレスは皆様が受ける必要のな

いものであり、議員である私たちが引き受けるべきとの

方針を定め、昨年 4 月 30 日事務所に新型コロナウイ

ルス相談窓口を開設しました。 

12月末までに 2,700人を超える方に来所いただき、相

談や切実な現状を伺いました。 

今年は飲食店の時短要請に対する協力金の申請な

どで、すでに 500人を越える皆さまをサポートさせてい

ただいております。 

皆さまの命と暮らしを守り、地域を支えるために「誰ひ

とり取り残さない」との方針を立て、お一人おひとりの

心に寄り添い、声に耳を傾け、共に課題解決に取り組

んでいます。 

これからも、皆さんが安心して悩みや苦しみを打ち明

けて下さるよう、心から共感すること、仁愛の心を大切

にして活動していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

    本日の食事        ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生プリオパレス様へ感謝状贈呈 

 

4月末で営業を終了する桐生プリオパレスでの 

桐生西ロータリークラブ最後の例会に和田ガバナー

補佐と桐生3RC会長が来訪し、桐生プリオパレス様へ 

感謝状を贈りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   月門快憲会員の 

       ご逝去を悼む 

  

 

   

 

 

 

 

    2008年 4月 14日入会 

     

  心からロータリークラブを愛し、多大に貢献して 

  いただきました。心よりご冥福をお祈りします。 

 

 

 

例会休会のご案内 

 

理事会にて新型コロナウィルス感染症拡大防止の

為、5月例会を休会する事に決定いたしました。 

 

「新会員卓話」 

 

   相沢 崇文君 

 

 2021年 

  5月 2日永眠 

   (享年 64歳) 

 

 


