
 

 

R.I会長 ジェニファーE．ジョーンズ 

国際ロータリー第 2840 地区 2022-2023年度 国際ロータリーのテーマ 

SERVE TO CHANGE LIVES  

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。 

２０２２年 

会長 澤田匡宏 幹事 久保田寿栄 

 クラブ会報・情報委員会  金子勇人・飯塚荘一・坪井良廣・吉田栄佐・園田誠 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第３２０２回例会 
(１１月２８日(月)第３例会) 

１２月５日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． ゴルフコンペ表彰式 

５． 会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

 

８． 卓 話 

     「米山奨学生卓話」 

       米山奨学生 姚 丹様 

     「新会員卓話」 

       宮川 和也君 

 松本 哲也君 

       坂入 悠太君 

９． 点 鐘 

〈米山奨学生〉 姚 丹様
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11 月 26 日桐生 CCにて 

 
 

 

 

 

 

 

米山奨学金授与 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 
11 月 14 日の例会は、時間がありましたので豊臣秀吉

の逸話をお話させていただきました。つい熱が入りすぎ

てしまいまして、例会時間が 10 分ほど長くなってしまい

皆様にはご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでし

た。例会前に牛膓さんから良い話だったとお褒めのお

言葉をいただきまして一安心した次第です。 

 機会があれば会長の時間に歴史の話をさせていただ

きたいと思います。よろしくお願い致します。 

また本日は、米山奨学生の姚丹さんに卓話をお願いし

てあります。皆さん楽しみにご拝聴ください。 

報告事項と今後の予定は下記のとおりです。 

 
 《報 告》 

・11/14 職業奉仕委員会 家庭集会 

・11/15 次年度ガバナー補佐 ZOOM 会議 

 須永次年度ガバナー補佐 

・11/19～22 第 51 回ﾛ-ﾀﾘｰ研究会及び 

ｶﾞﾊﾞﾅ-ﾉﾐﾆｰ研修ｾﾐﾅｰ 

       神戸ポートピアホテル 森ガバナーノミニー 

・11/21 休会 

・11/24 桐生４RC会長幹事会 

・11/26 桐生 RC ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 桐生 CC 18 名参加 

・11/27RLI PartⅢ 中山副幹事、 

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 松島君、森君 

 

ようこそビジター 

優 勝 中山 賀司君 

準優勝 亀山 貴史君 

３ 位 宮川 和也君 

  

米山奨学生 

姚 丹 様 



 

 

 《予 定》 

・例会終了後、創立７０周年特別委員会 家庭集会 

・12/3 女性フォーラム ホテルメトロポリタン高崎 

            青木さん、Randolph 留利子さん 

米山面接官オリエンテーション 森ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ 

     米山学友会忘年会 

           森ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ、青木ｶｳﾝｾﾗｰ、姚丹様 

コロナの新規感染者が増加しています。今後の予定

も延期、中止等の変更があるかもしれませんが安心

安全第一のクラブ運営を心掛けておりますのでご理

解、ご協力をお願い致します。 

 

幹事報告 

・ガバナー事務所より、メルボルン国際大会のご案内と 

日本人親善朝食会開催のご案内が届いております。 

・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。 

  

地区大会表彰 
 

 2021-2022 年度 

 会員増強優秀クラブ 

 第 2 位 

   

2021-2022 年度 

   会長 本田雄一郎君 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和４年１１月２８日) 

総員６９名：出席５０名 

令和４年１０月２４日例会修正出席率：６９％ 

 

ニコニコボックス 

澤田匡宏君…11/28 本日は６５歳の誕生日です。高齢

者の仲間入りをしました。先輩の皆様よろしくお願い致

します／澤田匡宏君…ゴルフコンペ参加の皆様お疲れ

様でした。ゴルフ部の皆様のお蔭で楽しいコンペをなり

ました。ありがとうございました／北川洋君…坪井住職

にコーヒーご馳走様です／中山賀司君…ゴルフコンペ

で優勝させて頂きました／亀山貴史君…ゴルフコンペ

で準優勝ありがとうございました／宮川和也君、松本哲

也君、坂入悠太君…卓話させて頂きます／横山嘉孝君

…結婚祝／本田雄一郎君…誕生祝／大島千賀子さん

…出席１００％。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

姚丹のことを紹介します。よろしくお願い致します。 

基本情報 

名前  姚 丹 （YAO DAN  ヨウ タン） 

名前の苗字： 姚  （女性の女+兆）  

名前の名：   丹 （中国語中で赤の意味）  

両親は私の未来が赤くなることを望んでいます 

出身  遼寧省 撫順市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経歴   2017.10  ～ 2018.3    

      中国から群馬大学の研究生になる 

      2018.4  ～ 2019.3   

      4 月に受験して大学院生になる 

      2019.4  ～ 2020.10 

      2019 年 3 月に群馬大学を卒業後、 

中国上海のキーエンスに勤務 

      2020.4～今年 4 月の群馬大学博士課程の学生 

研究テーマ   ＤＡ変換器の線形性向上  

趣味   

 

中華料理を作る 

麻雀 

 

 

 

子供の頃から好きなアニメ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「米山奨学生卓話」 

 

  姚 丹 様 

趣味



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。私は去年 11 月位に入会させていた

だいた、株式会社 K&K築炉 代表取締役を務めさせて

いただいてる宮川和也と申します。このような場を設け

ていただきありがとうございます。私は、1983 年 10 月 4

日生まれ満 39 歳です。桐生に生まれ桐生育ちの桐生

をこよなく愛する人間でございます。現在の仕事といい

ますと、築炉という仕事を営んでおりまして、溶解炉、熱

処理炉、焼却炉、火葬炉などといった設備の設計施工・

メンテナンスを中心とさせて日々精進させていただいて

おります。聞きなれない職種ですが、日本の物づくりの

下支えをしているお仕事でございまして、誇りをもってお

仕事させていただいております。今回はご縁がありまし

て、伝統ある桐生 RC に入会させていただき誠に嬉しく

思っております。最初のころは凄く緊張して例会に参加

していたのですが、先輩たちが皆暖かく迎え入れてくれ

て、行けばみんなが声をかけてくれたり、話しかけてくれ

たりと、今は例会に参加するのが楽しみであります。また

各会員様のご用意してくださる料理が美味しくて、それ

も楽しみの一つになりました。 

まだまだ若輩者ではありますが、できる限り活動に参加

させていただき、早く真のロータリアンを目指していきた

いと思っておりますので、これからもご指導ご鞭撻の程

宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.はじめに 

・今年 4 月にロータリークラブに入会し、多くの方に出会

いお話を伺う中で、桐生の歴史、文化などたくさんの事

を教えていただいた。大変感謝している。 

・そんな中で、私自身が桐生の地で強く感じた事を 2 点

お話したい。 

2.強く感じた事 ① 

(1)商品・サービスのレベルの高さ 

・銀行に入って 28 年、神奈川、東京の企業とお付き合 

いしてきたが、群馬、特に桐生の企業の商品・サービ 

スの水準はとても高い。 

・繊維産業に端を発する「ものづくり文化」に由来してい 

るのかもしれないが、製造業に限らず、卸売り・小売り 

など非製造業についてもとても優れたサービスを提 

供している。 

・1 年前、桐生市内の金型メーカーを神奈川県の大手 

企業に紹介したことがある。 

・神奈川県の大手企業は金型メーカーの製品のレベル 

の高さに驚き、同業他社に比べて値段は高かったも 

のの、すぐに取引がはじまった。 

・取引が始まって 1 年が経過した頃、金型メーカーにヒ 

アリングしたところ、大手企業との取引は順調に増加 

し、今では主要販売先の 1 社となっている。 

・最初は、紹介した金型メーカーに特別な「強み」がある 

と考えていた。ただ、その後に、別の企業を 2社、3社 

と神奈川県内の企業に紹介しても、やはり金型メーカ 

ーと同じように高い評価を受けた。このため、群馬、桐 

生の企業に共通する特徴、強みがあると感じるように 

なった。 

(2)群馬・桐生の企業の特徴、強み 

・決して手間を惜しまず、精度が高く、付加価値のある 

商品・サービスを提供している。 

・商品・サービスが「本物」なので、多少値段が高くても、 

また、世の中、環境が変化しても、 

 必要とされる商品・サービスが多いと感じる。 

(3)課題 

・これだけ付加価値の高い「本物」の商品・サービスが、 

東京や神奈川で十分に認知されていない。 

 群馬、桐生の企業にとっても神奈川の企業にとっても 

もったいない機会損失。 

(4)足元では 

・月に 1～2 回、群馬、桐生の企業を東京、神奈川へご 

案内して、直接、引き合わせしている。 

・ただ、個人としてできる事が限られるため、何とか組織 

として「仕組み」を作り継続できないかと考えている。 

3.強く感じた事 ② 

(1)地元を大切にする気持ち、地元に対する関心の高さ 

・神奈川で生まれ育った自分にとって、桐生のように、 

生活している方々が地域の歴史や伝統、 

 「新会員卓話」 

 

  宮川 和也君 

 「新会員卓話」 

 

  松本 哲也君 



 

 そして桐生の将来を自分事として捉える地域はとても 

新鮮だった。 

・金融業界の目線で見ると、例えば、クラウドファンディ 

ングへの取り組みにも、桐生の地域愛を感じとること 

ができる。 

(2)桐生のクラウドファンディング 

・桐生では、地域に根差した IT企業、CICAC様が桐生 

タイムス様とコラボレーションし「ファンディング桐生」 

を運営している。 

・全国には「地域特化型」を名乗るクラウドファンディング 

は数多くある。ただ、そのほとんどは、首都圏に本社 

がある大手企業がシステムを提供し、行政などが旗を 

振っているケースが多い。 

・実績は、全国でもバラツキがあるが、うまくいっている 

地域はあまり耳にしないのが現状。 

・一方で、ファンディング桐生は、多くのプロジェクトで目 

標金額を達成している。全国でも数少ない成功モデ 

ルと言える。 

・成功の要因はいろいろあるが、最大の要因は、地域の 

方が地元の課題を、自分ごととして関心を持っている。 

・また、桐生がほかの地域と違うのは、桐生タイムス様と 

いう強力なメディアをクラウドファンディングの当事者 

に招き入れている。 

・これによって、地元に山積している課題を広く地域の 

方に知ってもらい、その課題をみんなで共有すること

に成功している。 

・全国のクラウドファンディングを調べてみたが、これだ

けしっかりメディアとコラボレーションしている地域は

なく、大きな差別化につながっている。 

4.最後に 

・最後になるが、これまで申し上げたとおり、この桐生に

は、優れた商品・サービス、そして地元を大切にする

歴史、文化が根づいている。 

・これらを神奈川、横浜に広めるのが、当行のミッション、

存在意義と考えている。 

・先日、須永さんからお声かけいただいた。「横浜銀行

は桐生と神奈川をつなげる唯一無二の存在である」と。

大変うれしかった。ぜひこの取り組みを継続していき

たい。 

・神奈川、横浜に関する情報が必要な時はぜひお声か

けください。 

・遊びの話も大歓迎。中華街に行きたい、箱根の温泉

にとまりたいなど何でもご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 美喜仁 坂入 悠太と申します。 

この度は貴重なお時間いただいまして、自己紹介とお

店のご案内をさせていただければと思っております。ど

うぞ宜しくお願い致します。 

私は桐生生まれの桐生育ちで今年 39 歳になります。 

3 人兄弟の次男として生まれました。兄と妹がおります。 

兄は夫婦で漫画家をしております。兄が書いている本

が単行本で発売されまして「プロレス保健室」という漫画

を出させていただいております。 

兄の嫁が書いている本が「ごほうびご飯」という漫画を描

いております。 

深夜帯ですが実写化されテレビドラマにもさせていただ

きました。 

是非、皆様 機会がありましたらご覧になってください。 

妹はずっとファッション関係の仕事をしていて、今は須

裁織物さんで「チャーム」というファッションブランドをや

っております。 

昨年、太田のぼたん寺（大慶寺）の住職と結婚させてい

ただきお寺の奥様になりました。 

私は学生の頃は、サッカー部、格闘技、麻雀というごく

一般的な学生でした。 

大学卒業と同時に入社し、今に至ります。 

直近の話ですと、人手不足産業・不人気産業でして非

常に苦戦しております。 

人材戦略としてスリランカ人を活用しだしております。 

スリランカがデフォルテして通常出ない料理人の人材が

出だしております。 

言葉の壁はありますが、みんな一生懸命頑張っていた

だいております。 

今度の桐生ロータリーの優良従業員表彰で出させてい

ただきたいと思っております。 

また、パートさんの求人費をかけても中々人が集まらな

いため新たにタイミーという仕組みを活用しだしておりま

す。 

スポットで人手が足らない時に実績で活用してほぼ人が

集まっております。1年位前に導入しようとしたときには、

人が集まらないと聞きまして辞めたのですが、今では登

録者数 300 万人を越えて過疎地でもマッチング率 90％ 

ゲーム感覚で働く人が増えているそうです。このコロナ

禍で働く方の在り方も急激に変わってきているように感

じております。 

コロナと本当に相性が悪いビジネスモデルでの店舗展

開をしてしまっており、また、戦争や円安などにより原材

料の高騰など、直近、非常に厳しい状況でございます

が、何とか存続できるよう決意を新たに一から改善して

いるところでございます。 

私達飲食事業は本日ご出席の皆様はじめ地域の方々

に生かされていると日々強く感じております。何とか事

業を存続することで、地域の皆様に少しでも貢献できれ

ばと考えております。 

貴重な時間ご清聴ありがとうごした。 

                                 

     本日の食事        ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

         

   友 奴 カツカレー 

 「新会員卓話」 

 

  坂入 悠太君 


