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１．点
鐘
２．ロータリーソング
３．来訪者紹介
４．新会員入会式
５．会長報告
６．幹事報告
◆ビジター
群馬県立大間々高等学校
◆新会員入会式

７．食
事
８．委員会報告
９．卓
話
大間々高校 学校長 吉川浩司様
１０．点
鐘
１１．ロータリーソング

学校長

吉川浩司様

前田幸裕君
日本生命保険
相互会社
群馬代理店営業部
営業部長
職業分類：生命保険
推薦者：向田靖君
向田 靖 君より前田幸裕君の紹介：
前田さんは本年 ４６ 才で 、お生まれは大阪市です 。
筑波大学付属駒場高校卒業後、早稲田大学商学部
に進まれ、日本生命に入社されました。現在は、
勤務地もお住まいも前橋市で独身です。よく仕事
で桐生に来られるので、当クラブの入会をお勧め
しました。今後とも宜しくお願い致します。
前田幸裕君のご挨拶：
日々営業職員がお世話になっているお客様もい
らっしゃるかと思いますが、其処とは違うセクシ
ョンで 、税理士の先生やプロの代理店さんと共に、
お客様の色々な問題解決をしようというセクショ
ンの営業部長をしております。担当エリアは群馬
県全域です。こちらに赴任して１年半程ですが、
何故か桐生に愛着を感じ、或いは向田会長の存在
なのか 、この度入会させて頂くことになりました。
何もわかりませんが、たくさん勉強させて頂きま
すので、宜しくお願い致します。
向田 靖 会長の歓迎のご挨拶：
前田さんには税理士会等を通じて色々お世話に
なっております。どうかこの雰囲気に一日も早く
慣れてご活躍頂きたいと思います。ご入会誠にお
めでとうございます。
◆会長報告
向田会長
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１．先週の竹内ガバナー公式訪問では、会員皆様にご
協力頂き無事終了致しました 。お礼を申し上げます 。
２．本日入会されました前田幸裕君の会務分担は、先
般の理事会でクラブ運営委員会と決定しております 。
３．今晩、桐生西ローターアクトの例会を兼て、米山
奨学生チー君のご両親の歓迎会をうおせんで行います。
ＲＡとクラブの関係者を併せて １６名が参加します。
４． ２８ 日 (日 )に鳳凰ゴルフ倶楽部で地区大会チャリテ
ィゴルフ大会が開催されます。地区内メンバー ３００
名程が参加し、団体戦と個人戦で競います。当クラ
ブから １６名が参加致します。
◆幹事報告
横塚幹事
◇次例会は、亀山豊文桐生市長様の卓話でＢ方式で行
います。正午から昼食、点鐘は １２時３０分です。
◇１０月のロータリーレートは１ドル１０６円に変更になります。
◇下記のものが届いております。
・ロータリー米山記念奨学会より
豆辞典(全会員数)、クラブ米山委員長の手引き、
寄付マニュアル、２０１３年度事業報告書、統計･資料編、
２０１３年度決算報告書、追加資料申込書
・２０１３-１４年度地区資金会計報告書
・バギオ基金第 ３６回バギオ訪問交流の旅のご案内
・つつじケ丘小林幸子チャリティコンサートのお礼状
◇例会変更のお知らせ
桐生赤城ＲＣ 10/14 太田西ＲＣ 10/15､10/22 富岡ＲＣ 10/22
桐生ＲＣ 10/13(休)､10/27
太田ＲＣ 10/23､10/30(休)
前橋中央ＲＣ 10/22(休)､10/29 前橋北ＲＣ 10/13(休)､10/20
伊勢崎南ＲＣ 10/21､10/28(休) 富岡かぶらＲＣ 10/7、10/14
◇クラブ会報が到着しています
桐生ＲＣ 9/22
桐生中央ＲＣ 9/18
◆食事メニュー
１３９０キロカロリー
イカと胡瓜のポン酢風味､茄子と豆腐の揚げ出し､香の物､白飯､
豚肉の生姜焼き､いんげんと油揚げの味噌汁､ライチゼリー
◆委員会報告
□奉仕プロジェクト委員会
霜村委員長
本日、卓話に大間々高校の吉川校長先生をお招き
しておりますし、新会員さんも増えましたので、昼

桐生西ロータリークラブ
食時に、以前群馬テレビに当時の地区インターアク
ト委員長の薊さん(桐生南ＲＣ)が出演され、大変わ
かり易く ＩＡ を紹介している ＤＶＤ がありますので、
放映させて頂きます。是非ご覧下さい。
◇国際奉仕･友情交換
下井田理事
姉妹 ク ラブ の フ
ィリピン･マンダ
ル オン Ｒ Ｃに 依 頼
さ れて 、 公立 の 高
校 “ＭＰＮＧＡ” に調
理 師育 成 コー ス を
新 設す る プロ ジ ェ
ク トを 支 援す る 事
に なり 、 その 現 地
視察に９月１３日(土)
に行って参りましたので 、
ご報告致します。
必要な機材等はグロー
バ ル 補 助 金 ( 33,000 ド ル )
が既に承認済であり、予定
していた教室改装資金が
足らなくなり、当クラブ
が納涼会の募金と会員有志等で １，５００ ドル支援しま
した。まだ工事中で、今月末の完成を予定しています。
□クラブ運営委員会
◇出席報告
栗原(幸)出席担当
総数 ６１ 名（免除者 ９ 名の内 ５ 名出席の為 ４ 名を除く）
出席率対象者 ５７ 名、
出席率対象者出席人数 ４２ 名
欠席者１５名(内前メイク ７名)
出席率 ８５．９６％
前々例会修正出席率９０．７４％
（最終欠席者５名）
□拠金委員会
◇ニコニコＢＯＸ
舩戸ニコニコＢＯＸ担当
吉川校長先生、卓話ありがとうございます
乾君､七五三木君､霜村君､花房君､
栗原 (幸) 君､小林 (聡)君､近藤君､江原君
前田さん、入会おめでとうございます
向田君､阿左美君､正田君､齋藤 (学)君､園田君
阿左美さん､楽しい旅をありがとうございました 髙森君
桐生市民になって一年半になりました
阿部君
鳳仙寺 ３世永平寺２０世の４００回忌法要で永平寺に行き
ました
坪井君
リサイクル募金ご協力ありがとうございます 舩戸君
９月１２日の例会の落し物(５千円札)をニコニコに入れます
◇ロータリー財団
早川拠金委員
吉川校長先生、卓話ありがとうございます
下井田君､前原君､七五三木君､舩戸君､小林 (聡)君
校長先生のお話を聞くのは何十年振りでしょう 阿部君
前田さん、入会おめでとうございます
花房君､阿左美君､正田君､横塚君､園田君
ガバナー公式訪問時会員皆様には大変お世話になり
ました
向田君
スピード違反でつかまりました
髙森君
永平寺 ２０ 世の ４００ 回忌法要に参加しました 坪井君
２８ 日地区ゴルフ大会です｡集合は６時半です 江原君
◇米山ＢＯＸ
七五三木米山奨学担当
吉川校長先生、卓話ありがとうございます
向田君､横塚君､小林 (聡)君
前田さん、入会おめでとうございます
正田君､園田君､髙森君､近藤君
永平寺で鳳仙寺の兄が導師をしました
坪井君
４ 月の血糖値 １７０ が １１７ にヘモグロビン ８.０ が ６.８ に下
がりました
舩戸君
《 次 例 会 予告》
１０月１０日(金) 新会員卓話
青山 豊君
１０月の出席100％表彰、誕生･結婚祝い
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卓

話
群馬県立大間々高等学校
学校長

吉 川 浩 司 様

「大間々高校とＩＡＣ」
前半は本校の説明を、後半にインターアクト活動に
ついてご報告させて頂きます。
本校は明治 ３３ 年に設立されたみどり市唯一の県立高
校で、桐生市とみどり市を併せても一番古い高校です 。
昭和 ２３ 年に今の校名になり、大きな変革は平成 １０年に
県内初の全日制の単位制の高校になりました 。「個性を
伸ばし夢を叶える」これが本校の合言葉です。その合
言葉を元に創立 １１４ 年の歴史を数えております。
教育目標は 、1.向学心の高揚 、2.社会連帯精神の育成 、
3.健康な心身の錬成、 4.楽しい学校生活の創造、です。
そして 、今年度私が着任して大きな柱を挙げました 。
第１番目に「学習指導 」。これは私の基本です。日々の
授業を大事にしない人間は決して成長しないと考えて
おります。授業はタイムスタート、社会に出て時間を
守れない人間は信用されないのは当然の事で、生徒に
時間を守る大切さを習得させております。そして内発
的学習意欲の醸成もあげています。２学期のキーワー
ドはずばり「考える」です。
２番目に「生活指導 」、基本的生活習慣の徹底です。
規範意識、挨拶、服装、言葉使い、これらをしっかり
身に着けさせて世の中に送り出そうと思っています。
３番目の「進路指導」ですが、 ６４％が進学、 ３６％が
就職です。 ７ 月 ８日に貴クラブ会員の青山豊様に進路支
援講話を、また ８ 月 ２６～２８ 日には模擬面接に６名の会
員皆様にご協力頂きました。実践に即したアドバイス
や時には厳しいご指導を頂き感謝しております。また
他校の校長先生からも好評を頂いております。
４番目は「部活動の活性化」です。様々な運動部が
あります。男子が少なく女子高化しておりますが、数
が少ない中でも一生懸命活動しております。どちらか
というと文化部の方が盛んに行われております。部活
動通じて、達成感や帰属感、頑張ったという精神的な
柱を植え付けて 、生涯の友を持って欲しいと思います 。
陸上部や将棋部は関東大会に駒を進めております。
５番目は「地域との関わり」です。地域に開かれた
学校づくり－信頼から応援へ－ということで、まさし
く大間々高校は地域密着型ですので、地域との連携は
欠かせません。その最たるものが桐生西ＲＣとの関わ
りがあげられます。
それではインターアクト活動を紹介させて頂きます 。
現在、男子 ７ 名、女子 ３７ 名、合計 ４４ 名の大所帯になり
ました。 ３ 年生が中心になって校内外の活動に励んで
います。明るく真面目な良い生徒が揃っています。 ５
月 ２５ 日に、情緒障害児短期治療施設「青い鳥ぐんま」
のフットサル大会に参加し、同月 ３１ 日には土曜日に拘
わらずたくさんの生徒が大間々町のクリーン大作戦に
参加しました。 ６ 月 １９ 日には環境保全活動として、渡
良瀬養護学校と一緒に鹿田山にさつまいもの苗を植え
ました。その他、プランターの寄贈や希望の家の療育
キャンプに参加する等、数々のボランティア活動を行
っています。
今年度初めて、みどり市から本校に通っている生徒
が桐生市を抜いて一番多くなりました。地域から愛さ
れている証なのかと我々は大変励みにしております。
今後とも、大間々高校を宜しくお願い致します。

