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食
事
１．点
鐘
２．国歌斉唱
３．四つのテストソング
４．来訪者紹介
５．米山奨学金贈呈
◆ビジター
桐生市長
米山奨学生
◆米山奨学金贈呈

６．会長報告
７．幹事報告
８．委員会報告
９．卓
話
桐生市長 亀山豊文様
１０．点
鐘
１１．ロータリーソング 例会終了後定例理事会開催

亀山 豊文様
レ ミン チー君

米山奨学生
レ ミン チー君
１０ 月 分 の 米 山 奨 学 金 を
贈呈しました。
◆会長報告
向田会長
１．本日は公務ご多忙の中、亀山市長様に卓話にお越
し頂きました。桐生市の状況やみどり市との合併に
ついて等、お話し頂くことになっております。
２． ２８ 日の日曜日に地区大会記念ゴルフ大会に当クラ
ブから １５ 名参加致しました。その結果報告をこの後
の委員会報告の中でゴルフ部より発表して頂きます。
３． １ 日 (水 )にグローバル補助金活用推進会が伊勢崎プ
リオパレスで開催され、下井田地区補助金委員長と
家住グローバル補助金委員が出席されました。
４．元会員 故田口喜志夫様の奥様が、会葬のお礼にお
越しになり 、皆様に宜しくお伝え下さいとの事です。
◆幹事報告
横塚幹事
◇ロータリーの友 １０月号、ガバナー公式訪問記念写真、
手足の不自由な子供達を守り育む運動クリアファイル、
以上のものを配布致しました
◇ガバナー月信１０月号が配信されました 。（各テーブルに配布）
◇ 武井善作会員よりニューモラルNo.５４２を１５部頂きました。
◇本日例会終了後1Ｆで理事会を行います。
◇ 竹内正幸ガバナーより公式訪問のお礼状を頂戴しました。
◇生方ガバナーエレクト事務所開設のご案内が届いています。
◇例会変更のお知らせ
前橋西ＲＣ 10/17 前橋東ＲＣ 10/9､10/16､10/30 他４ＲＣ
◇クラブ会報が到着しています
桐生ＲＣ 9/29
桐生南ＲＣ 9/10､9/17
◆食事メニュー
１２７７キロカロリー
チキンのトマト煮、鰈と春菊の蒸し物、香の物、
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白飯、きのこのサラダ、ぶどうゼリー
◆委員会報告
□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 ３ 名出席の為 ６ 名を除く）
出席率対象者 ５５名、
出席率対象者出席人数 ４２名
欠席者１３名(内前メイク６名)
出席率 ８７．２７％
前々例会修正出席率 １００％
（最終欠席者０名）
□拠金委員会
◇ニコニコＢＯＸ
早川拠金委員
亀山桐生市長様、卓話ありがとうございます
向田君､中野君､七五三木君､石川君､栗原 (幸)君､
横塚君､霜村君､福島君､斎藤君､岡田君､髙森君､
田中君､正田君､近藤君､青山君､坪井君､家住君
亀山市長さん､これからも桐生市政よろしくお願いし
ます
阿左美君
ファイト亀山市長
須田君
地区大会ゴルフコンペに参加して
金子君
結婚記念日 ３８ 周年です
塚本君
チー君ご両親の歓迎会ではお世話になりました｡会長
幹事､乾副幹事､小林カウンセラー夫妻､七五三木米山
担当の皆さんありがとうございました
津久井君
朝 ４ 時頃には起きられるようになり､ゆっくりお茶や
コーヒーをいただきます
舩戸君
◇ロータリー財団
今泉拠金委員
亀山桐生市長様をお迎えして
向田君､中野君､七五三木君､横塚君､福島君､
岡田君､田中君､正田君､青山君､乾君､塚本君
ファイト亀山市長
須田君
昨日自閉症者支援の講演会 ５００人を超える参加者で無
事終了しました
髙森君
昨日中央ＲＣ主催の服巻智子先生の講演会に参加しました｡
とても良かったです｡髙森さん有難うございました 舩戸君
◇米山ＢＯＸ
七五三木米山奨学担当
亀山桐生市長様の卓話を楽しみにしています
向田君､中野君､横塚君､福島君､前原君､舩戸君､
岡田君､田中君､正田君､青山君､乾君､塚本君
ファイト亀山市長
須田君

桐生西ロータリークラブ
福島さん大変お世話になりました
髙森君
米山月間に因んで
金子君
今月は米山月間です｡醵金よろしくお願いします｡年
間の １ 人当たり目標額は １６，０００ 円です 七五三木君
昨年度の５ＲＣ会長幹事会楽しかったです 阿左美君
□広報活動委員会
◇クラブ会報･雑誌
鳥嶋ｸﾗﾌﾞ会報･雑誌担当
ロータリーの友 １０ 月号を紹介致します。
１０ 月は職業奉仕と米山月間ですので、 １７～１９ 頁に
板橋氏と小沢氏の新旧理事長の座談会が載っていま
す。また縦組のロータリーアットワーク ２２頁に、フ
ィリピン･レイテ島の復興支援事業が紹介されていま
す。現地の自転車タクシー協会に自転車を寄贈し、
その活用方法がユニークです。その他も大変読み易
くなっておりますので、是非お読み下さい。

卓

地区大会記念チャリティゴルフ大会に参加
ＲＩＤ２８４０地区大会記念チャリティゴルフ大会が、９
月２８日(日)、鳳凰ゴルフ倶楽部で開催されました。地
区内３３クラブ、２８８名のロータリアンが参加して、団
体戦と個人戦を競いました。ホストクラブは太田中央
ＲＣさんでした。
当クラブから １５ 名（金
子･中野･江原･花房･羽鳥･
阿左美･天沼･下井田･近藤
･津久井･向田･松原･髙森･
今泉･野村各会員）が参加
しました。団体戦は各ク
ラブのネット上位３名の
成績で競い、当クラブ(下
井田･津久井･中野各会員) 賞品はゴルフ部に寄付されました
が４位に入賞し、個人戦でも好成績を修めました。
１０月３日の例会で結果発表と表彰式を行いました。

話
桐生市長

亀 山 豊 文 様

「桐生市と
合併問題について」
平成 １７ 年の市町村合併から
１０ 年目を迎えますが、桐生市もみどり市も不自然な飛
び石の状況になっており、この儘ではこの地域の発展
は望めないのではないか、そして将来的に持続可能な
まちになるのだろうかと危惧しております。その解決
の為、みどり市にアプローチしておりますが、色々な
課題やわだかまりがあって、未だ返事が貰えない状況
です。国の方でも中枢都市構想というものがあり、あ
る一定規模のまちに集めるという方針が出ています。
前橋・高崎・太田・伊勢崎は日本中枢都市構想の要件
を満たしています。今の新中核都市は人口 ２０万人以上
です。桐生市とみどり市の人口を併せても ２０万人に足
りませんが、太田や伊勢崎に引っ張られるよりも、昔
の広域圏を残したかたちにして行きたいと思っていま
す。学校区や学校の統廃合等にも、不自然な合併によ
り弊害が生じていて、両市が一つになれば、公共施設
や公共交通のサービスが充実して利便性は高まります 。
桐生市は借金が多いから、という事を耳にします。
本日用意致しました ２６ 年度歳入歳出予算をみて頂けば
お判りの様に、人件費を年々削減して行政サービスを
充実して、ローンも大分減っており、桐生市の財政は
健全な状況になっております。また桐生市は市街地に
於いては既に下水道整備は １００ ％整っており、今後基
盤整備にお金を掛けなくて済みます。
また、桐生市は人口減少問題がクローズアップされ
ていますが、みどり市も安心は出来ませんし、将来的
には一緒に考えなくてはならない問題です。私は子育
て日本一と掲げて取り組んで参りましたので、一つの
歯止め策にはなっていると思いますし、住宅取得応援
事業も評価を頂いております。
高校再編問題もあります。これも両市が一緒に取り
組んで、子供達の教育の環境を整えていく必要があり
ます。また、過疎地対策も同様です。
以上の様に 、何とか合併をしたいと思っております 。
２０ 日には、みどり市議会に出向いて意向をお話をして
参りました。自分を守るのでなく、将来この地域がど
うあるべきかを、市民の皆さんに見える形で議論して
行く必要があると思います。
桐生西ＲＣの皆様にも是非ご理解頂きます様、お願
い致します。
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米山奨学生･チー君のご両親の来日に寄せて
米山奨学生チー君のご両親がベトナム
から来日し、約２週間滞在されました。
それで、カウンセラーの小林惠司会
員が中心になって２４日(水)に栃木・日
光観光にお連れし、また２６日(金)には、
桐生西ローターアクトの例会を兼て日本
料理「うおせん」で歓迎会を行いました。
歓迎会では、津久井ＲＡ担当が腕によ
りをかけて生粋の日本料理を振る舞い、
向田会長がこけしのお土産を、そして
小林カウンセラー夫人の真由美さんが、
浴衣一式をプレゼントし、大変喜んで
頂きました。

理 事 会 報 告 １０月３日
１．地区補助金事業内容再確認。
２．新会員候補者推薦書受理。
３．栃尾ＲＣ受入れは奉仕プロジェクト委員会に一任する。
４．国際奉仕事業をタイ･チェンマイ･ティンタインガムＲＣと
共同で行う旨調整する。
《 次 例 会 予告》
１０月１６日(木) 桐生５ＲＣ合同夜間例会
点鐘 ＰＭ６:３０、 会場 桐生プリオパレス

