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１．点
鐘
２．ロータリーソング
３．来訪者紹介
４． マイトリー学園大間々南幼稚園へ書籍購入資金贈呈
５． マイトリー学園大間々南幼稚園理事長･園長ご挨拶
６．会長報告

７．幹事報告
８．食
事
９．委員会報告
１０．卓
話

みどり長 石原条様
『桐生市との合併問題を中心にして』

１１．点

◆ビジター
みどり市長
石原 条 様
マイトリー学園大間々南幼稚園 理事長 横塚榮三郎様
〃
園 長 松島 博 様
桐生ＲＣ
前原 勝 君
◆ マイトリー学園大間々南幼稚園へ書籍購入資金贈呈
２００２ 年 １０ 月
矢野ガバナー年度
地区大会の記念に
園内に設立した
『ロータリー文庫』
に書籍補充の為
書籍購入資金を
贈呈しました。
◆ マイトリー学園大間々南幼稚園
理事長 横塚榮三郎様よりご挨拶
昨 年 の ６ 月 １４ 日に 、当 時 の会 長
の阿左美様と副会長の根本様にご
来園頂き、多額の書籍購入資金を
お贈り頂きました。また、本日もご
支援頂きまして、重ねてお礼を申し上
げます。本来でしたらもっと早い内にお礼にお伺いす
べきでしたが、最近やっと本が揃い、園児の元に行
きわたりましたので、ご報告を兼て御礼に参りました。
当園は創立 ３６ 年目を迎え、立派な卒園生が広範囲
に活躍されており、現在も少子化の中にあって園児
数を確保しております。それは、子供達へ夢と希望
を与えようという目標のもと、園長先生はじめ素晴
らしい先生方のご指導により、ご父兄から感動を与
えて頂いていると賞賛の声があがる程です。皆様の
周りで入園対象の方がいらっしゃいましたら、是非
ご入園を勧めて頂きたいと思います。
《 次 例 会 予告》
２月１３日(金) ロータリー情報、 新会員卓話 園田誠司君
２月の出席100％表彰、誕生･結婚祝い
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鐘

◆ マイトリー学園大間々南幼稚園
園長 松島 博様よりご報告
桐生西ＲＣ様には １２年 前、当園
にロータリー文庫を設立して頂き、
昨年は書籍補充の為に多額の資金を
贈呈して頂き、また本日もご寄付頂
きまして、大変有難く思っております。
折しも 、群馬県教育委員会で ２０１５年度から ５ 年間 、
読書推進計画が策定されました。幼児期に本に触れ
たり、読み聞かせは大変重要なことであります。
頂いたご寄付は、先生方が十分に選定して ５０ 冊余
り購入し、図書コーナーに設置するだけでなく、子
ども達が直接手に触れられるよう各教室に配置して
あります。このことは、保護者や理事の方にもお知
らせしましたが、この他に『園だより』を通じて周
知致しました。以上ご報告とさせて頂きます。
◆会長報告
向田会長
１．先週の理事会報告をさせて頂きます。
① 残念なお知らせですが、石川忠正君が昨年末を以
って退会されることが決定しました。
② 忘年家族会で皆様に募金して頂きました額が49,400
円。同じく忘年家族会抽選会での売上金が 61,642
円でした 。その使途について協議しましたところ 、
只今進めておりますタイ･ティンタインガムＲＣと
のグローバル補助金の一部に充当することに致し
ました。このプロジェクトは、チェンマイの山岳
部族が暮らす村に上水道を設備する事業で、総額
56,000 ドルです。その内当クラブが 2,000＄拠出し
2840 地区にも ＤＤＦ10,000＄ を申請する予定です。
③ ＩＭの第 １ 分科会のシニアメンバー講師に金子福
松君、第 ２ 分科会の奉仕活動報告を家住慧路君に
お願いする事になりました。
④ ３ 月 ２０ 日 (金 )に、桐生赤城ロータリークラブと合
同でロータリーデーを行うことになりました。内
容につきましては、髙森会員にご紹介頂きました
小児発達学で著名な和久田学先生をお招きして、
講演会「いじめ予防について」を、県内の一般の方
を対象に開催いたします。また、その日は当クラ
ブの第 ２１００ 回例会であり、桐生西ローターアクト

桐生西ロータリークラブ
クラブの創立 ２５ 周年にもあたりますので、その記
念事業にも位置づけています。詳細は本日配布し
ました講演会チラシをご覧下さい。また、興味の
ありそうな方にもご案内頂きたいと思います。
講演会終了後は、桐生赤城ロータリークラブと
合同夜間例会を行います。今回は当クラブがホス
トを務めますので、奮ってご参加頂きたいと思い
ます。
近日中に出欠席のご案内をお送りする予定です。
◆幹事報告
横塚幹事
◇昨年度の寄付金の領収証が未だ一部届いておりませ
んので、次例会で該当者にお渡しする予定です。
◇忘年家族会決算報告書とロータリーデーチラシを配
布致しました。
◇マイトリー学園大間々南幼稚園様より書籍購入報告
書を頂戴しました。（各テーブルに配布）
◇２月のロータリーレートは現行同様１ドル１１８円です。
◇生方Ｇエレクトから国際協議会の絵葉書が届いています。
◇㈱クマヒラ､㈱熊平製作所より『抜萃のつゞりその七
十四』を全会員にお贈り頂きました。
◇例会変更のお知らせ
桐生ＲＣ 2/23
太田ＲＣ 2/12
藤岡北ＲＣ 2/3
伊勢崎南ＲＣ 2/24
◇クラブ会報が到着しています
桐生ＲＣ 1/26
桐生中央ＲＣ 1/22
桐生南ＲＣ 1/14､1/21
桐生赤城ＲＣ 1/20
◆食事メニュー
１３２０キロカロリー
花野菜の玉子あんかけ､ビーツのサラダ､厚揚げとキャベツのスープ､
鶏の唐揚げ塩葱ソース､白飯､香の物､オレンジ風味のババロア
◆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 ６５名 （免除者 ９ 名の内 １ 名出席の為 ８ 名を除く）
出席率対象者 ５７ 名、
出席率対象者出席人数 ４４ 名
欠席者１３名(内前メイク０名)
出席率７７．１９％
前々例会修正出席率８８．８９％
（最終欠席者７名）
□拠金委員会
◇ニコニコＢＯＸ
井本拠金委員
みどり市長石原条様､卓話ありがとうございます
向田君､横塚君､福島君､前原君､青山君､阿左美君､
七五三木君､乾君､花房君､鳥嶋君､霜村君､田中君､
栗原 (幸) 君､髙森君､野田君､小林 (聡) 君
天満宮前原さん､ようこそいらっしゃいました 花房君
野村会員､すばらしい新会員卓話ありがとうございま
した
佐々木さん
先日は拙い卓話を聴いて下さってありがとうござい
ました
野村君
雪が降りましたね
前田君
◇ロータリー財団
天沼Ｒ財団担当
みどり市長石原条様､卓話ありがとうございます
福島君､青山君､七五三木君､鳥嶋君､田中君､
栗原 (幸) 君､髙森君､家住君､小林 (聡) 君
Well come 石原市長
野村君
ようこそマイトリー学園の横塚様､松島様
向田君､阿左美君､花房君
野村会員､すばらしい新会員卓話ありがとうございま
した
佐々木さん
雪です｡足元にお気を付けて下さいませ
野田君
雪が降りましたね
前田君
◇米山ＢＯＸ
七五三木米山奨学担当
みどり市長石原条様､卓話ありがとうございます
向田君､福島君､鳥嶋君､田中君､髙森君､小林(聡)君
甘党の石原市長様今年も宜しくお願いします 野田君
We hope 合併
野村君
野村会員､すばらしい新会員卓話ありがとうございま
した
佐々木さん
松島先生ご無沙汰しております
青山君
ラグビートップリーグ･リクシルカップ決勝戦､パナ
ソニック優勝期待しています
花房君
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雪が降りましたね
前田君
雪が少なくてすみそうで良かったです
家住君
リサイクル募金ご協力ありがとうございます 舩戸君

卓

話
みどり市長

石 原

条 様

「桐生市との合併問題を
中心にして」
私は昨年の ４ 月に ３ 選出来まして、それ以降の桐生市
との合併の動きを時系列にまとめて、皆様のお手元に
配布してありますので、ご覧頂きたいと思います。
ざっくりとお話しますと 、昨年の ５月の連休明けに 、
亀山桐生市長さんより任意合併協議会設置の申し入れ
がありました。それを議会に説明し、その後、桐生市
長がみどり市議会におみえになりまして、自らご説明
頂きました。その後、農協の方から合併の推進要望書
が提出される等ありました。そして、桐生市議会から
みどり市長に合併の賛意を示す声明が為され、桐生市
の正副議長が推進を要望された経緯がございます。私
自身も桐生市議会の賛意を確認すべく改めて席を設け
まして、桐生市議会の有志の方と懇談をさせて頂きま
した。その後、みどり市民の意見や議会の意見を聞く
場を設けまして、結果として「桐生･みどり新市建設研
究会」を立ち上げました。今年に入って両市で共通の
ホームページも立ち上げて、進捗状況など公開してい
ます。それが本日迄の経緯です。
４ 月に選挙を控えていることもあり、あくまで個人
的な見解と捉えて頂きたいと思いますが、私の思いを
述べさせて頂きます。先ず桐生との連携については基
本的に賛成であります。理由として、現在、石破大臣
が進めている地方創生では、人口 ２０ 万人が一つの中核
市となるようです。桐生市とみどり市の人口を足して
も １７～１８ 万人位ですが、一つのかたまりにはなれると
思っています。もし一つになれなければ、太田市や伊
勢崎市の付属の地域になってしまいます 。もう一つは 、
この飛び地が不自然とあると私も思っています。一緒
になれる事を前提とすれば、政策の上でも効果的に運
営できると思います。その為には、きちんとしたビジ
ョンを示し、数値を検討する必要があります。これを
新市の研究会で話し合って行きたいと思います。
私は合併を争点に当選した訳ではありませんので、
市長の判断で合併の有無を致しません。住民投票で決
定する事が一番わかり易いと考えています。そして私
の任期の内に合併をするかしないかの結論を出したい
と思っています。住民投票に至るまでに大いに研究す
る必要がありますので、皆様方にも注視して頂きたい
と思います。
私は ３ 期を上限としておりますので、次の選挙に出
ることはありません。故に覚悟をもってこの仕事をや
り遂げたいと思っています。少なくとも任期の １ 年前
には結論を出したいと思っています。
実は ４ 月から母校の大学の大学院に『公共政策』を
学ぶ為、公務に支障なく週 ２ 回通う事になりました。
学問として行政や政治をしっかり学んで、市長職に還
元して行きたいと思います。
色々な意味で皆様のご協力をお願い致します。

