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８．食
事
９．委員会報告
１０．マンダルオンＲＣとの共同事業竣工式報告
１１．ロータリー情報アワー
１２．新会員卓話
新井みゆきさん
１３．点
鐘
１４．ロータリーソング

１．点
鐘
２．ロータリーソング
３．出席 100 ％表彰､誕生･結婚祝い
４． 新会員推薦者のための認証プログラム認証ピン授与
５．会長報告
６．幹事報告
７．乾
杯

◆新会員推薦者のため
の認証プログラム
認証ピン授与

◆出席100％表彰

青山 豊 君
(河内良範君の紹介者)
ブルー

〈 ２５ 年〉正田
〈 １９ 年〉新木
〈 １０ 年〉近藤
◆誕生
祝い

惠一君
明夫君
幸利君

〈 ２３ 年〉中野幸三郎君
〈 １４ 年〉江原 利夫君
〈 ２ 年〉小林 聡 君

家住慧路君
髙森 勉 君
野村 滋 君
奥村 勉 君
石戸悦史君
◆結婚祝い

家住慧路君 、花房孝道君 、栗原幸三君 、松原 豊君 、
横塚直人君、井本万里子さん、今泉攻一君、石戸悦史君
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◆会長報告
向田会長
１．次週は、いよいよ桐生赤城ロータリークラブと合
同のロータリーデー及び合同夜間例会です。
ロータリーデーは桐生西ＲＣの第 ２１００ 回例会の
記念事業並びに桐生西ＲＡＣの創立 ２５ 周年記念事業
も兼ております。また、合同夜間例会は桐生西ＲＡ
Ｃ創立 ２５ 周年祝賀会を兼ており、当クラブがホスト
クラブとして開催致します。今のところ、講演会の
一般の方の申込人数は ６０ 名程です。当日は、皆様の
ご協力ご参加を宜しくお願い致します。
２．先週の理事会で、 ４ 月 ２２ 日 (火 )に地区が主催する
ロータリーデーについて（世界遺産の富岡製糸場の
清掃活動 ）、クラブとしての対応を検討致しました。
また、 ４ 月 ２５ 日 (土 )に行う桐生５ＲＣ合同の群馬大
学理工学部留学生交流会の参加者及び参加費につい
て審議しました。
どちらも、明日 １４ 日 (土 )午後 ６ 時からうおせんで
桐生５ＲＣ会長幹事会が行われますので、その結果
を鑑みて会員皆様に正式にご案内させて頂きますの
で、ご参加頂ける方はご協力をお願い致します。
３．明日明後日と１泊２日で伊香保福一で、会長エレ
クトと次年度幹事の研修セミナーが開催されます。
当クラブから下井田地区補助金委員長と近藤会長エ
レクトと乾副幹事が出席されます。
４． １８ 日 (水 )午後 １ 時半から地区グローバル補助金審
査会が開催され、当クラブの家住グローバル補助金
委員が出席されます。その席上で、只今当クラブが
チェンマイ･ティンタインガムＲＣと進めております
グローバル補助金事業が報告されることになってお
ります。

桐生西ロータリークラブ
◆幹事報告
横塚幹事
◇次例会は桐生赤城ＲＣと合同のロータリーデー及び
夜間例会です。 (理事役員･クラブ運営委員14：30集合)
◇４月～６月のプログラム予定表を配布致しました。
◇ハイライトよねやま１８０が配信されました。(各テーブルに配布)
◇地区茶の湯研修会のご案内が届いております。参加
希望者は事務局迄お申し出下さい。(各テーブルに配布)
◇例会変更のお知らせ
沼田中央ＲＣ 4/9
◇クラブ会報が到着しています
桐生ＲＣ 2/16､2/21､3/2
桐生中央ＲＣ 3/5
桐生赤城ＲＣ 3/3
◆乾
杯
家住パスト会長
今年度プログラムを担当してお
ります。出来れば会員のショート
スピーチを組込みたいと思ってい
たのですが、新会員さんが多く入
会されたお陰で、会員卓話が出来
なくなってしまいました。でも、
新会員さんのお話をお聞きします
と、この人はそんな趣味を持って
いたのかとか、こんな経歴があっ
たのかと、新たな発見があって、その人を理解する
上でも、今後の交流を深める上でもとても貴重な事
だと思っています。今年度入会された新会員さんに
は年度内に卓話をして頂きたいと思っております。
私事を少しお話させて頂きます。私は、一昨年、
桂建設㈱の代表取締役を退任して会長になりました 。
未だ、㈱桂地所という不動産会社の方は代表者を務
めております。その仕事を通じて感じる事は、最近
田舎の土地、私達のホームグランドが動かなくなっ
てきている事です。安くなることは仕方ないにして
も、日本人の資産構成の約４割を占める土地が劣化
してしまい、まごまごしているとマイナスの資産に
なってしまう恐れがあります。ひいては地域の経済
や、老後に家屋敷を売って生活するという生活のサ
イクルそのものが壊れてしまうと心配しています。
逆に、不動産を利用させて地域に役立てたいと、新
たな仕事の意欲が最近湧いて来ています。一方、私
の趣味は絵画の収集です。だいたい売る時は買った
時の １０ 分の １ 位になってしまうのがこの世界の相場
ですが、今、現代美術のもの派や具体派に集中的に
お金が集まっていて、ここ ３ 年位で １０ 倍程になって
います。株やアベノミクス効果で儲けたお金が流通
してある意味バブルの様な気がします。全く対照的
な現在の社会現象をお話しさせて頂きました。
それでは、本日受賞された方々をお祝いすると共
に、会員皆様がいつまでも若くあり続けて、挑戦す
る心や闘争心が萎えないように、ロータリアンのう
ちなる若さに、乾杯 !!
◆食事メニュー
１３１３キロカロリー
牛肉とごぼうのしぐれ煮､スモークサーモンのサラダ､
オムレツのデミグラスソース､白飯､香の物､
ほうれん草と白身魚のスープ､杏仁豆腐
◆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 ３ 名出席の為 ６ 名を除く）
出席率対象者 ５９ 名、
出席率対象者出席人数 ４３ 名
欠席者１６名(内前メイク３名)
出席率７７．９７％
前々例会修正出席率９０．１６％
（最終欠席者６名）
□拠金委員会
◇ニコニコＢＯＸ
佐々木拠金委員
星野幸男さんのロータリー情報と新井みゆきさんの
新会員卓話楽しみです
井本さん
新井みゆきさんの新会員卓話を楽しみにしています
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向田君､横塚君､佐々木さん
出席100％表彰を頂いて
江原君､新木君､近藤君､小林 (聡)君
結婚祝いを頂いて
栗原(幸)君､家住君
３月 ２８ 日で ６６ 才になります｡あまり目出度くありませ
ん
野村君
竹内ガバナーと太田のロータリアンと １日楽しんでき
ました
髙森君
今月も宜しくお願いします
河内君
来週の夜間例会では桐生西ローターアクト２５周年祝賀会
があります｡乾さん宜しくお願い致します 津久井君
無事帰国しました
青山君
卒業シーズンです
阿左美君
今日はみどり市内の中学校の卒業式だそうです｡
祝卒業
山形君
早川会員大変お世話になりました
天沼君
天沼さん先日は御馳走様でした
早川君
娘が順天堂医学部と東大理 Ⅰ に合格しました 野田君
阿部さん､運転ありがとうございました
栗原 (秀)君
◇ロータリー財団
早川拠金委員
星野幸男さんのロータリー情報と新井みゆきさんの
新会員卓話楽しみです
鳥嶋君
星野さん､ロータリー情報アワー宜しくお願いします
向田君､舩戸君
新井みゆきさんの新会員卓話を楽しみにしています
霜村君､佐々木さん
出席 100％表彰を頂いて
中野君､新木君､小林 (聡)君
結婚祝いを頂いて
井本さん
誕生祝ありがとうございます｡あまり目出度くありま
せん
野村君
加藤さん､井本さん､先週の卓話素晴らしかったです
江原君
新木さん､先日はありがとうございました
髙森君
今月も宜しくお願いします
河内君
今泉君大変お世話になりました
青山君
青山君､今泉君､フィリピン訪問ご苦労様でした 花房君
本日､食事会の宴
阿左美君
久々の出席ですみません
山形君
娘が順天堂医学部と東大理 Ⅰ に合格しました 野田君
北陸新幹線明日開業します
家住君
◇米山ＢＯＸ
井本拠金委員
星野幸男さんのロータリー情報と新井みゆきさんの
新会員卓話楽しみです
前原君､乾君
新井みゆきさんの新会員卓話を楽しみにしています
向田君､佐々木さん､青山君､髙森君
新井さん卓話ガンバって下さい
野村君
出席 100％表彰を頂いて
中野君､新木君､小林 (聡)君
結婚祝いを頂いて
井本さん
誕生祝いを頂いて
家住君
春の選抜組合せ決まる！健大は ５ 日目
江原君
今月も宜しくお願いします
河内君
本日相生中学校の卒業式に行って来ました｡昔を思い
出しました
花房君
先週風邪の為休みました
阿左美君
久々の出席ですみません
山形君
娘が順天堂医学部と東大理 Ⅰ に合格しました 野田君
天沼さん､先日は御馳走様でした
早川君

根 本 運 送 ㈱
代表取締役

根 本 正 則

みどり市大間々町大間々205-5
℡０２７７－７３－５５７１

桐生西ロータリークラブ
◆ロータリー情報アワー
星野Ｒ情報担当
当クラブがスタートした頃、私
達が教えられたロータリーの出席
について、再考察してみました。
特に新会員諸君に理解して頂き度 、
お話させて頂きます。
“ロータリーの出席あれこれ”
私の入会当時は、ロータリーの
出席の厳しさは、他のクラブでは
考えられない程であった 。『出席』は親睦に連なり、奉
仕に結び付くと言う事から、例会出席が欠かせないも
のである。創立者ポール･ハリスは出席の事については
大変考え尽くしたに違いない。そして結局はロータリ
ーは出席を基礎に置いて、その上に奉仕を置くという
クラブ形式が最上であるという信念を持ったのである。
昔の「東京ロータリークラブ創立〇〇年記念誌」にも、
創立当初は出席率が極めて悪く、毎月例会は第 １･第 ２水
曜日に開催されていたが、それすらも流会になること
が多かったと座談会で述べられている。それが関東大
震災で諸外国から救済金が送金されるにおよび、ロー
タリー活動の何たるかを身をもって経験し、本格的に
例会出席が実行され、ロータリー活動が盛んになった
と記録されている。日本のロータリー発祥と言われる
東京クラブでもかくの如しであった。入会当初の私も
ロータリーの本質など全く分からなかったが、出席を
していれば何時の日か少しは把握できると思いつつ、
日々出席を重ねていた。
かくして、日本の殆どのロータリークラブは創立当
初より、毎週例会出席は義務付けられていた。日本の
ロータリーが国際情勢の変化で解散していた時期、即
ち戦時中ですが、東京クラブのメンバーは名称を変更
して『水曜会』と称し、食糧事情が悪いので手弁当を
持参して出席していたという。戦時中ですら出席率は
極めて高かったという歴史は何を物語っているのだろ
うか。この事実こそ、出席こそ親睦を生み、奉仕に連
なることを理解していたのであり、出席する意義を見
出していたからに他ならない。中には出席に疑問を抱
き続けながらも出席していた人もいたに違いない。し
かし、出席しているうちに何かを会得して出席の意義
を見出したのである。この様な先輩達が多かったから
こそ、日本のロータリーはかくの如き他国に見られな
い大発展を遂げたのである。
ロータリーで出席をやかましく言ったのは何故かと
いうと、何も定款細則がうるさいからではない。ロー
タリーに出席するということは、会員同士で出会うと
いう事を尊重しているからである。私共は、いくら人
格識見が立派でも、一人で心を磨くことは出来ないと
考えていい。心を磨くには、人と人とのふれあい、及
び人と人との出会いが大切であるのはご存知の通りで
ある。この人と人との出会いが出来る所こそロータリ
ーの例会なのである。従って出席こそはロータリーの
会員身分存続という原則とかいうのではんなく、心を
磨くことが出来る出会いの場となるのである。
ガイガンディカというロータリーの大先輩の著作によ
ると、
「ロータリーの例会は Live Wire の如し」と述べて
いる。例会に出席とは、電気の流れている電線と同じ
である。従って例会を欠席することは、電線に電気が
通じたり通じなかったりで、効果は全くないという事
を言っている。必要な時に電気が得られる生きている
電線にするためには、常時出席しなければならない訳
である。出席をすれば親睦を生み、親睦こそはロータ
リーの基本で、奉仕につながる事は既に会員諸君もご
存知の通りである。しかし親睦といっても、ヤクザの
親睦もあれば種々雑多である。これらの親睦はロータ
リーの親睦とは根本的に異なる筈のものだ。自分達だ

-3-

けで仲良くして、それによる利益が全然社会へ還元さ
れていない。言わば閉ざされた親睦に対して、ロータ
リーの親睦は開かれた親睦であると述べている。いず
れにしても出席なくしてロータリー無く、親睦なくし
てロータリーの特徴なしと言えるのである。
さらに、世界第一号のロータリークラブと自他とも
に認めるシカゴロータリークラブの会報には、いつで
も次の様に書いてあるという。このシカゴロータリー
クラブは貴方を会員にはしましたが、貴方をロータリ
アンにすることは出来ません。ロータリアンになるか
どうかは貴方次第です。貴方がロータリアンになった
時とはどういう時でしょうか。それは次の４つの条件
を満足させた時なのです。
(1)貴方がクラブの例会出席を楽しむようになった時
(2)個人としての奉仕を自覚した時
(3)貴方に貸与された職業分類を名誉と感じた時
( 4) 地域社会及び職業界へのロータリーの大使と自覚した時
「以上の４つの条件を満足させた時にロータリアン
となる 。」と、ある大先輩は述べていた。特に( 1)の出
席を楽しむようになった時とは、どんな時だろうか。
当初は私自身未だ未熟で楽しくて仕方がないどころか、
逆に苦痛に感じていて、休みたくなったのが本音だ。
何とか出席を続けている状態で、さしずめ私は真のロ
ータリアンとは言えず、唯々会員という所だった。ま
してや( 2)の個人としての奉仕を自覚した時となると尚
更である。( 3)と( 4)となると更に気が遠くなる。しか
し、これを目標として頑張れば、少しはましの方に近
づくかもしれないと、努力を続けた。
それよりも一番最初に出席を楽しむようになればと
書き出している所などは、ロータリーの真髄を表現す
る最たるものと言える。さすがはロータリーにおける
最小の奉仕と義務であると同時に、最大の権利である
出席をおろそかにして、奉仕などはちょっと難しいと
もいえる。理屈を言わずに出席することが、しかも楽
しむ様になった時に悟りが開けるのである。
話している私自身が頭が痛い。それにしても骨の折
れる事です。皆さん、頑張って出席を続けて下さい。

社会福祉法人 希望の家 希望の家療育病院
理 事 長

野田 真一郎

みどり市大間々町大間々22-4
℡０２７７－７３－２６０５

㈱タイムプロデュース
代表取締役

野

村

滋

桐生市広沢町1-2538-1
℡０２７７－５２－８２８２

㈲岡田電気設備
代表取締役

岡 田 善 孝

桐生市広沢町3-3517-6
℡０２７７－５３－５８０４

桐生西ロータリークラブ

新 会 員 卓 話

姉妹クラブ・フィリピン･マンダルオンＲＣとの
共 同プロジェクト竣工 式出席報告 青山豊君

新井みゆきさん
（産業火薬類販売）

「自己紹介」
私の出身地は山梨県都留市です。都留市にはリニア
モーターカーの実験線の駅と都留文科大学があります 。
私が育った所は都留市の中心地から山間に ３０ 分程入っ
た所で、小学校は徒歩で ３０ 分、中学校はバスで ３０ 分、
高校はバスと電車を乗り継いで ４０ 分程掛かりました。
高校卒業後は一人暮らしを始めました。母に掃除洗
濯炊事等、結構厳しく躾けられましたので、学生生活
は困りませんでした。大学２年生迄はとても真面目な
学生で、授業をさぼった事はありませんでしたし、特
待生制度で一年間授業料を免除されました。両親から
「自分で頑張ったのだから自由に使っていいよ」と言
われ、そのお金で海外旅行に行ったりしました。大学
３ 年生になると色々楽しい事を覚えて、授業をさぼる
様になり、其処から下り坂になった様な気がします。
学生時代の２年半程、私は『はとバス』のバスガイド
のアルバイトを致しました。これは夏休みに ２０ 日間研
修を受けて、試験に合格すると乗れます。この経験が
「しゃべる」という訓練をする切っ掛けになったのか
もしれません。同期の方でアナウンサーや客室乗務員
になられた方がたくさんいらっしゃいました。バイト
代は髙くて、当時月に ２０ 万円程稼げましたし、東京の
観光名所もタダで行く事が出来ました。
その後、花の東京で ＯＬ を ３ 年間程致しました。バブ
ル期でしたしパワー全開で働きましたので、こちらも
給料そこそこ頂戴し、生活には困りませんでした。会
社は千代田区紀尾井町にあり、夜は会社の経費で六本
木･銀座･赤坂など、会員制のクラブにも行かせて頂い
て、住いは千葉でしたので、タクシー券を沢山頂いて
帰りました。とても恵まれた時代だったと思います。
私は結婚は２回させて頂きました。最初は高崎に住
んでいらっしゃる方と 、学生時代からお付合いをして 、
２５ 歳の時に結婚して群馬県民になりました。その方が
３８歳の時に突然病気で亡くなってしまいました 。当時 、
教師をしておりましたので、その後一人で暮らしてい
ました。以前勤務していた高校の校長先生が、現在の
夫･新井規夫の桐生高校の時の恩師で、その方の紹介で
お見合い結婚をしました。夫は㈱新宇商店の社長をし
ており、産業ダイナマイトを扱う火薬商を営んでおり
ます。花火は許可が違いますので花火の扱いはしてお
りません。火薬を作っているのではなく、火薬庫を所
有して販売する商社です。火薬は朝 ６ 時には現場に届
けないといけないので、夫を手伝って朝 ３ 時に出て八
ッ場ダムに届けに行った事もありましたし、私一人で
運ぶ事もあります。 １ つが ２２～２５kg ありますので、ど
んどん力持ちになりました。
よく皆様から母屋を見せて欲しいと言われるのです
が、嫁の私でも全容を見せてもらっておりません。戦
前は陶器商を営んでおりまして、現在まだ蔵が５つあ
ってその内の４つに陶器が残っています。ただ高価な
ものは無く雑食器ばかりのようです。
私は新井規夫と結婚して幸せな事があります。私は
自分の子供を持てなかったので、娘が２人できた事で
す。一人は嫁ぎましたが、仲良くやっております。
最後に、４月には、皆様の強力なご支援をお願いし
て、終わりにさせて頂きます。
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このプロジェクトは、昨年 ６ 月に姉妹クラブのフィ
リピン･マンダルオンＲＣから、現地のＭＰＮＧＡと
いう公立高校に、調理技術を習得するコース新設にあ
たり、教室の改修工事が必要となり、その資金援助を
求められ、当クラブから１，５００＄を拠出しました。
この度、竣工式を迎えられることになり、２月２７日
(金)の式典に出席する為、私と今泉攻一君が代表して
行って参りました。
右の写真は、学校
の正面です。私達は
前日マニラのデパー
トでフィリピンの正
装『バロン･タガログ』
を買って着用し式典
に臨みました。
左の写真は、テープカットを
して教室に入るところです。
中央の女性が校長先生です。
下の写真は、マンダルオンＲＣ
のジオン会長からバナーが贈られ
たところです。右端が会長エレ
クトのロムさんです。
式典の後、調
理の実演が披露
されました。

お土産にフィリピン全土
の地図を頂きました。とて
も高価なものだそうです。
右の写真のジャケット
を着ている女性がＲＩ３８００
地区 ガバナーで、この式
典にご臨席されました。
また、この様な機会が
ありましたら、もっと余
裕のある日程で参加した
いと思います。以上です。

会長エレクト･次年度幹事研修セミナーに出席
標題のセミナーが３月１４
～１５日(土日)の１泊２日、
伊香保福一で開催されま
した。当クラブから下井田
地区補助金委員長、近藤会
長エレクト、乾副幹事の３
名が出席しました。この
セミナーに出席しないと
会長に就任できな
いという、大変重
要なものです。初
日は地区運営方針
や会長幹事の役割
等を勉強し、 ２ 日
目は各Ｇ補佐と各
会長の抱負発表が
行われました。

