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６．食
事
７．委員会報告
８．卓
話 花桃の里づくり実行委員会 委員長 松島茂様
９．点
鐘
１０．ロータリーソング

１．点
鐘
２．ロータリーソング
３．来訪者紹介
４．会長報告
５．幹事報告
◆ビジター
花桃の里づくり実行委員会
委員長 松島 茂様
桐生赤城ＲＣ
新井清一君
◆会長報告
前原副会長
１．先週の桐生赤城クラブとの合同ロータリーデーと
合同夜間例会では、皆様のご協力により、成功裏に
終了する事ができ、ありがとうございました。
駐車場案内をして頂きました中野親睦担当はじめ
当日早くからお手伝いして頂きました皆様、また、
講師の手配や自閉症協会、群大関係者と連携してお
骨折り頂きました髙森会員には、大変お世話になり
ました。自閉症協会や群大関係者のお陰で、当日ア
ンケート調査が出来、その集計結果も頂戴しており
ます 。殆どが好評とのご意見で 、大変勉強になった 、
またこの様な機会を設けてもらいたい、先生のお話
を聞いて元気をもらった等でした。反面、会場が暗
すぎてメモをとるのが大変だった、自閉症について
もっとお話が聞きたかった等、ありました。
また、夜間例会では抜刀道を披露して頂きました
齋藤学君、素晴らしい演武をありがとうございました。
来週は春の家族会日帰りバス旅行です。担当の中
野親睦担当はじめクラブ運営委員の皆様、宜しくお
願い致します。
２ ．明日土曜日に地区補助金委員会が 、また ４ 月 ２ 日 (木 )
に次年度の地区ロータリー財団運営会議が、共に伊
勢崎プリオパレスで開催されます。下井田地区補助
金委員長が両会議に出席されます。
３．明日 ２８ 日 (土 )に、伊勢崎中央ＲＣ創立 ４０ 周年記念
式典が 、ニューいづみで午後 ４ 時から開催されます 。
向田会長と乾副幹事の ２ 名が出席することになって
おります。
◆幹事報告
横塚幹事
◇次例会は ４ 月 ４ 日(土)の春の家族会旅行です。また、
本日から集金を始めております。
◇群大留学生交流会はまだ予定人数を満たしておりま
せんので、参加ご協力をお願い致します。
◇ ４ 月のロータリーレートは現行同様 １ ドル １１８ 円です
◇群馬県自閉症協会より会報が届いております
◇樹徳高校より樹幹だより､平成 ２６年度卒業生大学合格
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状況､樹高通信､樹妙だよりが届いています。
◇例会変更のお知らせ
桐生ＲＣ 4/6
伊勢崎南ＲＣ 4/7､4/21､4/28(休)
前橋東ＲＣ 4/9､4/16､4/23 前橋中央ＲＣ 4/22､4/29(休)
前橋北ＲＣ 3/30(休) 太田ＲＣ 4/16､4/23､4/30(休) 他７ＲＣ
◇クラブ会報が到着しています
桐生ＲＣ 3/16､3/23
桐生南ＲＣ 2/21､3/4
桐生中央ＲＣ 3/12､3/19
桐生赤城ＲＣ 3/10
◆食事メニュー
１２７５キロカロリー
ハムとチーズのサラダ、海老フライ、白飯、香の物、
ブロッコリーのホワイトソースがけ、
ソーセージとキャベツのサラダ、キャラメルプリン
◆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４出席の為５名を除く）
出席率対象者 ６０ 名、
出席率対象者出席人数 ４３ 名
欠席者 １７ 名(内前メイク ７ 名)
出席率 ８３．３３ ％
前々例会修正出席率８５．２５％
（最終欠席者９名）
□拠金委員会
◇ニコニコＢＯＸ
井本拠金委員
合同夜間例会お世話になりました｡本日メイクさせて
頂きます
桐生赤城ＲＣ･新井君
松島茂様の卓話､楽しみにしています
星野君､根本君､栗原 (幸)君､佐々木さん､
横塚君､井本さん､前原君､天沼君､
先日は結婚祝いを頂きありがとうございました｡今後
も宜しくお願いします
河内君
平穏に株主総会が終わりました
阿部君
誕生･結婚祝いありがとうございました
石戸君
サッカー日本代表ハリルホジッチ監督体制で初戦白
星なるか !!
野田君
星野先輩お心遣いありがとうございます
髙森君
◇ロータリー財団
早川拠金委員
松島茂様､卓話ありがとうございます
星野君､根本君､栗原 (幸)君､佐々木さん､
霜村君､乾君､井本さん､前原君､天沼君､舩戸君
先日は結婚祝いを頂きありがとうございました｡今後
も宜しくお願いします
河内君

桐生西ロータリークラブ
無事に株主総会終了です
阿部君
誕生･結婚祝いありがとうございました
石戸君
先週のロータリーデー講演会ではお世話になりまし
た
髙森君
◇米山ＢＯＸ
七五三木米山奨学担当
松島茂様､卓話楽しみにしています
霜村君､佐々木さん､阿左美君､井本さん､
星野君､家住君､栗原 (幸)君､天沼君
先日は結婚祝いを頂きありがとうございました｡今後
も宜しくお願いします
河内君
須田さん昨日はありがとう
根本君
点鼻薬でかなりスッキリです
阿部君
誕生･結婚祝いありがとうございました
石戸君
栗原秀一さんありがとうございました
髙森君

卓

今年度の計画としまして、わたらせ渓谷鉄道主催で
４ 月 １１･１２ 日(土日)に「神
戸駅花桃まつり」が開催
されます。また、翌週の
１８･１９ 日(土日)には 、「小
夜戸･大畑の花桃めぐり」
が、花桃の里づくり実行
委員会と大畑しだれ桃の
会主催で、初めて開催さ
れます。皆様にも是非ご
参加頂きたいと思います 。
植樹の計画ですが、今
年はサンレイクの周り、来年は富弘美術館の周りと考
えています。しかし、今のみどり市の予算では ３００ 本
程度しか植えられないのです。１本千円位で良い苗木
が買えると思いますが 、植樹する場所は 、シカやサル 、
イノシシが凄くて、ただ植えたのでは直ぐに食べれて
しまうので、周りを囲むネットやフェンス等を施さな
いと、生育しないそうです。その為、お金が掛かる事
業になってしまっています。
この計画が上手く進みます様、皆様に是非ご協力頂
きたくお願い申し上げ、 １０ 年後の桃源郷を観て頂きた
いと思っています。どうぞ、宜しくお願い致します。

話

花桃の里づくり実行委員会
委員長

松島 茂 様
あずま

「 東 桃源郷を目指して」

㈲ 奥 村 商 店
私は現役引退後 、「みどり市観光ガイドの会」を立ち
上げました。窓口はみどり市観光課で、桐生･みどり･
日光とわたらせ渓谷鐵道沿線をお一人様から百名様ま
で無料でご案内しております。
そのガイドを通して、地域づくり･名所づくりという
事で、今回お話しさせて頂く“花桃”に繋がります。
みどり市は平成 ２５ 年
度に市民と行政が一体
になって「みどり市観
光振興計画」を作成し
ました。それは １０ 年先
を見据えたもので ３８ の
具体的企画例を盛り込
んでいます。その一つ
が「 東の里を桃源郷に 」
という花桃プロジェク
トです。これは神戸駅
周辺及び草木湖周辺に 、
１ 年に千本、 １０ 年で １ 万
本の花桃の苗木を植栽
して、 １０ 年掛けて周辺一帯を花桃の里にする事です。
植樹にはオーナー制度を設けて市内外から募集したり 、
子供達も植樹に参加させる等して、神戸駅から少し上
へ行った左岸側に広い場所（座間地区）があるのです
が、その場所を観光の拠点にする事を目的にしていま
す。今、神戸駅周辺には約 ３００ 本が、また小夜戸大畑
地区にはしだれ桃が ６００～７００ 本咲き誇っていて、ま
さに桃源郷の里で、感動する場所です。既に、この花
桃で ２０ 台の観光バスの予約を頂いています。
１ 年に千本、 １０ 年で １ 万本といういこの計画は、大変
な事ですが動き出しています。東地区は過疎地ですの
で、幸いにも国の事業の一つとして「地域づくり協議
会」を立ち上げてくれました。専従の職員さんが一人
付いてくれて、その協議会の中の一つに「花桃の里づ
くり実行委員会」が設けられました。その委員長を私
が拝命し、行政や地域や賛助者の力を借りながら進め
ております。しかし、今までの経緯から、純粋な民間
だけの応援する組織を作って活動した方が、早く進む
という判断を下し 、「東花桃１万本プロジェクト」を作
って、応援を始めたところです。
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桐生市新里町新川1968-2
℡０２７７－７４－５７３４

齋藤学税理士事務所
所

長

齋

藤

学

みどり市大間々町大間々422-1
℡０２７７－３２－５５３３

㈱プリオコーポレーション
統括渉外部長

斎 藤 政 治

桐生市堤町3-5-23
℡０２７７－４７－４１２２

七五三木測量開発㈱
代表取締役

七五三木 正

桐生市巴町2-1821-27 共立ビル1Ｆ
℡０２７７－４３－６５３５
《 次 例 会 予告》
４月１０日(金) ロータリー情報、新会員卓話 (山同輝和君)
４月の出席100％表彰、誕生・結婚祝い

