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例会終了後定例理事会開催

◆会長報告
向田会長
１．先週の春の家族会バス旅行では、会員ご家族の皆
様にご参加いただきまして、無事楽しく行って来る
ことが出来ました。中野親睦担当、小林聡会員には
大変お世話になり、ありがとうございました。
２． ８ 日 (水 )午後 １ 時 ３０ 分から高津戸荘観桜会が当クラ
ブと共催で開催されました。クラブを代表して私と
霜村奉仕プロジェクト委員長、そして高津戸荘理事
の星野パスト会長の ３ 名で参加して参りました。
３ ．同じく ８ 日 (水 )午後 ２ 時から伊勢崎プリオパレスで 、
地区のグローバル補助金審査会が開催され、下井田
地区補助金委員長、江原パスト会長、乾副幹事の ３
名が出席しました。これは、当クラブが姉妹クラブ
のフィリピン･マンダルオンＲＣの呼びかけに応じ
て、近藤年度のグローバル補助金事業として実施す
る予定でありました 。しかし大変先方が急いでおり 、
今年度の ５ 月 ３０ 日に開始したいとの事で、江原パス
ト会長に主要連絡担当者になって頂いて、 ２８４０ 地区
のＤＤＦ 5,000 ドルを申請した為に、緊急に開催され
たものです。このプロジェクトの内容は、マニラの
障害者支援施設が、主に １８ 才以上のダウン症や自閉
症などを抱えた人々に、ホテルの客室清掃の仕事を
習得させ、最終的に収入が得られる様にトレーニン
グするプロジェクトです。無事審査会を通過しまし
たので、これからフィリピンのクラブがロータリー
財団に申請する事になりました。
４．明日 １１ 日 (土 )１１ 時から地区茶の湯研修会が、太田
の東国花の寺「常楽寺」で行われ、当クラブから星
野パスト会長、金子パスト会長、正田理事、七五三
木会員の ４名が出席されます。
５．同じく １１ 日 (土 )、前橋南ＲＣ創立 ３０ 周年記念式典
が前橋商工会議所で行われます。こちらには、近藤
会長エレクトと横塚幹事が出席します。
６．また、 １２ 日 (日 )には、安中ＲＣ創立 ５０ 周年記念式
典がホテル磯部ガーデンで行われます 。こちらには 、
前原副会長と横塚幹事が出席します。
◆幹事報告
横塚幹事
◇本日例会終了後1Ｆ和室で理事会を行います。
◇早朝健康診断の出欠席のご連絡をお願い致します。

◆出席100％表彰

〈 ２４ 年〉花房孝道君
〈 １ 年〉青山 豊君
◆誕生祝い

〈 １２ 年〉向田 靖君
〈 １ 年〉齋藤 学君

根本正則君
阿左美博君
新井淳一君
下城サト子さん
山形

山同輝和君

剛君

◆結婚祝い

武井 善作君、 中野幸三郎君、 江原 利夫君、
阿左美 博君、 野田真一郎君、 山同 輝和君、
斎藤 政治君、 山形 剛君
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桐生西ロータリークラブ
◇ロータリーの友４月号を配布致しました。
◇ガバナー月信 ４ 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.５４８を１５部頂きました。
◇桐生赤城ＲＣとの合同夜間例会と春の家族会バス旅
行の写真を該当者に配布致しました。
◇３月３１日(火)の桐生タイムス紙にロータリーデー講演
会の記事が掲載されました。(各テーブルに配布)
◇下記のものが届いております。
・米山梅吉記念館より館報と春季例会のご案内
・群馬県自閉症協会より会報
・㈱生駒時計店と㈱フジマキネクタイより新カタログ
◇例会変更のお知らせ
桐生中央ＲＣ･太田ＲＣ 4/16､4/23､4/30(休)
伊勢崎東ＲＣ 4/13､5/4(休)､5/25
他 ６ＲＣより
◇クラブ会報が到着しています
桐生南ＲＣ 3/11､3/25
桐生中央ＲＣ 3/26､4/2
◆乾
杯
阿左美パスト会長
今月は誕生と結婚の ２ つのお祝
いを頂きました。明日 １１ 日が ４５
回 目 の結 婚 記念 日 です 。女房に
大 分 お世 話 にな っ て、 老後を考
え る 年齢 に なり ま した 。ロータ
リ ー 歴も 長 くな り まし たが、こ
れからも頑張りたいと思います 。
先 輩 の皆 様 もた く さん いらっし
ゃ い ます が 、今 後 もロ ータリー
ライフを楽しんで頂きたいと思いますし、入会間も
ない方はロータリーをよく理解して、ロータリーの
良さを味わって頂きたいと思います。
それでは、本月の受賞者を代表して、桐生西ＲＣ
の益々の繁栄と、ご参会の皆様のご健勝を願って、
乾杯 !!
◆食事メニュー
１３５０キロカロリー
大根としらすのサラダ､春巻き､海老の辛子炒め､白飯､
香の物､鶏胸肉のスープ､フルーツカクテル
◆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 ５ 名出席の為 ４ 名を除く）
出席率対象者 ６１ 名、
出席率対象者出席人数 ３７ 名
欠席者 ２４名(内前メイク ２名)
出席率 ６３.９３％
前々例会修正出席率８５.００％
（最終欠席者９名）
□拠金委員会
◇ニコニコＢＯＸ
井本拠金委員
本日新会員卓話をします｡宜しくお願いします 山同君
星野幸男さんのロータリー情報と山同輝和君の新会
員卓話楽しみです
乾君､正田君
山同輝和君の新会員卓話を楽しみにしています
下井田君､坪井君､野村君､塚本君､近藤君
出席 100 ％表彰ありがとうございます
向田君
結婚祝いを頂いて
武井君､中野君
結婚･誕生祝いを頂いて
阿左美君
旅行楽しかったです｡お世話になりありがとうござい
ました
佐々木さん､井本さん
入会１年経ちました
青山君
根本さん本日はありがとうございました
早川君
先週は山形に出張でした｡岩魚を釣ってきました 阿部君
先週の日曜日､桜の下で今年最後のラグビーの試合を
しました
花房君
◇ロータリー財団
早川拠金委員
本日新会員卓話をします｡宜しくお願いします 山同君
星野幸男さんのロータリー情報と山同輝和君の新会
員卓話楽しみです
前原君
山同輝和君の新会員卓話を楽しみにしています
下井田君､坪井君､阿左美君､
阿部君､青山君､塚本君､横塚君
結婚祝いを頂いて
武井君
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誕生祝いを頂いて
根本君
春の旅行ではお世話になりありがとうございました
向田君､野村君､乾君､佐々木さん､井本さん
乾さん､下井田さん､お世話になりました
江原君
桐生市集団回収助成金が 100ｔ以上の団体には８円に値
上がりになりました｡宜しくご協力を
舩戸君
◇米山ＢＯＸ
七五三木米山奨学担当
本日新会員卓話をします｡宜 しくお願いします 山同君
山同輝和君の新会員卓話を楽しみにしています
向田君､坪井君､阿部君､塚本君
出席 100 ％表彰を頂いて
花房君
結婚祝いを頂いて
武井君
誕生祝いを頂いて
根本君
表彰された皆様､おめでとうございます
栗原 (幸)君
春の旅行満喫しました
阿左美君
春の旅行楽しかったです｡お世話になりました
佐々木さん､井本さん､青山君
向田会長､旅行に行けなくてすみません
早川君
今月から私の給料を上げました
野村君
□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 ４ 月号を紹介致します。
４ 月は雑誌月間ですので横組 Ｐ８～９ に『ロータリー
の友』も含めた世界 ３１ のロータリー地域雑誌が紹介
されています。また、 Ｐ１８～２５ には日本の各地で開
催されたロータリーデーについて紹介しています。
当クラブも桐生赤城ＲＣと合同で ３ 月 ２０ 日に行いま
した。その内容を友誌に投稿しましたので、この様
に取り上げられる事を期待しています。そして Ｐ３０
に前橋地区の ６ＲＣ が共催した「まえばし学校フェス
タ」が掲載されています。
右開き縦組 Ｐ４～ 前文化庁長官の近藤誠一氏の講演
要旨『日本の再生～地域の役割と文化芸術の力～』
が紹介されています。海外と比較した日本人の考え
方や価値観など興味深い内容ですのでお読み下さい 。
今月も友誌の購読を宜しくお願い致します。
◆ロータリー情報アワー
星野Ｒ情報担当
“ＳＡＡと私語､指定席について”
１.ＳＡＡ
ＳＡＡはご存知の通り Sergeant
at Arms の略です。ロータリーでは
会場監督と云っているが、ＳＡＡ
と呼んでいる方が多いようです。
ＳＡＡはクラブの役員であり、例
会場の気品と風紀を守ることは勿
論、例会がその使命を発揮できるように設営し、マ
ネージする大役であることから、クラブによっては、
元会長やクラブの長老がその役を務めている所があ
る位です。
ＳＡＡは単なる食事当番ではありません。ロータ
リーの基本的活動である例会をとりしきるのがＳＡ
Ａであると言っても過言ではないのです。従って、
食事に対する会員の嗜好調査も必要であるし、テー
ブルの配置、席次の決定等もＳＡＡの責務でありま
す。例会の卓話中の私語についても、ＳＡＡは勇気
をもって注意するべきであって、だからこそＳＡＡ
は役員なのです。
ロータリーでは例会だけでなく、国際大会、国際
協議会、地区大会、地区協議会は勿論、太平洋会議
とか日韓親善会議のような地域大会にもＳＡＡを配
置して、その運営進行を司っているそうです。
Seageant at Arms は、古くは英国貴族を守護する騎
士( Knight)から始まって、現在でも英国王室には ８ 人
のＳＡＡが居るそうです。彼らは、王室における各
種の式典を司る役職であって、客室、謁見室、公式
舞踏会またはコンサート等に侍るのであります。従
ってＳＡＡとしての一定の制服はなく、時には海軍

桐生西ロータリークラブ
の制服、陸軍の制服、また文官の服装等式典に応じ
た服装をします。この他に英国の上院に １人、下院に
１人づつＳＡＡがいるとのことです。米国の議会にも
上院下院共にＳＡＡが居るようです。
ロータリーがいつ頃からＳＡＡをおいたか、また
クラブの役員の１人としたかは不明ですが、ロータリ
ー誕生後間もなくのようです。ＳＡＡという役職は、
ロータリーにおいて重要なものであると共に権威あ
るものなのです。
２.私語
とかく私語は、ロータリーとは切り離せない関係
にあるようです。何処のクラブでも悩みの種になっ
ていたようです。その対策についての苦労話が、ロ
ータリーの友誌などにもよく掲載されております。
昔は当クラブでも、ＳＡＡは「お静かに」のプラカ
ードを作ったり、親睦委員会は席の配置を変えたり
して苦労していました。最近は私語が非常に少なく
なっております。そもそも私語は辞書に依れば 、「さ
さやきひそひそ話」となっています。勇気のある方
は大きな声でお話し下さい。しかし、それは私語に
は該当しないようです。私語は、卓話者に迷惑にな
らないように、そばの人と低い声で話をすることで
す。地声の高い人は、自分ではひそひそと話してい
るつもりでも結構響いていることがあります。卓話
者にとって何より辛いのは、自分の話が無視されて
いる事ではないでしょうか。話の中身が聞き手を引
き付けるに足るだけのものでなかったとしても、我
慢して聞いてやるのがロータリーの友情でありマナ
ーであると思います。
３.指定席
一般的には指定席とは、良い席に座りたい、また
は混雑していても必ず座れるという事の為にありま
す。しかし、ロータリーの指定席はいささか趣を異
にしております。恐らくロータリーの指定席は無意
識にできるのではないでしょうか。最初は、ごく親
しい人が居たら「やー」ということで同席する。そ
れが何となく習慣になり、席が固定してしまう。私
もそんな調子で着席してしまいます。
同じ場所を好むということは、渡り鳥の習性にも
あるように、生物の本能でもあると思います。中心
から離れた端の方が私語がし易いからと、意識して
指定席を作る人は居ないと思います。
今でも中央の席が空いていると、積極的に座って
下さる方がいらっしゃいます。何時も感謝しており
ますが、とかくこの席は敬遠されているようです。
お客様の座る所だから、また偉い人が座る所だから
というのが、その原因かもしれません。
指定席を解消するのは、会員各自の意識に依るし
かありません。ロータリーの基本である親睦の輪を
広げるため、意識して席を移動することが大事かと
思います。席は何時も端からでなく、中心部から埋
まって欲しいものです。

新 会 員 卓 話
山同輝和君
（石油類販売）

「自己紹介」

私は、この桐生プリオパレスで平成 ２ 年 ４ 月 ８ 日に結
婚式を挙げて、無事銀婚式を迎える事が出来ました。
先日自宅に花束が届き、家内が喜んでおりました。あ
りがとうございました。
私は現在みどり市大間々町で燃料販売業『赤城興産
㈱』を営んでおります。弊社創業は昭和 ３２ 年で祖父が
起業しました。前身が赤城練炭という会社で、練炭･豆
炭･オガライトの製造販売をしており、栃木県や埼玉県
まで販路を広げておりました。その後の時代の変化で
石油業を始め、現在はガソリンスタンド３店舗とプロ
パンガスの販売、灯油･軽油･Ａ重油の配達販売を行っ
ています。開業当初から出光興産で 、「海賊と呼ばれた
男」で有名な佐三店主の大家族主義に共感したものと
思います。以来 ６０ 年近く永きに亘りお付き合いをさせ
て頂いております。
私は大学卒業後、修業の為、半強制的に京都の出光
の販売店へ行かされ、 ３ 年間ガソリンスタンドの店頭
で働きました。最初の １ 年は国道 １ 号線にある大きなス
タンドで、後の ２ 年は宇治市内の商店街にある小さな
スタンドでした。朝 ７ 時半から夜 ９ 時か １０ 時迄、休みは
月に ３ 回位しかありませんでした。先輩達から「お前
は修業にきているのだから仕事するのが当たり前、休
みなんてもってのほか」と常に叱咤されました。私は
先輩から「ローリーが来て地下タンクに入れ終わった
ら、ローリーの上に上がって中をチェックしてローリ
ーを帰すだよ」と教えられましたので、その言いつけ
を守ってローリーの上で点検をしていましたら、いき
なり動き出して、１号線を約 １.５ｋｍ、そのままの状態で
走りました。周りの車はクラクションを鳴らしてくれ
たりしたのですが、運転手は全く気付かず、仕方がな
いのでローリーの上を這って移動して運転席の窓を叩
いて、降ろしてもらいました。今でしたら YouTobu で
有名になっていたんじゃないかなと思います。
３年間京都に居て、近くにある宇治平等院すら何一
つ見学する事もなく修業が終わり、このまま家業に入
って良いものだろうかと考えました。それで １ 年半、
都ホテル大阪で働きました。メインは結婚式のウェー
ターでしたが、自分の結婚式には何も役に立ちません
でした。一番の思い出は、五木ひろしと和由布子の婚
約発表の会場整理をした事です。まじかで和由布子さ
んを見て「随分きれいな人だな」と思いました。結婚
式は土日が殆どなので、平日は経理の学校に通いまし
た。簿記の資格などの取得と同時に、 １８～１９ 才の若者
と一緒に楽しく学び遊んで、良い経験をさせてもらっ
たと思っています。
４年半の修業を終えて １９８８ 年 １１ 月に赤城興産㈱に
入社しました。当時はガソリンスタンドを ７ 店舗営業
していましたが、その後、法改正に伴ってガソリンマ
ージンの減少 、エコカー等の普及により出荷量の減少 、
地下タンクの ４０ 年問題で設備費の負荷など、大変な時
代を迎えています。現在、大間々のスタンドをセルフ
に改造しており、 ６ 月の初旬にオープンを予定してい
ます。何とか次の世代までは、事業を継続して行きた
いと思っています。
次ページに続く

理事会報告 ４月１０日
１．田中信介君転勤による退会願い受理。
２．桐生赤城ＲＣ合同ロータリーデーと合同夜間例会決算
承認
３．春の家族会バス旅行決算承認。
４．群響創立７０周年記念事業支援金は本部費より拠出。
５．桐生市マーチングフェスティバル後援は例年同様行う。
６．東花桃1万本プロジェクトに支援金を贈呈する。
《 次 例 会 予告》
４ 月 ２ ４ 日 (金 )
早朝健康診断
ＡＭ７：００～、 桐生メディカルセンター
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次に私のボランティア活動についてお話しします。
民生委員を引き受けて ８ 年目になります。この役を引
き受けたのは、区長さんから話があり、大した仕事は
無いからと言う事で、あっさり受けてしまいました。
蓋を開けてみたら大違いです。月に多い時で １５ 日、少
ない月で ７～８ 日、お年寄りの家を廻ったり、行政との
連絡など色々な仕事があります。引き受けたからには
民生委員の定年年齢の ７５歳まで、あと ２０年はやり続け
ようと目標を持って取り組んでいます。
仕事も民生委員も大変ですが、皆様にもご協力頂き
ながら頑張って参りたいと思いますので、今後共、宜
しくお願い致します。

RI第2840地区第29回

『日本の手漉和紙』 について
「和紙：日本の手漉和紙
技術」が、ユネスコ無形文
化遺産に正式に登録されま
した。(Ｈ26年11月)
大変喜ばしいことです。
それらは「石州半紙」島根県浜田市、
「本美濃紙」岐阜県美濃市 、「細川紙」 埼玉県小川町･東秩父村の
３つの手漉和紙技術です。
和紙は、楮(こうぞ)の繊維を原料としております。こ
れらのコミュニティの住民の多くが、楮の栽培から
手漉きによる和紙の技術指導、和紙の国内外での促
進に向けた新しい製品の創作など、この工芸技術の
存続に大きな役割を担っております。
今回の登録は、日本の素晴らしい伝統文化である
「和紙」が世界的にも評価された事を表すものであ
り、国内においても「和紙」の文化的価値が広く認
識されるとともに、各地における振興・継承の取組
が一層促進され、日本文化の発展と地方創生につな
がることと思います。
私の友人に手漉和紙の世界に飛び込んだ人が居ま
す。しびれるような冷たい水の中、職人さん達は早
朝から毎日何時間も作業をし続けるといいます。美
しく強い和紙は手間を掛けないと生まれないのです。
大変さは覚悟の上、しかもいいものを作っても、コ
ストの安い製品に敵わず、思い通りに売れないのが
現実だと思います。
実際に手にとって見せてもらって感じるのですが、
手漉きの和紙とそうでないものとでは、やはり全く
違います。
或る人は、和紙に関するものを求める時は手漉き
のものを探すようにしているそうです。例えば便箋
や封筒など相手に差し上げるものは、特に、渡して
しまうものだからこそ良いものを選んでしまうとの
事です。
紙は茶の湯にとっても欠かせない存在です。懐紙
や扇子、奉書紙、掛物、茶室の腰張、障子、襖。
良い素材を用いて手間を惜しまず作られた物は、
時を経るほど風合いが増すものです。何かを選択す
る際は、ちょっと立ち止まり、そのものが生まれた
背景から、行く末まで思いを馳せてみては如何でし
ょうか。
桐生西ＲＣ茶の湯クラブ

養護老人ホーム

高津戸荘観桜会

を共催

第４１回となる
高津戸荘観桜 会
が、当クラブの
共催で、４月８日
(水)午後 １ 時 ３０
分から、高津戸
荘集会室で行わ
れました。
当クラブから、
向田靖会長と奉仕プロジェクト委員長の霜村年勇君、
そして高津戸荘の理事を務める星野幸男パスト会長が
出席しました。
この日は花冷えのするお天気でしたが、地元県議会
議員さんご臨席のもと、有志の方の歌や踊りが披露さ
れ、利用
者の皆さ
んもカラ
オケを楽
しまれる
などして
賑やかに
開催され
ました。

あ す か セ レ モ ㈱
代表取締役

茶の湯研修会 に参加

満開の桜もそろそろ散り始めた４月１１日(土)、午前
１１時から午後１時まで、太田市木崎駅近くの東国花の
寺『常楽寺』に於いて、当地区茶の湯研修会が開催さ
れた。
当日は、竹内
正幸ガバナーを
始め、地区内各
クラブから２８
名のロータリア
ンが参加して、
日本の伝統文化
である茶の湯について学んだ。
常楽寺は花の寺と言われるように、種々な花が咲き
誇って居り、桜の他に、特に印象に残ったのは利休梅
という白い清純な花をつけた木々であった。また、錦
鯉の泳ぐ池を配した庭園も風情があり、立派であった。
研修会前半は、いつもように地区茶の湯倶楽部代表
世話人の森田均パストガバナーより、茶の湯寸話「利
休の実像に迫る」という演題で、茶の湯の祖である利
休について、詳しく説明して戴いた。
後半の茶席では、太田ＲＣファミリー･裏千家の山口宗
陽氏が席主を務められ、茶の湯倶楽部世話人の方々の
心のこもったおもてなしにより、和やかな中に一服の
お茶を頂き、親交を深めながら楽しむことが出来た。
当クラブからは、星野幸男・正田惠一・七五三木正
・金子福松各会員の４名が参加した。
（金子記）

正 田 惠 一

みどり市笠懸町阿左美3348-20
℡０２７７－７６－０２２２
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