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コーチ

田邊

淳様

福島賢一君
この度、私の個人的な事情で退会
させて頂く事になりました。先般の
市議会選挙の際は、会員皆様の温か
いご支援により３期目の当選を果たすことが出来ま
した。ありがとうございました。今後も、桐生市発
展と地域活性の為に一生懸命頑張って参る所存です 。
平成 ２２ 年に入会させて頂き、ロータリーでの経験
は私の貴重な財産となりました。諸事情により非常
に出席率が悪く心苦しく思っておりました。結びに
桐生西ＲＣの益々のご発展を心よりお祈り申し上げ
ます。
◆新会員入会式
うらの ゆきこ

浦野幸子さんのご挨拶：
５ 月 ８ 日の新会員オリエンテーションにオブザー
バー参加させて頂き、皆様から大変なご厚情に預
かりまして、ありがとうございました。その熱い
思いに惹かれて入会させて頂く事になりました。
まだ若輩者ですが、いろいろご指導頂いて、ロー
タリーの精神に従って全うしたいと思っておりま
す。今後共、宜しくお願い致します。
向田 靖 会長の歓迎のご挨拶：
今年度 １５ 人目の新会員さんで、女性会員は ４ 名
となりました。大歓迎しております。クラブの雰
囲気に早く慣れて頂きまして、活発に活動して頂
きたいと思います。本日はご入会、誠におめでと
うございます。
◆事業所落成祝い
山同輝和君
事業所 :赤城興産㈱
大間々町ベイ
シア前の出光の
ガソリンスタン
ドを、セルフの
２４ 時間営業に致しました。 ６ 月 １日から仮オープンし
て 、本日からオープンキャンペーンを行っています 。
お近くにお越しの際は、是非お寄り下さい。
◆会長報告
向田会長
１．今年度も最終月に入り、通常例会も本日と来週の
例会のみとなりました。竹内ガバナー事務所から先
日メールが届き、寄付数値目標達成に向けて、各ク
ラブ頑張って頂きたいとの事です。ロータリー財団
年次寄付一人 150＄、ポリオプラス寄付一人 20＄、米
山は一人 16,000 円です。米山の方は、お陰様で既に
地区目標額を上回っておりますが、ロータリー財団
の方は達成できておりません。次週の例会までに、
未だ目標額を達成されていない方は、宜しくお願い
致します。

浦 野 幸 子さん
㈱孫の手･ぐんま
代表取締役
職業分類：介護事業
推薦者：
野田真一郎君
野田真一郎君より浦野幸子さんの紹介：
浦野さんはみどり市笠懸町にお住まいで、ご出
身は福島です。ご結婚 ２０ 年目で １９ 歳のお子様がい
らっしゃいます。理学療法士で、孫の手ぐんまの
代表取締役の他、群大医学部保健学科理学療法学
科の非常勤講師や群馬県理学療法士協会地域局健
康福祉部部長も務められています。恵愛堂病院さ
ん他幾つかの医療機関で経験を積まれた後、㈲ハ
ッピーラブハッピーを開設され、介護支援専門員
の資格も取得されて、現在に至っております。
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桐生西ロータリークラブ
◆幹事報告
横塚幹事
◇本日例会終了後１Ｆにて理事会を行います。
◇ロータリーの友６月号を配布致しました。
◇生方ガバナー年度の会員必携を配布致しました。
(近藤年度情報集会に欠席された方へ)
◇ガバナー月信６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.550を15部頂きました。
◇ 樹徳高校より百周年記念式典のお礼状が届いています。
◇群馬県自閉症協会より会報他が届いています。
◇例会変更のお知らせ
伊勢崎南ＲＣ 6/19､6/30(休)
前橋東ＲＣ 6/25
前橋南ＲＣ 6/10(休)､6/17､6/24 安中ＲＣ 6/23､6/30(休)
富岡かぶらＲＣ 6/7､6/23､6/30(休) 富岡ＲＣ 6/17
◇クラブ会報が到着しています
桐生ＲＣ 5/18･25
桐生南ＲＣ 5/20､5/27
桐生赤城ＲＣ 5/26
◆食事メニュー
１０８５キロカロリー
切干し大根､厚揚げと桜海老キャベツのカレー風味､白飯､
マカロニサラダ､香の物､牛肉と根菜のスープ､梅酒ゼリー
◆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 ６４ 名（免除者 ９ 名の内 ４ 名出席の為 ５ 名を除く）
出席率対象者 ５９ 名、
出席率対象者出席人数 ４７ 名
欠席者 １２名(内前メイク ７名)
出席率 ９１.５３％
前々例会修正出席率８９.６６％
（最終欠席者６名）
□拠金委員会
◇ニコニコＢＯＸ
舩戸ニコニコＢＯＸ担当
ワイルドナイツ田邊コーチ､卓話ありがとうございます
花房君､横塚君､霜村君､栗原 (幸)君､
下井田君､阿部君､正田君､小林(聡)君
浦野さんご入会おめでとうございます
向田君､前原君､正田君､天沼君､髙森君
Well come 浦野さん
野村君
情報集会お世話になりました
近藤君
今月もよろしくお願いします
河内君
◇ロータリー財団
早川拠金委員
ワイルドナイツ田邊コーチ､卓話楽しみです
向田君､横塚君､阿部君､正田君､天沼君､近藤君
浦野さんの入会を歓迎します
野田君､正田君､花房君､塚本君
山同さん､おめでとうございます
野村君
今月もよろしくお願いします
河内君
福島さんの増々のご活躍が楽しみです
下井田君
来週せがれの結婚式です
栗原 (幸)君
◇米山ＢＯＸ
七五三木米山奨学担当
ワイルドナイツ田邊コーチ､卓話宜しくお願いします
横塚君､阿部君､正田君､髙森君
浦野さんご入会おめでとうございます
正田君､天沼君､近藤君､栗原 (幸)君､塚本君
山同さん事業所落成おめでとうございます
向田君
今年度最後のドネーションです
野村君
通常例会が残り１回です
花房君
今月もよろしくお願いします
河内君

卓

話
パナソニック ワイルドナイツ
バックスコーチ

田邊 淳様

「ラグビーについて」
私は １９７８ 年 ６ 月 ２５ 日に奈良県で生まれました。中学
卒業後、ニュージーランド･クライストチャーチのシャ
ーリーボーイズ高校に留学し、大学はカンタベリー大
学を卒業しました。その後、大橋巨泉のお土産屋さん
で働きながらアマチュアでラグビーをしていましたが 、
４年前の大地震でそのお店は完全に無くなってしまい
ました。その時、直接、ワイルドナイツの監督さんか
ら「 うちでラグビーをしないか 」と電話を頂きました 。
永住権もとりずっとニュージーランドに住むと決めた
矢先にその話を頂いて、急遽帰国して、当初は選手と
して、今はコーチとして現在に至っております。
ニュージーランドは一日を世界で一番早く迎える国
です。ですから ２０００ 年 １ 月 １ 日はコンピューターがど
うなるだろうかと、とても注目を集めた所です。私は
そこに ９ 年居ました。日本と時差は ３～４ 時間程ですが
直行便でも １１ 時間程掛かります。面積はほゞ変わりま
せんが、人口は ４４０ 万人位です。英国の領土ですので
殆どが白人です 。原住民のマオリ族は １５ ％を占めます 。
ラグビー王国と呼ばれるニュージーランドですが、
実は今、サッカーの方が人気があります。ラグビー人
口は １４ 万人（日本は約 １２ 万人）です。日本にもたくさ
ん選手が来ています。ニュージーランドの代表的なラ
グビーチーム「オールブラックス」は、世界で圧倒的
に強いチームです。 ５２６ 戦 ４０２ 勝 １０５ 敗 １９ 引分、勝率
７６ ％です。でもワールドカップになると極端に勝てな
くなり勝率 ２８ ％です。それより悪いのが日本で、未だ
ワールドカップで一度も勝ったことがありません。 ９５
年の大会ではオールブラックス相手に １４５ 対 １７ と、か
つて無い程の大差で負けました。
今年の ９～１０ 月に、ワールドカップがイングランド
で開催されます。ラグビー日本代表ヘッドコーチのエ
ディー･ジョーンズ(豪)は、独特な戦術をするので注目
されています。そしてもう一つ、 ２０１６年のスーパーラ
グビーに日本のチームが参戦します。更にその次のワ
ールドカップが ２０１９ 年に日本で開催されます。この近
くでは熊谷も会場の一つになっています。ラグビーの
ワールドカップは、オリンピックとサッカーワールド
カップと並ぶ世界 ３ 大スポーツイベントの１つと言わ
れていますが、何故ラグビーが日本では余り人気が無
いのでしょうか？ それは勝てないからです。
今、スーパーラグビーに参戦する日本のチーム名を
募集中です。このスーパーラグビーは、現在、オース
トラリア・ニュージーランド・南アフリカから各 ５ チ
ーム、計 １５ チームで行われいます。そして、いよいよ
来年から日本が割って入る事になりました。
現在建築で揉めている新国立競技場のこけら落とし
が 、２０１９ 年のラグビーワールドカップになっています 。
日本のラグビーが今求めているものは、多くのイン
ターナショナルの選手を輩出する事、国外で活躍でき
る選手を育成する事です。
現役時代は両手首骨折や靭帯断裂など色々な事があ
りました 。それを乗り越えて今があるのは 、何より「 仲
間を大事にすること」と 、「人生万事塞翁が馬 」、この
事を信じて前向きに取り組んで来たからだと思います 。
皆様 、今後もラグビーの応援を宜しくお願いします 。

理事会報告 ６月５日
１．新会員･浦野幸子さんはクラブ運営委員会所属とする。
２．新会員推薦書（２名）を受理する。
３．フィリピンのGGプロジェクトのクラブ拠出金は、忘年家
族会の募金と景品売上金より拠出する。
４．予算執行状況の確認と決算承認理事会の開催日時承認
《 次 例 会 予告》
６ 月 １ ９ 日 (金 )
さよなら例会
点鐘 ＰＭ６:３０、 会場 伊香保温泉「ホテル松本楼」
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