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新入会員紹介

＜館林ロータリークラブ＞

栗原 秀之

  

入会年月日 ２００１．７．１３

  

生年月日 １９５４（Ｓ２９）１０．２８

  

職業分類 機械工業
  

推薦者 神田 静一

 青山 守治

自己紹介

 今回、館林ロータリークラブに入会させて頂くことになりました、栗原秀之です。 
ロータリーの、基本理念をよく理解し、館林ロータリークラブ飯村会長の基本運営に沿って、
活動して行く次第です。 
又、職業が外資系自動車部品メーカーの部品を製造している会社ですので、国際親善にも
参加出来たらと思っている次第です。 
これからも、どうぞよろしくお願い致します。
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■「ポール・ハリスの月桂樹・４世」高崎に植樹
 

 
高崎北ロータリークラブ・直前幹事

 稲川 庫太郎
 
 

 去る５月３１日（木）、高崎市長臨席のもとに、高崎市内６ロータリークラブの関係者によってポ
ール・ハリスの月桂樹・４世が高崎市・文化会舘敷地内に植樹され、記念碑の除幕が行われま
した。 

 ポール・ハリスは、世界各国に記念植樹をすることによって、その枝葉が全世界に繁茂するよ
うに、ロータリーの精神も広く繁栄することを夢見ていましたが、日本においては１９３５年（昭和
１０年）に彼が来日した際、帝国ホテルの中庭で月桂樹の記念植樹が行われ、東京ＲＣがこの
「ポール・ハリスの月桂樹・１世」を管理していました。 
 その後、次第に戦時色が強まり、折角の記念樹も第二次大戦中は全く手入れをされずに放置
され、病虫害で枯死寸前になっていたといわれます。戦後、数奇な運命をたどって「ポール・ハリ
スの月桂樹・２世」が生き残り、その枝が桐生ＲＣの熱意によって東京ＲＣから寄贈され、その挿
し木が桐生ＲＣの手で活着し、日本でも数少ない、由緒正しい「ポール・ハリスの月桂樹・３世」と
して桐生倶楽部の庭に保存されています。 
 １９９５年１１月、重田パストガパナーが桐生ＲＣを公式訪問した際に、同クラブから挿し木によ
る「ポール・ハリスの月桂樹・４世」を高崎北ＲＣに寄贈する話が出ましたが、幼木では活着が危
ぶまれたため、数年間は桐生で養育してもらうことになっていました。 
 ２１世紀という節目を迎え、「ポール・ハリスの月桂樹・４世」を高崎に移植するのには今年が
最もふさわしい時期であると思われ、またこの記念樹の移植事業を一層有意義なものにするた
め、このイベントを広く高崎市内・全ロータリークラブの共同事業とすることになり、高崎市当局
と桐生ＲＣの協力によって、この度の記念植樹が実現したものであります。 
 この月桂樹は、まだ１メートル程の幼木でありますが、やがてポール・ハリスの志のように雄々
しく成長することでしょう。ロータリーの原点に立ち返ることが強く求められている昨今、この新ロ
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ータリー名所の誕生は高崎市内のロータリアンぱかりでなく、ここを訪れる総てのロータリアンに
ポール・ハリスの精神を伝える良き心の糧となることが期待されます。

 
 
新入会員紹介

 
   

■桐生赤城ロータリークラブ

星野 富美子

  

入会年月日 2001.7.10

生年月日 1928.10.21

職業 一般内科医師

 星野内科医院 院長

推薦者 町田 裕一

 
 

自己紹介
 

この度 桐生赤城ロータリークラブに入会させて頂きました 
星野富美子です。今まで全く男性社会のロータリークラブよりお誘い
いただきました事大変光栄に存じます。私は、職業柄常に奉仕の心で
日々診療に携わってきたつもりですが、 
これからの人生，更に社会のためお役に立てたらと思っております。 
園田会長をはじめ先輩の皆様、ご指導宜しくお願い致します。 

 
 
新入会員紹介

 
   

■桐生赤城ロータリークラブ

田村 浩道

  

入会年月日 2001.7.24

生年月日 1964.12.20

職業 第2種社会福祉事業 
    （保育事業）

 
社会福祉法人雲祥会 
      理事長

上の台保育園 園長

推薦者 新井 清一

 
 

自己紹介
 

この度 桐生赤城ロータリークラブのご推薦を賜り、入会させて頂きました田
村浩道です。ロータリーの基本理念をよく理解し、園田徳司会長の基本運
営に沿って活動していく所存です。浅学非才にして若輩者ではございますが 
どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
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新入会員紹介

 
   

■桐生赤城ロータリークラブ

須永 聡介

  

入会年月日 2001.7.24

生年月日 1974.2.20

職業 プロパンガス販売

 （株）スナガ 取締役

推薦者 星野 哲夫

 
 

自己紹介
 

今回桐生赤城ロータリークラブに入会させて頂くことになりました  
須永聡介です。年齢27歳とまだ若く未熟者ではありますが、皆様に一
つ一つご指導を頂きながら、活動していきたいと思っております。 
私の職業は主に液化石油ガスの卸売業と小売業です。今の仕事に付い
てから丁度2年が経ちました。私は知識・経験に乏しく、どのような事
でお役に立てるか解りませんが、まずは早く慣れるよう頑張りますの
で、宜しくお願い致します。 

 

古屋 国太郎（前橋東ＲＣ）
2001年8月23日 逝去 （76歳）

 

4/43 ページクラブ便り他



1977年7月07日 入会
1982年～1983年度 会長
1991年～1992年度 群馬第一分区代理
1993年11月 新クラブ設立（前橋中央ＲＣ）

結成準備会特別代表
べネファクター
ポールハリスフェロー 
米山功労者 
古屋計理事務所所長 

 
 

茶の湯倶楽部報告
 
 

 第２８４０地区（群馬県）発足の年、地区大会の講師に裏千家御家元をお招きした
事を機会に茶の湯倶楽部を発足し、関口ガバナー事務所を中心に第１回１月２８日
桐生地区にて第２６６０地区の茶の湯同好会の佐伯氏を講師に５０名、第２回は淡交
会へのお礼を兼ねて淡交会群馬支部長を講師に３０名にて実施された。 
 両会ともにガバナー自身が主客として出席し茶の湯のロータリー活動への必要性
を認識した。 
 しかし本倶楽部の主旨及び広報不足又地区での距離の問題などこれから改め進
む課題は大きく、次年度清ガバナー事務所への引継以降漸時進む必要がある。
 
 

  

 
 

ＲＩＤ２８４０

茶の湯への関心度調査報告
 

平成13年7月31日
関口ガバナー事務所

茶の湯倶楽部
 

記
 
 
結果は別表の如くである

  
（１） 広報・趣旨説明不足が大きな要因ではあるが45クラブ中17クラブが1人も関

心がないという事はロータリー活動にとってさみしい事である。
  

（２） 地区・距離・趣旨など多々問題はあるが少なくとも162名（6．5％）のメンバー
が必要性を感じて戴いた事は大切である。
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 RC 人員 関心あり 経験者

第
一
分
区

前    橋 104 18 1裏

前 橋 西 78 9 1江

前 橋 東 77 15 2表1武

前 橋 北 66 9 4大日本

前 橋 南 54   

前 橋 中 央 42 13 4江1裏1武

第
二
分
区

桐    生 76   

伊 勢 崎 77 3 1大日本

桐 生 南 59 4  

群 馬 境 50 11 1表

桐 生 西 71   

伊勢崎中央 76 1  

伊 勢 崎 南 46   

桐 生 中 央 43   

伊 勢 崎 東 45 1  

桐 生 赤 城 39 4 1表1武

第
三
分
区

高    崎 86   

高 崎 南 70   

富    岡 60 1  

藤    岡 63   

安    中 36 1 1表

高 崎 北 71   

藤 岡 北 23 3  

高 崎 東 64   

富 岡 中 央 52 5 1表

高崎シンフオニー 56   

碓 氷 安 中 33 9 1表

高崎セントラル 41   

第
四
分
区

太    田 99 15 1表2裏

館    林 60 3  

大    泉 54   

太 田 西 36 2  

太 田 南 64   

館 林 西 27   

新    田 42 5  

館 林 東 33 2 1表

太 田 中 央 36 5   

館林ミレニアム 30   

第
五
分
区

渋    川 86 15 1裏2表

沼     田 65   

草    津 31   

水    上 17   

中 之 条 33   

沼 田 中 央 68   

渋川みどり 47 8 1裏

計 2486 162 30
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■ロータリー入会にあたって（自己紹介）

 
前橋ロータリークラブ

浅見 貞良
推薦者：曽我 隆一

 
 この度、前橋ロータリークラブに入会させて頂きました浅見貞良であ
ります。 
 仕事は、セキュリティーサービスで、危機管理サービスをしていま
す。私は、この会社へ入社する前、群馬県警察へ４０年勤め、かっては
公務で危機管理の仕事に取組み、社会と個人の安全に係わって参りまし
たが、その本質は、大変複雑、困難かつ、怪奇で終わりのなき永遠の問
題、闘いと認識しています。 
そうした連続の折々で各ロータリークラブから温かいご理解、ご奉仕な
どを頂き警察行政の展開に強い力を得たこと数々がありましたが、二つの例をあげま
す。 
 最初は、平成３年春、２年間の警察庁勤務から伊勢崎警察署長に赴任したとき伊勢崎
中央ロータリークラブから「卓話」の光栄を与えられ、機動隊長として体験した昭和６
０年８月発生の「日航機墜落事故事件」の現場活動と感動した市民援助の一端を披露し
ました。 
 しかし、この種の話は、自然災害と異なり大きな犠牲と悲劇また怨念が常にある上で
の活動で、自慢話と受取られてはいけない。公人の任務遂行の範疇、再び人前ですべき
でないと誓いました。拙ない卓話ではありましたが、この機会によりお陰様で多くの有
識者の方々と交流が得られ力となり、私にとりましては大変に有意義でありました。 
 更に、平成８年１０月高崎警察署長時代には、高崎南ロータリークラブ国際奉仕委員
会のお世話でオーストラリアからの教師、警察官、看護婦のグループ・スタディー・イ
クスチェンジ・チーム５人の訪問を受け、特に若い英語堪能な署員を中心に大いに国際
親善を深めることが出来たうえ、有意義な各情報交換の場ともなりました。かっては、
奉仕、交流を頂く立場でありましたが、縁あってこれからは、いちロータリアンとして
そのシンボルマークにある相互扶助のギアの心を心として留めることなく、先ずはロー
ギアから前進して参るつもりであります。ご指導ください。
 

 

 

新入会員紹介
 

   

■前橋ロータリークラブ

原 康雄

  

入会年月日 2001.7.24

生年月日 1947.10.22

職業分類 冠婚葬祭

 

推薦者 前田 勇

 
 

自己紹介

 

 今度、前橋ロータリークラブに入会させて頂くことになりました、原 
康雄です。 
 東京府中ロータリークラブ以来、３年ぶり２度目の入会となります。 
 職業は、冠婚、葬祭事業を主軸とする互助会形態の会社です。 
 新会員として、先ずは「出席」に注力し、且つ新しいロータリー活動
に心かけたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。 
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■ロータリー入会にあたって（自己紹介）

 
東京電力（株）群馬支店長

古澤 英明
推薦者：曽我 隆一

 
 生まれも育ちも東京で、新宿区の早稲田に自宅がありま
す。 
 
 昭和４５年に入社し、以来営業部門に長く携わっており
ますが、現在の行政改革のはしりである臨時行政調査会
（土光敏夫会長 昭５６～５８）で仕事をしたこともあり
ます。  
 
 近年では、横浜駅周辺の繁華街や、開発途上のみなとみ
らい２１地区などを受け持つ営業所の所長、その後、本店
で地域冷暖房（県内では高崎市で市庁舎へ供給していま
す）や電気温水器・ＩＨクッキングヒーターなどの家庭用電化を担当する部長を経験し
ています。
 
 直前は、隣の福島県の会津若松市にある猪苗代電力所で、猪苗代湖などの水による水
力発電を担当していました。それと、浜通り地域の原子力発電所で発生した電気を首都
圏へ（群馬県へも）送電する仕事も担務していました。
 
 会津では、酒、そば、ラーメンを味わうとともに、５０余りの温泉にもたっぷり入っ
て来ました。古寺や仏像も楽しんで来ました。
 

ちなみに、古寺巡りが趣味でありますが、百観音参り（西国三十三所、坂東三十三
所、秩父三十四所）の他、各地の札所巡りをやっております。会津三十三観音の御朱印
の掛軸が会津の記念品でありますが、群馬でも、数多くの寺院と温泉へ行ってみたいと
思っております。 
 

曽我隆一会長のご紹介をいただき、入会させていただきました。ロータリー歴は横浜
西ＲＣ（３年間）、会津若松ＲＣ（２年間）で、今回が３クラブ目であります。歴史と
伝統のある前橋ＲＣで、ロータリーライフを楽しみたいと思っておりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。 

 
 
■ロータリー入会にあたって（自己紹介）

 
太田ロータリークラブ

五十嵐 隆
推薦者：北村 彪

 

平成１３年６月１日ＪＴＢツアーズ太田支店（旧名日本交通公社）に転
勤してまいりました五十嵐 隆でございます。 
平成１３年７月１日より歴史と伝統のある太田ロータリークラブに入会
できたことを大変光栄に思っております。大変有難うございます。 
今回始めてのロータリークラブの入会でございます。 
わからない事ばかりですがご指導を、ご鞭撻を宜しくお願いいたしま
す。 

  
１．名前：五十嵐 隆

  
２．出身地：群馬県佐波郡境町伊与久２６３８

  
３．生年月日：昭和２９年４月２２日（４７歳）
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ＪＴＢ（旧名日本交通公社）入社は、昭和４８年４月１日です。 
渋谷、高崎、熊谷、団体旅行埼玉（大宮）、太田支店、５番目の支店になります。おも
に２５年間、団体旅行を専門に営業担当しており最後の２年４ケ月間は、団体旅行埼
玉支店にて副支店長兼業務課長で支店経営と経理を担当しておりました。 
約２７年の仕事の中で最近特に感じる事は、基本は、「信頼」であること。（１件の事
故が会社の信頼を失墜する。） 
特に弊社は、形のない商品を販売しており、お客様より信頼を得ることが大変大切で
ある。 
守る約束広がる信頼、１枚の切符を基本にお客様と長いお付合いをする事の大切さ
を痛感いたしております。 
これからも信頼を第一にロータリーの会員として「人道的な奉仕を行い、あらゆる職
業において高度の道徳的水準を守ることを奨励し、かつ世界における親善と平和の
確立に寄与する」ことを基本に努力をして行きたいと思います。 
宜しくお願いいたします。 

  
４．家族：母と妻、子供４人 

（７人家族です。最近では、子供４人は、大変めずらしいかと思いますが
近所でも大変有名でございます。最後は、長男です。勝負でした） 

  
５．趣味：旅行、ゴルフ

  
６．好きな言葉：信頼、人生勝負。

  

 

 
 
新入会員紹介

 
   

■新田ロータリークラブ

栗林 政弘

  

入会年月日 2001.7.1

生年月日 1955.1.17

職業分類 食材調理、販売

 

推薦者 須永 栄一

 
 

自己紹介
 

 こんにちは、今回新田ロータリークラブに入会させていただくことに
なりました、栗林政弘です。 
私自身ロータリーの活動内容は、よく知りませんが、会長及び諸先輩の
ご指導の上ロータリーの基本理念、行動内容をよく理解し新田ロータリ
ーの一員として活動して行くつもりです。 
又、職業は業務用食材卸、委託給食、弁当を行っている会社です。 
現在お世話になっている顧客が全国各地に位置している為、私自身も各
地に飛び回っている現状です。 
そのため例会及び各部会などの出席がなかなか日時が合わずご迷惑をお
掛けしておりますが、新田ロータリーの一員として頑張りますので、宜
しくお願いいたします。 
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 村岡 正芳（桐生西ロータリークラブ）
 

２００１年 ８月２８日 逝去（享年６８歳）

１９７７年 ３月２５日 桐生西ＲＣ入会

１９９３年 ４月１９日 ポールハリスフェロー

１９９７～１９９８年度 会長

１９９９年１２月 米山ファンドフェロー

  

（有）染色工芸中乃屋 代表取締役

職業分類 繊維製品加工

生年月日 昭和７年１１月５日

   
   

 鈴木 隆（太田ロータリークラブ）
 

２００１年 ９月 １日 逝去（享年７７歳）

１９６５年 ３月 ９日 太田ＲＣ入会

１９８６年１１月３０日 転勤の為退会

１９８９年 ７月２０日 再入会

１９７９～１９８０年度 会長

１９８４年 ８月 ポールハリスフェロー

１９９８年 ８月 米山功労者

  

エルテック（株） 顧問

  
  

 北爪 謙次（前橋西ロータリークラブ）
 

２００１年 ９月 ７日 逝去（享年９１歳）

１９７０年 ５月２２日 前橋西ＲＣ入会

１９８６～１９８７年度 副会長

米山ファンドフェロー  

Ｒ財団マルチプルＰＨＦ   

  

  

   

（株）希彰堂 取締役会長

   
   

 稲垣 正二郎（前橋東ロータリークラブ）
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２００１年 ９月１６日 逝去（享年６９歳）

１９８５年 ８月２２日 前橋東ＲＣ入会

１９９４～１９９５年度 会長

ベネファクター  

   

１９９７年 ６月２８日 前橋プロバスクラブ設立 
設立発起人

１９９７年より現在 前橋プロバスクラブ 
        事務局長

  

（株）稲垣組 代表取締役

 
 
新入会員紹介

 
   

■大泉ロータリークラブ

新井 典夫

  

入会年月日 2001.7.1

生年月日 1953.11.14

勤務先 （有）新井金属工業

職業分類 自動車部品組み立て

推薦者 槻岡 道夫

 
 

自己紹介
 

このたび大泉ロータリークラブに入会致しました新井でございます。 
私の父が元ライオンズマンであった為、ロータリークラブに入会するとは思っ
ておりませんでした。 
しかし、縁あってこの伝統と歴史のあるロータリークラブに入会させて頂き、
非常に光栄に思っております。 
ロータリーの綱領や、四つのテストを念頭に入れ 
”焦らず” ”奢らず” ”気取らず” 
自分のできるところから一生懸命努力し、また協力していきたいと思っており
ます。 
今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

 
 
新入会員紹介

 
   

■前橋北ロータリークラブ

近藤 孝一

  

入会年月日 2001.10.1

生年月日 1949.7.1

職業 （株）藤栄住宅 

11/43 ページクラブ便り他



    代表取締役

推薦者 小山 清

 
 

自己紹介
 

この度、前橋北ロータリークラブに入会させて頂く事になりました、近藤孝一
です。未だ未熟者ではありますが、皆様に御指導を頂きながら一生懸命活動
して行きたいと思っております。 
私の職業は、建築不動産業ですが、主にログハウスの販売施工を行っており
ます。赤城山麓に「ログハウス展示場」を開設しておりますので近くにおいで
の節は是非お立ち寄り下さい。 

 
 
新入会員紹介

 
   

■桐生赤城ロータリークラブ
喜多 定雄

  
入会年月日 2001.10.2

生年月日 昭和29年8月29日
職業分類 コンピューター部品製造
会社名 サーキットシステムズ（株）
役職 代表取締役

推薦者 金子 孝和

 
 

自己紹介
 

はじめまして、今回赤城ロータリークラブに入会致しました、喜多定雄
です。 
私自身が、ロータリークラブに入会するとは、今まで夢にも思いません
でした。 
同級生でもある金子孝和君に、熱心に誘われまして入会した次第です。 
そんな状況でありますので、クラブの活動や内容など現時点では、全く
理解できておりませんが少しでも早く、ロータリアンの一員になれるよ
うに頑張ります。 
私の職業は、プリント基板の設計。組み立て。ハーネス。ソフト開発。
電子デバイスの調達販売などシステム一式を業務としております。 
少人数で活動しておりますので、時間的に十分な参加が出来るかどうか
不安です。 
分からない中考えていても、しょうがないのでとにかく頑張ってみま
す。 
宜しくお願い致します。 
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新入会員紹介
 

   

■桐生赤城ロータリークラブ

尾花 靖雄

  

入会年月日 2001.10.2

生年月日 昭和42年1月8日

職業分類 制御設計

会社名 システムイークリエイト

役職 代表

推薦者 園田 徳司

 
 

自己紹介

 

はじめまして、この度赤城ロータリークラブへご入会させていただくこ
とになりました、尾花靖雄です。 
よろしくお願いいたします。 
今回、ご入会させていただくまでロータリーに関してまったくの無知で
ありましたが、会長様をはじめ諸先輩方のご指導の元、自分のできると
ころから積極的に活動に参加し頑張っていきたいと思っております。ご
指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

 
 

 

 
 
 

 岩松 良伸（藤岡北ロータリークラブ）
 

２００１年 ９月２９日 逝去（享年６０歳）

１９９６年 ８月 １日 藤岡北ＲＣ入会

１９９９～２０００年度 幹事

２０００～２００１年度 副会長、会長エレクト

準ポールハリスフェロー

  

日本化薬フードテクノ（株） 代表取締役

   
   

 
 
■ＲＩＤ２８４０茶の湯倶楽部

 
茶の湯倶楽部総括世話人
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近藤 浩通（前橋東）
 
 ＲＩＤ２８４０茶の湯倶楽部第３回研修会が小春日和の冬桜と紅葉を楽しみ乍ら家和楽亭（藤岡
市）にて実施された。 
 清ガバナー・茂木幹事・第３分区ＡＧ一柳・３年幹事竹内氏他会長・幹事９名・経験者５名を含む
４０名の参加があり、担当幹事松岡氏の挨拶より始まり充実した研修会であった。 
 今回は、森田均（ガバナーノミニー・倶楽部世話人・渋川ＲＣ）を講師として基本的な茶の湯へ
の心構え及び抹茶と主菓子の戴き方につき、集中講義・実戦を行った。 
 次回は、平成１４年２月２３日（土）午後３時～７時（家和楽亭）とし、講師として友好のＲＩＤ２６６
０（大阪）より総括世話人である佐伯江南斎（武者小路筆頭教授）を招き、友好を深めるとともに
森田均氏による引継ぎの茶懐石研修を受け、お酒も入るので和やかな研修懇親会に成るべく世
話人一同が準備をしている。
 

 

 
■お抹茶とお菓子のいただき方

 
平成１３年１１月２７日

ＲＩＤ２８４０茶の湯倶楽部茶会

 渋川ロータリークラブ（裏千家）
世話人  森田 均

１．お抹茶（薄茶）のいただき方 
 

①お茶碗を右手でへり内に取り込み、次客との間に置く 
②次客に「お先に」と挨拶する 
③正面に右手で置き直す 
④「お手前、頂戴します」と亭主に挨拶する 
⑤右手で持ち上げ左手に乗せ、感謝を込めてお茶碗をおしいただく 
⑥右手で手前に１～２回まわして、正面をよける 
⑦両手（右手は横、左手は下）でお茶碗をしっかり支えていただく 
⑧飲み終わる時、「吸い切り」をする 
⑨飲み口を右手親指・人差し指で清め、指先を懐中の懐紙でふく 
⑩正面に戻す 
⑪へり外に出す 
⑫お茶碗を拝見する
 
＊両手をついて全体の形を拝見し、両肘を膝の上にのせて茶碗を両手にとり細
部を拝見し、終りにもう一度全体を拝見する。 

 
２．お菓子のいただき方（主菓子・菓子鉢の場合）
 

①亭主から「お菓子をどうぞ」と挨拶がある 
②「お菓子、頂戴します」と受け礼をする 
③次客に「お先に」と挨拶する 
④感謝を込めて菓子鉢を両手でおしいただく 
⑤懐紙を出して、輪（わさ）になる方を手前に置く 
⑥取り箸を右手で上から持って、左手を添えて割る 
⑦菓子鉢から（取りやすい）菓子をとる 
⑧懐紙の上に菓子をのせ、箸を左手で添えて、右手で上から持ちかえる 
⑨取り箸を懐紙左角で清める 
⑩取り箸を右手で菓子鉢に戻す 
⑪菓子鉢を両手で持ち上げて次客に送る 
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⑫懐紙ごと持ち上げて、菓子切りあるいは楊枝で切っていただく 
⑬食べ終わったら、懐紙で菓子切りあるいは楊枝を包んで懐に入れる
 
＊出された楊枝は、持ち帰ってよい 
＊干菓子の場合は、右手で（２種類の場合は向こう側から）とる後は主菓子と
同様

 
 
新入会員紹介

 
   

■前橋ロータリークラブ

小曾根 正春

  

入会年月日 2001.10.16

生年月日 1945.1.31

職業 株式会社群馬経済新聞社 
    代表取締役社長

推薦者 前田 勇

 
 

自己紹介
 

「新聞社らしくない新聞社づくり」 
 
 「ぐんま経済新聞」は、昭和５８年４月、全国初の都道府県単位の経済新聞とし
て創刊されました。県内の各企業の動きを、業種別・地域別に細かく伝えるという
編集方針で、幅広い読者からの支持を得て現在に至っています。 
 私が社長に就任したのは昭和６２年。友人であった創業者に請われて、「事業の
一部をお手伝いするという形なら」と引き継いだのが、そのまま今日に至っている
ような次第です。 
 社長に就任する前は、マスコミやメディアとはまったく畑違いの仕事でしたの
で、当初から“新聞社らしくない新聞社づくり”を手掛けてきました。「新聞社は
こうあるべきだ」という既成概念にはまったくとらわれていません。 
 来年は、創業２０周年を迎えます。ようやく成人式といったところでしょうか。
新聞社としてはまだまだ歴史も浅くこれからが正念場ですが、「いいものを作れば
企業は成り立つ」という基本姿勢を崩さないことが肝要だと考えています。 
 また「時代に乗り遅れない」ということも大切。ＩＴ不況などといわれています
が、直接コンピュータを取り扱っていない我々にとって、ＩＴはあくまでも道具の
一つ、道具である以上使う人間次第だと思います。当社でも遅ればせながら、社内
ＬＡＮによる情報共有やインターネットによる情報発信などの形を整え、より柔軟
に時代へ対応していけるよういろいろと模索しているところです。 
 ５年程前から継続的にネパールを訪問し、学校の水道設備やトイレの建設、また
教材の充実させるなどのボランティア活動を行っています。入会時の書類に記した
ように、私個人の趣味は「登山」と「カメラ」ですから、現地で目の当たりにした
ヒマラヤの勇壮さは感動そのもの、自ら撮影した写真が社内の随所に飾ってありま
す。是非とも一度お立ち寄りのうえご鑑賞（ご批評）ください。 

 

 
 
新入会員紹介

 
   

■桐生ロータリークラブ
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黛 敏夫
  
入会年月日 2001.10.15
生年月日 1952.5.17
職業分類 製造業

勤務先 株式会社 
  金門製作所北関東支店

役職 支店長

推薦者 塚越 平人

 
 

自己紹介
 

 はじめまして、この度桐生ロータリークラブに入会させて頂くことになりました、黛 敏夫です。 
 桐生瓦斯株式会社 塚越平人社長様の紹介により、群馬県内で最も伝統のあるこのクラブに
入会できたということは、私自身名誉に思っております。 
 私は、ガスメータ・水道メータの製造販売会社である株式会社 金門製作所北関東支店に勤務
しております。 
 主たる得意先は、都市ガス会社、ＬＰガス卸会社、ＬＰガス販売店、各市町村水道事業者様で
あり、その他空調機器等の販売も取り扱っておりますので、設備会社及び管材会社様も含まれ
ます。私共は群馬県、栃木県の２県を管轄しておりますので、今後とも皆様方と広範囲なお付合
いができると思いますので、宜しくお願い申し上げます。 

 

 
 
新入会員紹介

 
   

■高崎ロータリークラブ

深野 清一

  

入会年月日 2001.8.27

生年月日 1950.5.4

職業 株式会社深野衣裳店 
    代表取締役社長

推薦者 高井 敦夫

 
 

自己紹介
 

この度、高崎ロータリークラブに入会しました深野清一です。宜しくお願い致
します。 
人間の行為のなかで最も難しいのは、他人の為に生きるということではない
だろうか？少なくとも残念ながら私には出来そうもないことだ。だからこそ、そ
の為に骨身を惜しまない人を心から尊敬する。 
 私は、高崎ロータリークラブに入会して会員の皆様が社会に貢献する人々
であると認識しました。例えば難民救援活動、環境問題など・・・。と同時に私
の理想とする人間像の集まりであるということも認識しました。 
これからは、私もロータリークラブの一員として社会に貢献出来るよう頑張り
たいとおもいますのでご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。
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新入会員紹介

 
   

■前橋北ロータリークラブ

反町 なか子

  

入会年月日 2001.12.3

生年月日 1934.3.16

会社名 （株）ライム

役職 代表取締役社長

推薦者 牛込 信喜

 
 

自己紹介
 

 長い間、交通関係の奉仕活動をして居ました。こんなに年を取ってのロータリ
アンとは、少々恥ずかしいのですが、人間関係の和を大切にしながら、無理をし
ないで、さわやかに、頑張って行こうと思います。

 
 
新入会員紹介

 
   

■碓氷安中ロータリークラブ

斉藤 誠

  

入会年月日 2001.9.1

生年月日 1941.6.25

職業分類 運送業

会社名 安中運輸（株）

役職 代表取締役社長

推薦者 浜松 喜美雄

 
 

自己紹介
 

 皆様はじめまして、今回、碓氷安中ロータリークラブに入会した斉藤誠です。 
どうぞよろしくお願いいたします。 
生まれは東京、疎開先の青森から千葉に戻り、非鉄金属メーカーに入社後は長
崎、福島、東京、群馬と転々としてまいりました。安中には昭和４６～５１年に１回
勤務し、平成７年に再び転勤となり、２年前の平成１２年から同社の物流子会社
である当社に出向中であります。 
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物流業界もいかんともし難い長期にわたる景気低迷で、当社も厳しい状況に直
面しております。 
こうした中で、浜松さんより入会のお勧めがあり入会自体に迷いましたが、地域
社会の一員として何かができれば、との思いで入会させていただきました。 
入会後、日も浅くロータリークラブの理念も理解していないというのが正直なとこ
ろですが、皆様の御指導を頂戴し少しでもお役にたてればと思っております。 
よろしくお願いいたします。

 
 
新入会員紹介

 
   

■渋川ロータリークラブ

板倉 正和

  

入会年月日 2001.9.20

生年月日 1961.1.10

職業分類 建築

会社名 （株）渋川工務店

役職 専務取締役 

推薦者 寺島 順一

 
 

自己紹介
 

 この度、渋川ロータリークラブへ入会させて頂くことになりました板倉正和で
す。 
よろしくお願いいたします。 
 思えば、今から１５年前ローターアクトクラブの会員であった私は、ロータリーク
ラブの皆様に大変お世話になっておりました。そんな私がロータリークラブに入
会するとは夢にも思いませんでした。 
 私の職業は、建築、不動産業です。少人数で営業しておりますので、何かとご
迷惑をかけることもあると思いますが、一生懸命活動に参加して頑張って行きた
いと思いますのでよろしくお願いいたします。

 
 

 

 
 
 

 中澤 正朗（高崎北ロータリークラブ）
 

２００１年 １２月１３日 逝去（８０歳）

１９７２年 １月 １２日 高崎北ＲＣ入会

１９８４～１９８５年度 副会長

１９８７～１９８８年度 会長

ポールハリスフェロー

米山功労者  
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三益半導体工業（株） 代表取締役会長

   
   

 
 
新入会員紹介

 
   

■桐生赤城ロータリークラブ

坂田 一彦

  

入会年月日 平成13年12月18日

生年月日 昭和36年1月8日

職業分類 資材取付工事

推薦者 渡辺 幸男

 
 

自己紹介
 

 この度、桐生赤城ロータリークラブに入会させて頂くことになりました 
坂田一彦です。この様な会に入会するのは初めてで緊張と不安でいっぱい
です。 
まだまだ若輩者の私などがお役に立てるかわかりませんが、先輩方のご指
導を頂きながら一生懸命努めていく所存でおります。 
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

 
 
新入会員紹介

 
   

■前橋北ロータリークラブ

富岡 政明

  

入会年月日 2002年2月18日

生年月日 1955年10月12日

職業分類 社会保険労務士

勤務先 (有)富岡労務管理事務所
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役職 代表取締役

推薦者 田村 榮一

 
 

自己紹介
 

 この度、前橋北ロータリークラブへ入会させて頂くことになりました 
富岡政明です。 
 社会保険労務士、行政書士の仕事を行っております。 
ロータリークラブの活動を理解し、少しでも地域の為にお役に立てればと
思います。何かとご迷惑をかけることもあると思いますが、今後とも宜し
くお願い致します。

 
 
新入会員紹介

 
   

■渋川みどりロータリークラブ

須田 有作

  

入会年月日 2002年1月1日

生年月日 1948年2月26日

職業分類 土木事業

勤務先 ㈱ダイワ建設

役職 代表取締役

推薦者 田子 文明

 
 

自己紹介
 

 今回、渋川みどりロータリークラブに入会しました須田有作です。１年
ほど前から田子会長はじめ仲間の皆さんから入会を勧められていましたが
２００２年１月から入会を決意しました。仕事はもちろんのこと、皆さん
との親睦、仲間入りが楽しみです。仕事は土木・建築関連で大変厳しい時
期ですが公私ともに頑張りたいと思います。皆さん御厚誼のほどよろしく
お願いいたします。 

 
 
新入会員紹介

 
   

■渋川みどりロータリークラブ

荒井 信一
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入会年月日 2002年1月1日

生年月日 1937年9月2日

職業分類 郵便事業

勤務先 赤城三原田郵便局

役職 郵便局長

推薦者 田子 文明

 
 

自己紹介
 

 この度、渋川みどりロータリークラブヘ入会させて頂くことになりまし
た荒井信一です。宜しくお願い致します。 
 平成15年から国営による「新たな公社」となる、郵便局に勤務をしてお
ります。郵便事業の創業の理念は、仕事を通じて地域杜会のお客さまに奉
仕をすることですが、ロータリークラブの理念も同じとの、田子会長の薦
めで入会させて頂きました。 
 入会後、日も浅いため何も解りませんが、先輩皆様方のご指導を頂きな
がら、一生懸命頑張って行きたいと思いますので宜しくお願い致します。

 
 
新入会員紹介

 
   

■桐生赤城ロータリークラブ

今井 譲

  

入会年月日 2002年1月29日

生年月日 1968年6月1日

職業分類 自動車部品組立

推薦者 園田 徳司

 
 

自己紹介
 

 はじめまして。 
この度、桐生赤城ロータリークラブに入会させて頂く事になりました、今
井 譲です。現時点では、クラブの内容が全くわからない状況ですが、皆
様にご指導頂き、自分の出来るところから活動に参加し、少しでも早く皆
様の仲間入りが出来る様に一生懸命努力し、頑張っていきたいと思ってお
ります。 
 ご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願いいたします。

 
 
新入会員紹介
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■渋川みどりロータリークラブ

狩野 一郎

  

入会年月日 2002年1月1日

生年月日 1956年6月18日

職業分類 社会保険労務管理

勤務先 狩野労務管理事務所

役職 所長

推薦者 田子 文明

 
 

自己紹介
 

 初めまして、今回渋川みどりロータリークラブに入会しました狩野一郎
です。よろしくお願いします。 
 生まれも育ちも赤城村です。家族は母、妻、子供男３人の６人家族で２
３年アパレル製造業を経営していました。一年前に父が亡くなり、今は父
が経営していた労務管理事務所を継ぎ、お得意さんに迷惑を掛けないよう
勉強してがんばっています。このクラブは父が入っていまして、その関係
で入会させていただきました。自分のこれからの人生に心の豊かさを持た
せ又、地域社会に少しでも何か役立たせられるようにがんばっていきたい
と思いますのでよろしくお願いします。

 
 
■茶の湯研修会報告

 
総括世話人

近藤 浩道（前橋ＲＣ）
 
 第２８４０地区（群馬）の第４回茶の湯研
修会が、２月２３日（土）、清ガバナーの地
元藤岡市の「家和楽亭」で第２６６０地区
（大阪）茶の湯同好会総括世話人佐伯江南斉
氏を講師に迎えて、ガバナー夫妻、地区幹事
以下４０名にて実施された。 
 運営したのは、ガバナー・ノミニーの森田
均氏（渋川ＲＣ）、亭主は、和服姿の割田一
敏氏（沼田ＲＣ）と全てが世話人支援の下ロ
ータリアン同志である。 
 茶席は、小間・広間・懐石懇親会と進み、
ロータリーと言う共通基盤の下で、「流派を
超えた茶の湯文化の体験がロータリー活動とも深く係り合う意義のあるものである」と
言う認識が、徐々にではあるが、群馬地区でも進み始めている事が実感された。

 
 
■茶会に招かれて

 
平成１４年２月２３日

ＲＩＤ２８４０茶の湯倶楽部茶会
渋川ロータリークラブ（裏千家）

世話人 森田 均
 
１．茶会に招待された時の心得

(1) 時間より早め（２０分～３０分前）に、先方に着くようにする
(2) 服装は茶会のレベルに合わせる
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(3) 最小限必要な持ち物としては、扇子、懐紙、楊枝などがある
(4) 席入りする前に、時計や貴金属類は外しておく

 
２．寄付、待合から迎えつけまで

 （小寄せ）
(1) 寄付、待合に通り、床などを拝見し、身支度をする
(2) 正客が誰かを見きわめる
(3) お湯を頂き、案内に従い、順次、腰掛けに通る
(4) 亭主の迎えつけを受けて、順次、蹲踞を使い席入りする

（大寄せ）
(1) 受付を通して、直に席入りする
(2) 茶席券は、受付で出すか、席中で盆が回されたらその中に入れる

 
３．席入りから床の掛け物などの拝見まで

 （小寄せ）
(1) 正客から順に、にじり口あるいは普通の入り口から席入りする
(2) この時は、戸あるいは襖などを開け、扇子をひざ前向こうに置いて両手をつい

て、席中をうかがう
(3) にじって席中に入る
(4) まず正客から順に床正面に進む
(5) 扇子を前に一礼し、掛物、花、花入れ、香合を、順次、拝見し、再び一礼する
(6) つぎに炉または風炉の正面に進み、同様に拝見する
(7) 拝見が終わったら、後の人の拝見の邪魔にならぬよう、適当なところに仮に座る

（仮座）
(8) すべての拝見が終わったら、正客から順に定座につく（床に近い方が上座。たば

こ盆が出されている時は、そこが上座）
（大寄せ）

(1) 入り口から、順次入って（にじらないことが、多い）詰めるようにして座につく
(2) 正客以外の人の床の掛物や道具の拝見は、帰りがけに適宜することになる

 ＊小寄せの場合、正客はあらかじめ決められていることが多い
 ＊大寄せの場合には、男性や年配者が正客になることが多い

 
４．棗、茶杓の拝見

(1) 亭主が水指の蓋を閉めたところで、正客から棗、茶杓の拝見を所望する
(2) 棗、茶杓の順にへり内右膝近くに取り込む（正客の場合）
(3) この時、棗は右手半月に持ち、茶杓も右手で持つ（以下はすべて同様）
(4) 亭主が水指を引いたら、次客に「お先に」と次礼して、まず、棗からへり外正

面におく
(5) 全体の姿を拝見した後、胴に左手を添えながら、右手で蓋を取り、蓋裏も拝見

し、戻して胴の横におく
(6) つぎに胴を右手で持って左手の上に乗せて、中の抹茶の状態を拝見する
(7) 胴を戻し、蓋をしてから、改めて全体の姿を拝見する
(8) 棗を、次客寄りのへり内へ送る
(9) 茶杓を、右手で、へり外正面に置く

(10) 全体の姿を拝見してから、両手で持って詳しく拝見する
(11) その後戻し、改めて全体の姿を拝見する
(12) 茶杓を、次客寄りのへり内に送る

 ＊棗の蓋は、決して裏返しのまま畳に置かないこと
 ＊棗の中には、抹茶が入っているのでひっくり返したりしないこと
 ＊茶杓は、節より先を持たないこと

 
 
■懐石の流れ（概要）
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裏千家 森田 均
 

１． 亭主が挨拶し、正客が応答する
２． 懐石膳（飯椀と汁椀、向付）を亭主が運び出す

（１） 正客は一ひざ前に出て膳を受け、亭主は一ひざ下かって主客とも一礼する
（２） 正客は膳を置いて一ひざ下がり、膳を定座に置き直して、次礼する

３． 亭主が「どうぞお箸をおとり下さい」と挨拶するので、正客が応答する
４． 一同、飯椀と汁椀の蓋を同時にとり、重ねて膳の右横手前に置く
５． 一同、箸をとって食べ、食べ終わると蓋をしておく（箸の位置に注意）
６． 亭主が燗鍋と盃を持ち出す

 
（１） 正客は次礼して盃台をおしいただき、盃をいったん全部おろし、一番下の盃を

残して盃台に戻し、盃台ごと送る
（２） 両手で盃を持って、亭主の酒をうける

７． 酒をいただいてから、向付に箸をつける
８． 亭主は、ころ合いを見て飯器を運び出し、飯替えをすすめる
９． 正客が「どうぞおまかせを」と飯器を預かるので、亭主は「それでは汁のお替  

えを」と汁椀を預かる（これはあとで出てくる）
１０．正客は、飯器の蓋を手渡しで送ってから飯を飯椀にとり、飯器も同様に送る
１１．次に亭主が煮物椀を運び出すと、客は同時にいただく
１２．このあと亭主は、焼き物鉢を運び出すので、正客から手渡しで送っていただく
 （ここでも燗鍋がでる）
１３．亭主は、ころ合いを見て小吸い物椀を運び出すので、客は同時にいただく
１４．客が小吸い物をいただいた頃、亭主は八寸と燗鍋を持って出る
 （このあと千鳥の盃になる）
１５．納盃後、亭主は湯斗と香の物鉢を運び出し、正客から手渡しで送っていただく
１６．客はいただき終ると懐紙で箸や椀を清め汁碗の蓋をし、飯椀の蓋は上向きにして

ここに盃を置く
１７．最後は客全員が同時に箸を膳の上におとす
１８．亭主は、箸を落とす音を聞いて膳を下げに出て、主客挨拶して懐石は終わる

 

 
 
■懐石の流れ略図

 
 

ワンポイントアドバイス

亭主の挨拶
  
  

↓   
  

懐石膳
 （１）手で受け定座に引く
 （２）一緒に蓋を取る

↓   
  

燗鍋と盃
 （１）盃の取り方に注意
 （２）向付をここでいただく

↓   
  

飯器と汁替え
 （１）飯器を預かり給仕する
 （２）これを手渡しで送る

↓
  
   

煮物
 （１）一緒にいただく
 （２）これが所謂メインディッシュ
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↓
  
  

焼き物
（１）鉢を手渡しで送る
（２）ここで燗鍋が再び出る

↓    
  

小吸い物
 （１）一緒にいただく
  （２）別名「箸洗い」ともいう

↓   
  

八寸
 （１）燗鍋が出て千鳥の盃となる
 （２）納盃のタイミングに注意

↓   
  

湯斗と香の物
 （１）器を清めやすくする
 （２）手渡しで送る

↓
   
  

箸を落として引き膳
 （１）箸や器を清める
 （２）礼は最初と逆になる

 
＊これが一汁三菜の本来の懐石のすがた
＊最近では、焼物と小吸い物の間に、強肴（預け鉢）が１～２品でることが多い

 
 

■桐生西ＲＣ創立３０周年記念式典盛大に挙行さる
 

桐生西ロータリークラブ

会長 家住 慧路
幹事 大江 潤一
実行委員長 佐藤 廣

 
 当クラブ創立30周年記念式典は、平成14年2月17日、桐生プレオパレスで、来賓に大澤
善隆桐生市長、深沢亮一黒保根村長、清ガバナー他6名の方々を迎え、姉妹クラブの韓国
新西面ＲＣ会員、令夫人23名、栃尾ＲＣ会員9名を初めとして、ＲＩ2840地区会員等総勢
270名が出席して盛大に開催されました。 
 当日は午前中に記念事業の植樹の鍬入れ式が運動公園で行われました。 
 式典は午後1時30分から別項のプログラムに従って粛々と進行し、3時に終了しまし
た。その後、会場を1階に移して祝賀会が華やかに催され、午後4時30分に散会なりまし
た。 
 最後に、会場を再び2階に移して、韓国釜山新西面ＲＣ会員、令夫人と共に慰労会を催
し、釜山新西面ＲＣからは著名な壷と韓国名酒が寄贈され、当クラブからも贈り物を贈
呈しました。和気あいあいの内に慰労会は進行し、午後6時過ぎに閉会となりました。

 
記念式典プログラム

司会 新木 明夫

アシスタント 清水 紀楊子

開会のことば 佐藤 廣 実行委員長

点鐘 家住 慧路 会長

国家斉唱 大江 潤一 幹事

ロータリーソング 大江 潤一 幹事

来賓紹介 家住 慧路 会長

参加クラブ紹介 家住 慧路 会長

物故会員に黙祷 新井 明夫  

会長挨拶 家住 慧路 会長

３０年をかえりみて 金子 福松 第１９代会長

記念事業披露 佐藤 廣 実行委員長
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記念事業目録贈呈 佐藤 廣 実行委員長

表彰状贈呈 家住 慧路 会長

 佐藤 廣 実行委員長

表彰者代表謝辞 山岸 康男 第２５代会長

来賓祝辞 大澤 善隆 桐生市長様

 清 章司   ガバナー

祝電披露 清水紀楊子  

ロータリーソング 大江 潤一 幹事

閉会のことば 武井 善作 副実行委員長

点鐘 家住 慧路 会長

 

 

  

  

 

 

 

 
 
■大泉ロータリークラブ創立35周年記念行事について

 
平成１４年３月１１日

創立３５周年記念式典
実行委員長 俵山 秀俊

 

１．
と き

２００２年３月２日（土） １３：３０～１６：１０
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２．
とこ
ろ

大泉町 文化むら 小ホール、 展示ホール

  

３．
準
備

 

（１）
組
織

実行委員会(２９名）

実行委員長 １名、副実行委員長 ３名、総務担当 １０名、

記念事業担当 ６名、記念式典担当 ４名、記念祝宴担当 ５名

  

(２)
日
程

<1>２００１年 ６月 実行委員長選出、日程決定

９月 第１回実行委員会開催（行事概要決定）

１０月 理事会承認

１２月 行事細目決定

  ２００２年 １月～２月 各担当別打合せ会数回開催

２月末・前日 リハーサル数回実施

<2> 西馬山RCとのWCS事業打合せの為２００１年８月～２００２年２月まで数回訪韓（会
長、幹事、国際奉仕委員長）

  
４．
予
算

＜収入の部＞ ＜支出の部＞

周年事業積立金 2,190 千円 式典会場設営 575 千円

クラブ基金取り崩し 2,150  祝宴 1,240  

登録料、祝金 1,164  記念事業 1,250 (WCS) 

ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰ売上金 106  記念事業 735 (寄贈)

   姉妹クラブ 1,250  

   記念品 260  

   雑費 390  
 

計 5,700 千円 計 5,700 千円

  

  

５．記念式典

式典プログラム  13：30～14：25 （小ホール）

 司会 田沼 則男 アシスタント 長谷川良子

  

 オープニング 独唱 財団国際親善奨学生 齊藤 千花

 

点鐘 会長 槻岡 道夫

開会の言葉 副実行委員長 橋本 剛

国歌斉唱  

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱 「奉仕の理想」  

来賓紹介 会長 槻岡 道夫

挨拶 会長 槻岡 道夫

来賓祝辞 RI第2840地区ガバナー清  章司

 RI第3720地区ガバナー文  漢圭

 大泉町長 長谷川 洋

 ｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞ 太田RC会長 原澤 一幸

 姉妹ｸﾗﾌﾞ 西馬山RC会長 裴 基喆

祝電披露  

記念事業発表 国際奉仕委員長 小野 修一

 西馬山RC 国際奉仕委員長 許 長・

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱 「我等の生業」  
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閉会の言葉 副実行委員長 峰崎 俊充

点鐘 会長 槻岡 道夫

  記念祝宴

祝宴プログラム １4：50～16：10 （展示ホール）

司会 井野 正夫 アシスタント 長谷川良子

  
 オープニング 大泉太鼓演奏

 

開宴及び歓迎の言葉 実行委員長 俵山 秀俊

乾杯 RI第2840地区第4分区ｱｼｽﾀﾝﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 柳瀬 浩

祝宴  

抽選会  

閉宴の言葉 副実行委員長 川本 慶子

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱 「手に手つないで」

  西馬山ＲＣ歓迎パーティー＆慰労会 １８：３０～２０：３０ （太田市内ﾎﾃﾙ）

  
６．記念事業

（1）RI第3720地区 西馬山RCとのＷＣＳ事業 （大韓民国 馬山市内老人性白内障患者100名の無料開眼手術）

(２)大泉町 勤労複合福祉施設「いずみの杜」へ液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ｽｷｬﾅｰ、ｽｸﾘｰﾝ 一式寄贈

(３）千代田町 特別養護老人ホーム「ちよだCOMハウス」へ洗濯機、掃除機 各１台寄贈

(４）その他関連事業

<1>３５周年記念ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰ（2001年10月28日（日）商工会産業祭参加）

<2>３５周年記念会員増強用「大泉ロータリークラブ入会のお勧め」小冊子作成(２００１年１２
月）

<3>３５周年記念国際大会参加旅行（2002年6月ｽﾍﾟｲﾝ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ現在準備中）

  
７．姉妹ｸﾗﾌﾞ西馬山RC滞在ｽｹｼﾞｭｰﾙ

 

３月１日(金) 午後 成田着 都内見学後太田市へ

２日(土) 午前 大泉町内施設見学 昼食回転すし

 午後記念式典・祝宴 夜歓迎ﾊﾟｰﾃｨｰ参加

３日(日) 大泉RC・西馬山RC合同親睦日光見学旅行 後 成田ホテルへ

４日(月) 午前帰国

  
８．
まと
め

(１）長期間の準備会合を通して会員相互理解とｸﾗﾌﾞの活性化が図れた。

(２）液晶プロジェクター利用の式典は、時代にマッチしたのか参加者から好評であった。

(３）会員全員が一致協力してくれたが、特に若手会員、女性会員が積極的に役割分担をし活躍した。

(４）(団国際親善奨学生、派遣GSEﾒﾝﾊﾞｰ、ｸﾗﾌﾞ独自奨学生及びWCS事業の眼科医、婦人患者などが参加、行
事を盛り上げてくれた。

(５）町内在住大韓民国出身の家庭婦人の献身的な協力により、姉妹ｸﾗﾌﾞとの意志疎通が大変うまくいき、両ｸ
ﾗﾌﾞの会員同志の”きずな”が一層深まった。

(６）(６）ロータリー活動の広報という点を考えれば、もう少し招待者を増やしても良かったのではないか。たとえ
ば、教育関係者、中学･高校の学校長、生徒会役員など。

以上

 
 
新入会員紹介

 
   

■群馬境ロータリークラブ

岩崎 恵美子

  

入会年月日 2001年10月5日

職業分類 環境サービス

勤務先 佐波新田清掃㈱

役職 専務取締役
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推薦者 木暮 邦俊

 
 

自己紹介
 

 この度、群馬境ロータリークラブに入会させていただきました岩崎恵美
子と申します。 
 歴史と伝統のある群馬境ロータリークラブよりお誘いを頂き、大変有難
く光栄に存じております。 
 当社は昭和２６年創業、昭和４７年３月に法人設立をしました。 
 現在は、佐波郡境町、東村、赤堀町、並びに新田郡新田町、藪塚本町、
尾島町において許可及び委託で一般廃棄物処理業等を営んでおります。 
 創業当時より、地元に貢献をさせて頂くという考えのもと、率先して奉
仕の精神を発揮し、数々のボランティア作業をさせて頂き、今日まで参り
ました。お陰様で多くの官公庁、各種団体様より、表彰状、感謝状を頂
き、現在に至っております。 
 又、平成４年には群馬境ロータリークラブ様からも職業奉仕表彰をして
いただきました。そんな地元に根付いた企業姿勢を理解していただいたの
かどうかわかりませんが、入会のお誘いを受け、一年程悩みましたが、当
社の理想とするものとロータリークラブ様には相通づるものがあるように
おもわれ思い切って入会させていただくことにしました。 
 初めての入会なので、何もわかりませんが、ご指導、ご鞭撻の程よろし
くお願い致します。

 
 
新入会員紹介

 
   

■群馬境ロータリークラブ

佐藤 三枝子

  

入会年月日 2001年10月26日

職業分類 鶏卵配布

勤務先 ㈱群馬鶏卵

役職 代表取締役

推薦者 木暮 邦俊

 
 

自己紹介
 

 この度、境ロータリークラブの推薦にいただき入会させて頂きました佐
藤三枝子です。今は亡き父もロータリアンでありました。その父とロータ
リーのお陰で私はアメリカにも留学出来、今は父の事業を継ぎ、及ばずな
がら頑張っております。 
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 これからは、ロータリーの基本理念をよく理解し、社会のお役に立てる
べく努力したいと思います。諸先輩の皆様宜しくご指導お願い致します。

 
 
新入会員紹介

 
   

■高崎南ロータリークラブ

豊泉 幸雄

  

入会年月日 2001年8月7日

生年月日 1950年2月24日

職業分類 茶・茶道具販売

勤務先 （合）豊田園

役職 代表社員

推薦者

 
 

自己紹介
 

 高崎南ロータリークラブに入会させていただきました豊泉幸雄です。父
が長年にわたりこのクラブでお世話になりまして、私はいわゆる２世でご
ざいます。昨年までは、行政のイベントにボランティアと言う立場で社会
に奉仕させていただきました。 
 この新世紀には、社会が、地域が、家庭が、少しでもより良い方向に向
かうのではと思っていましたが、なかなかそういう方向には向きそうにあ
りません。ロータリーの要項や、四つのテストは、大変立派な理念であり
ますが、現実には足元から自分のペースで、努力し、皆様のご協力を得な
がらクラブの一員として頑張るしかないのかな、と言うのが率直な気持ち
でございます。これからも会員皆様のご指導よろしくお願い致します。

 
 
■前橋東Ｒ.Ｃ創立25周年記念式典《友情あふれる姉妹、友好クラブ》

 
前橋東ロータリークラブ

会長 山下 良雄
幹事 井野 元吉

 
 当クラブは平成14年4月11日（木）午後6時
より、創立25周年式典並びに祝賀会を挙行い
たしました。 
また、昼の部では、記念ゴルフコンペを開催
いたしました。 
 ご来賓にR.I第2840地区ガバナー清章司様を
初め第一分区A.G曽我孝之様、設立時準備委員
会代表青木次男様、設立時群馬第一分区代理
富澤富誉様、第一分区各クラブ会長、幹事様
をお迎えし、姉妹クラブ韓国東大田R.C、友好
クラブ第2560地区雪国魚沼R.C並びに柏崎R.C
の大勢の皆様方にご出席賜りました。また、
共愛学園インターアクトクラブ、米山奨学
生、当クラブ会員、家族総勢124名が出席し厳粛のうちに式典が無事終了し、祝賀会とな
りました。 
 祝賀会は大変和やかな雰囲気な中で進められ、特に韓国東大田R.Cの方々との交流にお
いては、互いに片言の日本語、韓国語が飛び交い楽しそうに話している光景に何とも言
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いがたい思いが込みあげてきました。 
 また、新潟、雪国魚沼R.Cの皆様方におかれましては、早朝よりゴルフコンぺに参加し
ていただき、今年、初打ちと謙遜されながらも、真剣に白球を追いかけ、満面の笑顔で
楽しい一時を過ごすことが出来ました。また、柏崎R.C様とは、3年前に友好クラブを締
結しました。今後ますます交流を行い友情をさらに深めて行きたいと再確認し合いまし
た。 
 今回の記念式典並びに祝賀会、ゴルフコンぺの開催により、ロータリアンの友情の輪
がより一層広がり、親交を深める事が出来ましたことは、私共のクラブにとって最大の
収穫でありました。この場をお借りしまして、ご協力賜りました皆様方に心より感謝申
し上げます。

 
 
新入会員紹介

 
   

■安中ロータリークラブ

武田 松夫

  

入会年月日 2002年3月5日

職業分類 非鉄製錬業

勤務先
東邦亜鉛（株） 
安中製錬所

役職 執行役員・所長

推薦者 須藤 英仁

 
 

自己紹介
 

 このたび、安中ロータリークラブに入会させて頂くことになりました。
ご指導を頂きながら、会員の皆様や地域の皆様と、活動させて頂きたいと
思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 
 
新入会員紹介

 
   

■安中ロータリークラブ

藤巻 康喜

   

入会年月日 2002年3月12日

勤務先 藤巻医院

推薦者 花形 誠司

 
 

自己紹介
 

３月から安中ロータリークラブに入会させていただきました藤巻康喜で
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す。よろしくお願いいたします。碓氷郡松井田町で内科、小児科、皮膚科
の診療所を開設しています。私が主に内科、小児科を担当し、妻が皮膚科
を専門に行なっています。 
 昭和３０年生まれの４７歳です。昭和５５年に東京医科大学を卒業し、
そのまま大学病院の小児科に入局しました。小児科を八年間続け、その後
大塚の癌研病院に行き消化器を中心にして内科を勉強しました。その後、
大森の牧田総合病院で救急を中心とした内科一般を行なっていました。 
 平成９年に現在の診療所で父の仕事を継嗣しました。 
 父も昭和４０年頃からロータリークラブに入会しており、子供の頃には
クリスマス会でときどき参加させてもらいましたが、現在自分が会員とし
て入会してみると全く違って見えるから不思議です。 
 家族は妻と娘４人で男は私一人です。おかげで家庭内のペースは全て女
性に主導権を握られていますが、最近娘達が次々と高校生になり、自分達
の世界に忙しくなったため少しずつ父権が回復しつつあります。 
 趣味は読書で主にハードSFが好みです。剣道２段ですがここ１５年くら
いは精々素振りくらいしかしていません。どうかよろしくお願いいたしま
す。

 
 
新入会員紹介

 
   

■安中ロータリークラブ

武田 心一

   

入会年月日 2002年3月26日

勤務先 （有）豊徳

役職 代表取締役

推薦者 大手 登

 
 

自己紹介
 

 生年月日は、昭和40年9月25日で、今年37歳です。家族構成は、妻智佳
子37歳、長男拓己（ひろき）11歳、長女侑子（ゆうこ）7歳、次男卓也
（たくや）４歳の５人家族です。自宅は安中市原市2759-5番地で、妻の両
親と同居しています。会社は、葬祭業と仏壇・仏具を営んでいます。平成
８年、代表取締役に就任致しました。平成１２年に、葬儀式場のメモーリ
ア豊徳をオープンし、茲に至っております。 
 この仕事を始めてから、なかなか子供と出かけたり遊べなくなり、妻の
両親に迷惑をかけてばかりです。（とても助かってます。） 
 趣味は、ゴルフとかスノーボードが好きなんですが、これもまたなかな
かいけなくなってしまいました。かなり残念です。中でもゴルフは大好き
で、一週間に練習場に５日位、あいている日があればゴルフ場に行く始末
で、妻にはいつも怒られていました。また、いつか始めたいと思っていま
す。今は会社に居ることが多くなったので、新しく熱帯魚と水草を始め、
会社で楽しんでいます。水槽は式場のロビーに設置し、御会葬の方にも見
て頂けるようにし、趣味と実益を兼ねています。 
 今回ロータリーに入会させて頂いて、光栄に思っておりますが、多少不
安な面も隠しきれません。何分年齢も皆様より下ですし、名のある方ばか
りですので、不安になります。 
 何ほどご指導お願い致します。

 
 
新入会員紹介
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■高崎東ロータリークラブ

佐相 正芳

   

入会年月日 2001年10月4日

職業分類 住宅建築

推薦者 吉野 矩久

 
 

自己紹介
 

高崎東ロータリーに入会し、無事半年があっという間に過ぎました。縁あ
って、清ガバナーに力強く入会を勧められ、又、会員の中に何人か知り合
いの方もいたので、比較的安心して入会致しました。 
 毎週（木）の昼定例会、群森の清掃、職場訪問、街頭募金、クリスマス
家族会、新年合同例会、新入会員卓話、月一度夜の二木会等々、結構ボリ
ュームのある半年間でした。昼例会、ニコニコＢＯＸに毎週一言コメント
に付けて募金する活動を知り、私も下手な川柳を一句と参加させて頂きま
した。一番最初はちょっと遠慮気味に「立冬にニコニコＢＯＸ春をまつ」
人情でホットな春を。清ガバナーに初孫が「天高くガバナー初孫笑顔じ
わ」おめでとうございました。「流星群不況をとばせと天空舞い」今世紀
最初の見事な天空ショーに感動いたしました。「群森でロータリーアンの
長い影」早朝、朝日をあびてさわやかでした。「親睦のタズナさばきで春
の宴」市長も参加の新年例会、親睦委員会としてお手伝いさせて頂きまし
た。「トラ、リスに負けてたまるか、馬の年」世の中リストラばやりを今
年は馬年、見事にけとばせ。「１００人の村ロータリアンは何処の席」ベ
ストセラー１００人の村のメッセージを自分達の身に置き換え、毎日一生
懸命に。「外務省、女の涙は誰の勝」小泉さんの一言がどんな結果を？
「豆まきにたよって見るか、世の景気」節分の豆まき、今年は福はうち、
福はうち、更に福はうち・・・と。「小泉さん、首をすり替えヒナ祭」田
中さんから川口さんへ、後が恐いぞ？「おればかり、いかがなものかと宗
男さん」何事もやりすぎはとの教訓。「本、えにし、つれづれの旅、知恵
泉」豊泉先生のユニーク発想にいつも感動してます。私の誕生日、２月２
１日に本を頂き、まさに不思議なえにしを・・・「春なのに、離党、離島
で凍る島」宗男さん、どうしてくれるのと島民の声。「タイガーが星降る
野原で大あばれ」今年のタイガース、春の珍事と言ってほおっておけない
Ｇファン達、胸ドキドキの毎日です。 
 これからもニコニコＢＯＸに時事川柳と一緒に参加させていただきま
す。時事川柳は即時性、日常感、親近感から成立する大衆文芸だそうで
す。これからも世の出来事を肩の力をぬいて、柳に風のごとくひとひねり
して参ります。 
 最後にもう一句、「実るほど頭を垂れるロータリアン」すみません！

 

■地区行事開催及び予定表
 

02．04．10現在

期 日 行事名 会 場 テーマ
02.4.6～7 年度ＡＧ会議 佳元 第1回地区リーダーシップセミナー

（4/11 前橋東クラブ グランドベルズ ２５周年行事

（4/13 ライラ委員会 矢野ＧＥ事務所会議室） 事前打合せ会議

（4/13 拡大委員会 矢野ＧＥ事務所会議室）  

（4/13 第３回ＡＧ回 矢野ＧＥ事務所会議室）  

 地区委員会議 矢野ＧＥ事務所会議室）  
4/14 太田西クラブ ティアラグリーンパレス ３０周年行事

インターアクト台湾清傅高級職業
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4/18～21
学校 
生徒来訪

ホテル前橋東急イン ＩＡ台北学生さよならパーティー

（4/21 地区協議会（02～03） 桐生市市民文化会館）  
5/4～7 ローターアクト海外研修 サイパン ＲＩＤ2750北マリアナ諸島担当東毛分区

5/12 前橋北クラブ ホテル前橋東急イン ２０周年行事

5/18 太田中央クラブ マリエール太田 １０周年行事

  高崎南クラブ 高崎メトロポリタン ４０周年行事

5/23 新世代奉仕 暢神荘 次年度引継ぎ会議 PM5：30～

5/25 第１回地区リーダーシップセミナー 藤岡みかぼみらい館 9：00登録受付

5/26 ＧＳＥ解団式   

 米山奨学委員会 高崎メトロポリタン 新米山奨学生オリエンテーション

 社会奉仕植樹事業 群馬の森 記念植樹   
6/1 財団学友会 高崎メトロポリタン 総会

6/2 桐生赤城クラブ 桐生市 市民文化会館 ５周年行事

6/8 ローターアクト 国立赤城青年の家 第１３回関東ブロック研修会

6/15 第３回諮問委員会 高崎ビューホテル   

 地区資金委員会    

6/16 米山学友会総会 高崎メトロポリタン  

6/23～26 国際大会 バルセロナ   

【注意事項】 
（  ）内表示は次年度矢野エレクト主催行事

 
 
■太田ＲＣ創立４５周年記念式典挙行される

 
太田ＲＣ 会長 原沢 一幸

幹事 竹内 正幸
実行委員長 津久井 義孝

 
太田ＲＣ創立４５周年記念式典が、平成１４年３月２４日（日）太田市内のふじや会館で挙行され
ました。当日は、第２８４０地区茂木幹事、清水聖義太田市長、荻原栄一商工会議所会頭を始
め、大勢のご来賓の方をお迎えし、また姉妹クラブの韓国ニュー大田ＲＣからも、具会長以下２
２名のご出席をいただきました。 
 記念事業として、太田市西矢島町に新しくできるバスターミナルに時計塔一式を寄贈すること
とし、清水市長に目録を贈呈しました。 
 ２時３０分の開式から、６時の祝賀会のお開きまで、厳粛な中にも和気あいあいとした雰囲気
の漂う記念式典が挙行できましたことに、ロータリークラブの友情を感じつつ、改めて皆様に感
謝致します。

 

会場
ソシアルプラザふじや会館 ２Ｆ鳳凰の

間

司会 太田ＲＣ幹事 竹内 正幸

 アシスタント 武藤 真理子

14:00～14:30 登録   
 来賓入場   
14:30 司会者挨拶 （幹事） 竹内 正幸

 開会の辞 （式典副実行委員長） 眞下 武久

 点鐘 （会長） 原澤 一幸

 国家斉唱   
 大韓民国国歌斉唱   
 ロータリーソング＜奉仕の理想＞   
 来賓紹介 （会長） 原澤 一幸

 参加クラブ紹介 （幹事） 眞下 武久

 黙祷   
 歓迎挨拶 （式典実行委員長） 津久井 義孝

 会長挨拶 （会長） 原澤 一幸

チャーターメンバー紹介 （会長） 原澤 一幸
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 記念事業報告 （式典実行委員長） 津久井 義孝

 目録贈呈 （会長） 原澤 一幸

 感謝状並びに記念品贈呈（ロータリークラブ関係） （会長） 原澤 一幸

 表彰状並びに記念品贈呈（ロータリークラブ会員） （会長） 原澤 一幸

 ニュー大田ＲＣとの締結式

 姉妹クラブ及び友好クラブへの記念品贈呈

 祝辞

 １）ＲＩ第２８４０地区ガバナー  清 章司様

 ２）太田市長 清水 聖義様

 ３）ＲＩ第３６８０地区ニュー大田ＲＣ会長 具 日曾様

 祝電披露 （幹事） 竹内 正幸

 ロータリーソング＜我等の生業＞   

 閉会の辞 （式典副実行委員長） 太刀川 又吉

 点鐘 （会長） 原澤 一幸

 諸事のお知らせ  茂木 直人

 終了   
16:20～16:30 移動及び休憩   

 

 
 
■太田西ロータリークラブ創立３０周年記念行事について

 
太田西ロータリークラブ

会長  新井 二男
 

とき ：２００２年４月１４日（日）
ところ 冠稲荷神社」ティアラグリーンパレス

 
 友好と奉仕の地域クラブ太田西ロータリークラブは、３０周年のハードルを越えることが出来ま
した。 
 記念式典を挙行するにあたり各行政区の首長はじめ、清ガバナー、柳瀬AG、さらに友情溢れ
る近隣のロータリアンをお迎えし、会員一同感謝申し上げます。これも偏に皆様のご指導とご支
援の賜として、クラブの財産となりました。 
 私達は世界的状況の中で国際的な友愛と奉仕と親睦、そして地域指導者との相互理解を深
め、ロータリー活動を推進してまいります。 
 本日御臨席頂きました皆様にはなお一層の御支援を賜りますようお願い申し上げます。尚、
会員の手作りのCD-ROMですが、記念誌として作成致しましたので御笑納くだされば幸いです。
 

創立３０周年記念式典
 

登録 12：30～13：30

式典 13：30～14：20

会場 ティアライースト
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司会 豊泉 政治

アシスタント 榎本 ゆか

 

式次第
 

１．開会の辞   
２．点鐘 会長 新井 二男

３．国家斉唱   
４．ロータリーソング＜奉仕の理想＞   
５．来賓紹介 会長 新井 二男

６．参加クラブ紹介 幹事 豊泉 政治

７．物故会員黙祷 幹事 豊泉 政治

８．歓迎の挨拶 実行委員長 栗原 章二

９．会長挨拶 会長 新井 二男

１０．記念事業発表 事業委員長） 長南 清

１１．目録贈呈 会長 新井 二男

１２．来賓祝辞 太田市長 清水 聖義

  尾島町長 相澤 邦衛

  新田町長 山崎 昭

  台北東南区扶輪社  

  ＲＩ第２８４０地区ガバナ
ー

清 章司様

１３．祝電披露 アシスタント 榎本 ゆか

１４．ロータリーソング＜我等の生業＞   

１５．閉会の辞 副実行委員長 青木 一佳

１６．点鐘 会長 新井 二男

１７．諸事のお知らせ 会場式典委員長 岡田 秀一

 
祝賀パーティー

 

パーティー 14：30～16：00

会場 ティアラウエスト

司会 岡田 秀一

  

  

１．開会の辞 懇親委員長 中村 康夫

２．祝辞 ＲＩ第２８４０地区 パストガバナー 高木 貞一郎

  第４分区２年 アシスタントガバナー 北村 彪

  第４分区  柳瀬 浩

３．乾杯 スポンサークラブ 会長 原澤 一幸

４．アトラクション「太田ギターアンサンブル」   
５．閉宴の辞 パスト会長 斉藤 昌男

６．ロータリーソング「手に手つないで」   
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記念事業
 
下記の場所に河津桜を植樹致しました。

太田市

太田市役所 ２本

かたくりの里 ２本

渡良瀬川緑地 ３２本

計 ３６本

尾島町

尾島小学校 １本

世良田小学校 １本

尾島中学校 ３本

歴史公園（蓮池） ２本

若宮ふれあい公園 ８本

計 １５本

群馬県

群馬県２１世紀の森 ３０本

合計 ８１本

 

 
 
■前橋北ロータリークラブ創立２０周年記念事業について

 
平成１４年５月３１日

創立２０周年記念式典
実行委員長 林 慎一

 
記念式典

日時 ２００２年５月１２日（日）
会場 前橋東急イン

  
・第２８４０地区から清ガバナー、茂木地区幹事、関口パストガバナー、矢
野ガバナーエレクト、森田ガバナーノミニー、曽我アシスタントガバナ
ー、地区役員等、また、地区外から友好クラブのご出席をいただく

・外部から前橋市長、上毛新聞社、群馬テレビ等を招待し、ロータリー活動
についての広報に努める・・・当日のテレビニュース、翌日の新聞報道で
式典の様子や記念事業・ロータリー活動について紹介され広報の一助とな
る

・お祝いの複数の生花をアレンジして舞台装置に工夫を凝らし祝賀会の尺八
演奏の演出効果を高める

・各円テーブルに当クラブ会員を１～２名配置し参加者の接待に努め、祝賀
会の最後まで大勢の皆様に残っていただけた

 
記念式典については簡素でありながら、ロータリー活動をPRできるように考えました、
また、祝賀会については着席でおくつろぎいただくこととアトラクションに工夫を凝ら
し最後までアットホームにお楽しみいただけるように配慮したつもりです。
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記念事業

・前橋市制施行１１０周年記念事業に協賛し、新築の前橋市総合福祉会館の 
植栽に１００万円寄贈する

・県立森林公園「２１世紀の森」の植樹祭に協力し、地区社会奉仕委員会に
２０万円寄贈すると共にクラブから十数名の会員が植樹に参加する

・ロータリー財団と米山記念奨学会に夫々２０万円寄贈する

 
記念事業については環境保全に役立ち、地域に密着した植栽・植樹に協力し、社会奉
仕、国際奉仕のバランスにも配慮しました。

 
 
■四十周年記念特別例会を終わって

 
高崎南ロータリークラブ

四十周年実行委員長 根岸良司
 

 我がクラブは創立して四十年もたった。私
の在籍は二十六年しかないので四十年の
歳月の長さにはただ頭が下がるのである。 
 この四十年を記念して何か思いきった事
業ができないものだろうか、と実行委員会
は何度も繰りかえし開かれた。 
 ひとつは記念事業といえるかどうかわか
らないが、今流行しているホームページを
立ち上げるという事になった。これはそれな
りに費用がかかるそうだからこの際やって
みようとすんなり決まった。肝心の私にはこ
のホームページがどんな役割を果たすのか
サッパリわからないのだが、流行に遅れてはならないのである。 
 二つめは、日頃地域社会で生かしてもらっている我々がその地域社会へお返しの
意味として、七月に高崎駅にできる市民サービスセンターに何かをという案でまとま
った。 
結局市民サービスセンターにできる図書館の図書費の一部に市長を通じて寄付をす
ることにした。 
 実行委員会では記念にロータリークラブを
ＰＲする意味で、広く市民に呼びかけて、優
れた実績を残した人とかオピニオンリーダ
ーとしての著名な人を迎えて講演会を、とい
うのが早い段階から議論された。 
結局、某政治家の斡旋で曾野綾子さんにお
ちつきなんとか当初の目的を達することが
できた。結果は上々で、早い段階で参加申
込者をことわるほどの盛況で会場の定員い
っぱい六百三十人の市民に講演会を聴い
てもらうことができた。記念事業というより
は、ロータリークラブってこんな事をしていますよ、とＰＲではあるが、それなりに意味
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はあったのだと思う。

 
 
■Ｄ3720地区大会参加報告

 
Ｒ財団研究グループ交換委員長

権太 敏夫（大泉ＲＣ）
 
 大泉ＲＣメンバー１３名と通訳１名計１４名で、昌原市（Chang Won）で開催された
ＲＩＤ3720地区大会に参加してきました。 
 お預かりした文總裁へのメッセージと贈り物は、大会第1日目の夜、ＲＩ会長代理歓迎
晩餐会会場で時間をいただき、文總裁よりＲＩＤ2840地区清ガバナー紹介の後、無事に
手渡すことが出来ました。写真はＲＩ会長代理ご夫妻文總裁ご夫妻と。後日、清ガバナ
ー宛に文總裁からお礼状が届くことと思います。 
 私達はその日の夕刻に西馬山
ＲＣと別紙の趣意書『カンボジ
アソンロン地区ドツル小学校建
設支援』について代表者会議を
開き、基本的な合意が成されま
した。 
 結びに彼らも少年時代にきち
んとしたところで勉強したこと
がなく、出来るだけのことをし
たいとの思いを語り、閉会しま
した。 
 今後は具体的な協議に入りま
す。 
 大会第2日目、私達は会場で
ありますＫＢＳホールに入りました。大泉ＲＣが文總裁から紹介され、2000名の会場か
ら大きな拍手を受け感動しました。そして感動は続きました。大会の途中で、趙東日地
区財務（大泉ＲＣ、35周年に参加）がこちらの席にやってきて、これから表彰の記念楯
を贈るので登壇する様にとのことでした。突然のことで、槻岡会長が少々緊張気味でし
たが、韓国旗に一礼し堂々と文總裁から記念楯をいただきました。 
 西馬山ＲＣの用意してくれた夕食会で私は、趙氏に西馬山ＲＣと大泉ＲＣとの関係か
らＲＩＤ3720とＲＩＤ2840への関係へと大きく友情が拡がったその喜びを、文總裁にお
伝えする様お願いしました。 
 最後に、今回のＲＩＤ3720地区大会の参加は大泉ＲＣにとって大きな財産となりまし
た。

 
 
■カンボジア ソロモン地区 ドツル小学校建設支援の趣意書

 
国際ロータリー２８４０地区 大泉ＲＣ

会長 槻岡 道夫
会長エレクト 橋本 剛
国際奉仕委員会 小野 修一

  

１．場所 カンボジア カンダル州 クサッチカンダル郡 ソロモン地区

（首都プノンペン北東約５０Km 車にて約２時間）

２．世帯数 ３１０戸

３．人口 １２２５人

４．生徒数 小学生１年～３年

２００１～０２年度  ２１８人

２００２～０３年度  ２３９人

２００３～０４年度  ２７２人

５．教室建設依頼数 １棟  ５教室

６．建設可能数及び金
額

１棟  ２教室 ２×４５００ドル＝９０００ドル

井戸、トイレ（３個） １０００ドル

門 ２０００ドル 合計１２０００ドル

７．建設予定 着工  ２００３年１月  完成  ２００３年４月

８．現地視察 ２００２年８月予定
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９．学校名称 （仮称）大泉・西馬山ロータリースクール

 
 ポルポト政権下の圧制と内戦の影響で、未だに多くの地雷が埋没しており、カンボジ
アの子供達の生活環境は劣悪です。貧困のため未就学の子供や、就学後も学校へ通えな
い子供達が半数を超えます。政府が建設した学校は老朽化しており、就学人数分の教室
及び他施設も不足している現状です。 
 大泉RC 宮下善雄会員の会社に勤務する、カンボジア難民として来日したオク・ビチ
ェィ氏は、祖国のため10年間に渡り地雷撤去、農地開拓、学校建設、井戸堀等の献身的
な活動を実践しています。彼の考えに賛同した宮下会員は、個人的にプレクチョンパー
地区に学校を建設中で、現在8月の完成を待つ状況です。 
 大泉RCは、クラブとしてこの活動に賛同し、「勉強したくても貧しくて学校にいけな
い子供達」の為にぜひ学校を建設し勉強する環境を整えてあげたいと考えます。 
 つきましては、姉妹クラブである西馬山RCのご支援とご協力をお願いする次第です。 
 2002年4月13日

 
 
新入会員紹介

 
   

■桐生南ロータリークラブ

鈴木 章弘

  

入会年月日 2002年4月3日

生年月日 1959年12月15日

職業分類 自動車販売修理

勤務先 （有）鈴直モータース

役職 社長

推薦者 佐々木一郎 中村梅生

 
 

自己紹介
 

 桐生南ロータリーに入会させていただきました鈴木章弘です。亡き父も
長年にわたりこのクラブにお世話になっておりました。今は父の事業を継
ぎ、及ばずながら頑張っております。 
 これからは、ロータリーの基本理念をよく理解し、社会のお役に立てる
べく努力をしたいと思います。皆様のご協力を得ながらクラブの一員とし
て頑張っていきたいと思いますので宜しくご指導のお願い致します。

 
 
新入会員紹介

 
   

■桐生赤城ロータリークラブ

野村 武士

  

入会年月日 2002年4月16日

生年月日 1943年4月3日

職業分類 庭木栽培業

勤務先 のむら庭木農場

役職 代表

推薦者 新井 博夫
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自己紹介
 

 この度、諸先輩が培われた輝かしい実績の有る桐生赤城ロータリークラ
ブに入会させて頂きました野村です。当クラブの組織、活動内容、状況な
ど未知であり期待と、不安が交錯しております。 
 宜しくご指導、ご鞭撻の程お願い申し上げます。 
 当クラブ員の皆さんは、優秀な知識、技術、指導力等をもって、各界、
各種職業分野、また当クラブの活動に於いて存分に活躍されている方々と
お聞きしております。 
 新入会員としての私は、その方々との出会いを尊重したいと思います。 
 宜しくご交誼の程お願い申し上げます。

 
 
新入会員紹介

 
   

■桐生赤城ロータリークラブ

衣笠 巧

  

入会年月日 2002年5月21日

生年月日 1932年6月21日

職業分類 労働問題コンサルタント

推薦者 金井 利雄

  

  

 
 

自己紹介
 

 この度、皆様のご厚意によりまして桐生・赤城ロータリークラブに入会
いたしました衣笠 巧でございます。宜しくお願いいたします。 
 私は大学の経営学部で、主として労働問題の講座を担当してまいりまし
た。とは申せ根からの教員ではなく、３８年間企業で主に経営管理と、労
務の仕事をいたしてまいりました。このような経験から、大学開設に当た
りお誘いを受けたわけでございます。 
 ６０歳を超えてからの８年間の教員生活でしたが、少子化時代の教育の
難しさ、昨今の若者の実情、日本の将来などなど色々考えさせられまし
た。企業とはまた異なつた勉強ができましたことは有り難いことでした。 
 高齢でございますので、若い方々の仲間に入れるのか案じております
が 、誠心誠意奉仕いたしたく存じます。 
 企業と大学の経験が生かせれば幸せでございます。何卒 宜しくお引き
回しのほどをお願い申しあげます。

 
 
新入会員紹介

 
   

■藤岡ロータリークラブ

佐俣 高夫

  

入会年月日 2002年1月31日

勤務先 関東保守防災（株）
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役職 代表取締役

推薦者 龍見 寿

  

 
 

ロータリー入会にあたって
 

 自己紹介からと言われまして、佐俣高夫と申します。 
 消防設備関係の仕事に従事致しております。 
 ロータリークラブ入会にあたってということですので、何からどのよう
に書いていいかわからず、筆不精のため、今日になってしまいました。
今、時計の音がボーンボーンと時を知らせている真夜中のようだが、目を
覚ますと原稿を出してほしいと言うことを思い出し、ペンを持つ。 
 ロータリークラブと言うのは私にとって遠い世界に感じておりました
が、友人の話を聞き、又は例会出席を何度かさせて戴きお世話になること
に致しました。 
 先輩の皆様方には迷惑を掛けない様に頑張り努力していきたいと思って
おります。未熟な私ですがご指導の程宜しくお願い申し上げます。

 
 

 

 
 
 

 石井 省三（桐生ロータリークラブ）
 

２００２年 ５月１８日 逝去（享年７６歳）

１９６２年 ３月２５日 桐生ＲＣ入会

１９８２～８３年度 会長

２００２年 ５月１８日 退会

１９９９年１２月  

ポールハリスフェロー  

準米山功労者  

石井経理事務所  

  

   
   

 荒井 浩（新田ロータリークラブ）
 

２００２年 ５月 １５日 逝去（享年７０歳）

１９９９年 ７月 １日 新田ＲＣ入会

新田郡農業協同組合 組合長
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