
 

 

R.I 会長 マーク・ダニエル・マローニ 

国際ロータリー第 2840地区 2019-2020年度 国際ロータリーのテーマ 

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

善意というものがないなら 

  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 

  職業は金儲けのためでしかなく、 

  社会奉仕というも施しにすぎず、 

  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 

２０１９年 

会長 須永博之 幹事 飯塚荘一 

          クラブ会報・情報委員会  園田誠・高橋弘史・平岩千鶴子 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第３１２９回例会 
(１１月１１日(月)第１例会) 
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１． 点 鐘                                                                                       

２． 国歌斉唱 

３． 桐生市歌斉唱 

４． 四つのテスト唱和 

５． 来訪者紹介 

６． ロータリー情報アワー 

７． 結婚・誕生祝 

８． 乾 杯 

９． 米山功労者表彰 

 第 1 回 飯塚荘一君 

        高橋弘史君 

   

 

第 2 回 石島久司君 

  坂入  勝君 

     本田雄一郎君 

第 4 回 坪井良廣君 

第 6 回 疋田博之君 

１０． 会長の時間 

１１． 幹事報告 

１２． 委員会報告 

１３． １３. 卓 話 

１４．      「これからの桐生」 

１５．        桐生市長 荒木 恵司 様 

１４．点 鐘

 

<卓話者> 桐生市長 荒木 恵司 様              〈米山奨学生〉 孫 逸菲様 

 

ロータリー情報アワー 
ロータリー情報委員会副委員長 前原 勝 君 

 昨年は、私の情報アワーで財団のお話を致しましたの

で、今日は財団月間ですが割愛して少々個人的な話で

恐縮ですが、本日は「ロータリー思い出話、昔の地区大

会」という内容になりますので、お気軽に聞き流して頂け

ればと思います。 

 私が入会致しましたのは、今から約 25 年程前です

が、家族会員としての参加年限を加えればその 2 倍の

約 50 年間も桐生 RC にお世話になっております。私の

父が桐生 RC に入会したのが、確か昭和 42 年(1967

年)頃で、私が 10 才(小学校 4 年生)位でちょうど前原勝

樹ガバナーが就任する前年度の事です。当時は、355

地区と言って何と新潟・群馬・栃木・茨城の 4 県 1 区の

時代でしたからガバナーは公式訪問がさぞかし大変だ

ったと思います。前原ガバナーの前年度のガバナーは

宇都宮 RC の金谷正男ガバナーでこの方はかの有名

な日光金谷ホテルのオーナーでした。そして前原ガバ

ナーの次のガバナーが新潟 RC の伊藤辰冶ガバナー

でこの方は新潟大学医学部に病理学の教授でしたが、

この伊藤ガバナーの年度に新潟で開催された地区大

会にうちの父が登録参加した際に小学生の私も新潟ま

で連れていってもらった思い出がございます。 

 

当時はまだ上越新幹線も関越道も開通する前の時代で

いわゆる「クルマ道楽」だった父はあの頃、年中わが家

に出入りしておりましたアメ車のシボレーのセールスマ

ンに運転手をお願いして早朝 5 時半に桐生を出発、旧

道三国峠を越えて越後湯沢から国道で長岡を通って新

潟に着いたのが 11 時半頃と途中休憩を入れて 6 時間

のドライブでした。地区大会の新潟県民会館で父を下

車させた後、私とセールスマンの運転手さんが連れてき

た彼の娘さんと 3 人で新潟市内観光が始まりました。

「お昼ごはんは何が食べたい？」と聞かれた小学生の

私は、すかさず「洋食が食べたい」と言い出し、駅前の

観光案内で「新潟で 1 番有名な洋食屋さんは？」と尋

ねた所、あの当時全国にその名を知られた「レストラン 

イタリア軒」を紹介されました。このお店は、明治時代に

新潟港に着岸した外国船の料理長であったイタリア人

のミリオーレという人が始めたお店で外観は、ちょうどこ

の桐生倶楽部のような感じで内部は大理石のギリシャ

風の柱が立ち並び古風なシャンデリアが下がった実に

クラシックなお店で、かつては新潟の鹿鳴館と呼ばれた

所です。昼食後に訪れた新潟の港では停泊していた外

国の貨物船の船員さんにお願いして船内を見学させて

もらいましたが、壁には何と赤い枠に囲まれた当時の

「ブレジネフ ソ連書記長」の肖像画があり、初めてソ連

ようこそビジター 

ロータリーは 

世界をつなぐ 

 



 

の船に思わず乗り込んでしまった緊張感で胸がドキドキ

したことを今でもはっきりと覚えております。その後、佐

渡汽船や新潟空港を見学しているうちに、そろそろ父と

帰り道に待合せ時間が近づき、最後に向かったのが地

区大会の懇親会場でありましたこれも当時、全国にその

名を知られた名料亭の「鍋茶屋」さんのある古町通りで

した。このお店は現在でも有名で三百畳敷の大広間の

建物は国の登録文化財となっております。あの頃の地

区大会は実にリッチで今の貨幣価値なら、さしずめ登録

料が 1 万円で懇親会費が 3 万円といった所でしょうか。

その後、早めに切り上げて来た父を無事に乗車させ夕

刻に新潟を出発、途中越後湯沢でお土産を買い込ん

で、夜遅く無事に桐生へ到着致しました。その後、私自

身が桐生 RC に入会後、新潟と群馬の 2 県 1 区の時代

にも何度か新潟の地区大会に参加致しましたが、その

頃にはあの思い出のイタリア軒は、レストランではなく

「ホテル イタリア軒」に衣変えし、現在は新潟 RC の例

会場となっております。県境を越えて参加した地区大会

も今では無くなりましたが、60 才を超えた老境の私には

今では「かけがえのない古き良き昔の思い出」となって

おります。以上、ご清聴ありがとうございました。 

 

結婚祝 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学金授与 

 

 
  

 

 

米山功労者表彰 

 

 

 

会長の時間 

10 月 7 日の例会以来、ひと月ぶりの桐生倶楽部の通常

例会です。この間、4RC 合同夜間例会や 2840 地区大

会などが開催され多くの皆さんに参加していただき誠に

ありがとうございました。 

本日は、講師に桐生市長 荒木恵司様をお迎えし、こ

の後卓話をお願いしております。誠にありがとうございま

す。 

さて、桐生市と太田市のお話を致しますが、昭和 50 年

（1975 年）の桐生市の人口は約 135,000 人、太田市の

人口は約110,000人でした。平成の大合併（平成17年）

により桐生市は約 128,000 人になり、太田市は約

213,000 人になりました。令和元年（2019 年）の桐生市

の人口は、約 110,000 人に減少し、太田市は、約

224,000 人となりました。 

かつて桐生広域圏と呼ばれ、1 市 3 町 3 村（桐生市・大

間々町・笠懸町・薮塚本町・新里村・黒保根村・東村）で

約 200,000 人を超える人口を対象とした『桐生市外六か

町村広域市町村圏振興整備組合』を結成し群馬県内

一の 70 億円規模の事業予算の活動を行っていました。

合併するなら桐生広域圏が一番先だとまで言われてい

ました。しかし、その後に分裂合併してしまい桐生市も

みどり市も現在は人口減少しています。 

荒木恵司市長さんとは、青年会議所でご一緒に桐生市

のまちづく活動をさせて戴きました。当時から桐生市を

愛し熱心に活動をされておりました。その後の議員活動

で数々の実績を残され、今年 4 月に桐生市長にご就任

されました。 

様々な問題を抱える桐生市において、オール桐生で市

の将来を最後に託せるのは、荒木市長さんだと私は思

っています。桐生ロータリークラブの皆様も是非一緒に、

愛する桐生のためにそれぞれの活動をしていただけれ

ばありがたいと思います。 

 

《報 告》 

・10/8 桐生 4ＲＣ合同ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 赤城ＣＣ  

    桐生 4ＲＣ合同夜間例会 

・10/10 桐生市ごみ減量化推進協議会 

     中山社会奉仕委員長 

・10/14 体育の日の為、休会。 

・10/14 地区大会記念ゴルフ大会 軽井沢 72 ゴルフ   

      台風の為、中止 

・10/19 地区ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員会 Randolph さん 

・10/20 ＲＬＩセミナー パートⅡ 

      松島副研修委員長、森会長エレクト 

      飯塚幹事、後藤副幹事 

・10/21 10/8 桐生 4ＲＣ合同夜間例会に振替の為、 

      休会 

・10/21 親睦活動委員会 家庭集会 

・10/26 地区指導者育成セミナー 

      疋田ＰＧ、坪井ガバナー補佐、会長、幹事 

      ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 

    疋田ＰＧご夫妻、坪井ガバナー補佐、会長、幹事 

・10/27 地区大会 太田市新田文化会館 

 

孫 逸菲様 

 前原 勝良 君 

 竹内 靖博 君 

 山口 正夫 君 

 北川  洋 君 

 園田  誠 君 

 桑原 志郎 君 

 田中  淳 君 

 中村 光孝 君 

 増山 大祐 君 

 松田 秀夫 君 

 岡野 紀子さん 

 藍原 隆史 君 

 前原  勝 君 

 本田雄一郎 君 

 舘  盛治 君 

 澤田 匡宏 君 

 荒木千恵子さん 

 野沢八千万 君 



 

 

 

・10/28 地区大会に振替の為休会 

      夢計画企画特別委員会 家庭集会 

・10/30 S.A.A、出席、ニコニコ箱委員会 家庭集会 

・11/3 クラシックカーフェスティバル in 桐生 

・11/4 振替休日(祝日)の為、休会 

・11/5 IM 実行委員会 

・11/9 ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金管理セミナー 

     大友財団委員長、後藤副幹事 

・11/9 発明考案展覧会 

     桑原奉仕プロジェクト室長 出席  

 

《予 定》 

・11/12 家族会役員会 

・11/14 第２分区 A 新会員セミナー  

         講師 松島地区研修副委員長 

    参加者 坪井ガバナー補佐、会長、幹事、 

       堀クラブ研修リーダー、森会長エ 

       レクト、桑原奉仕プロジェクト室長、 

       田中淳君、Randolph さん、青木さ 

       ん、丹羽さん、中村君、長澤さん、 

       新川さん、堀貴之君 

・11/17 ゴルフコンペ 桐生 CC 

     懇親会 たつ吉 

・11/18 例会終了後、クラブ協議会  

 

幹事報告 

・国際ロータリーよりロータリーレートのご案内です。 

 １１月は、1＄＝１０８円です。 

・ガバナー事務所より「地区大会御礼」「茶の湯研修会」 

 と「第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会」のご案 

 内が届いております。 

・東日観光㈱より国際大会の案内が届いております。 

・歌津地区復興支援の会より「一燈」が届いております。 

・藤岡 RC より「第 20 回少年少女合唱団群馬県ﾌｪｽﾃｨ 

 ﾊﾞﾙ」のご案内が届いております。 

・桐生商工会議所より退任、就任のご案内が届いており 

 ます。 

・わたらせ養護園より「とんがりやね」が届いております。 

・桐生市社会福祉協議会より「福祉ぐんま」が届いており 

 ます。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いております。 

・「台風１５号集中豪雨被害義援金」募集のお願いが届 

 いております。募金箱を回しますのでご協力お願い致 

 します。 

・群馬県肢体不自由児協会より「手足の不自由な子ども 

 たちを守り育む運動」募金のご協力のお願いが届いて 

 おります。回覧致しますのでご協力お願い致します。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。 

・本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので、 

 関係理事役員の方々は、ご出席お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和元年 11 月 11 日) 

総員 68 名：出席 40 名 

令和元年 9 月 9 日例会修正出席率：77.78％ 

令和元年 9 月 30 日例会修正出席率：82.81％ 

 

ニコニコボックス 

須永博之君、北川洋君、疋田博之君、牛膓章君、前原

勝君、吉野雅比古君、坂入勝君、園田誠君、澤田匡宏

君、桑原志郎君、水越稔幸君、月門快憲君、飯塚荘一

君、田中一枝さん…荒木市長をお迎えして／疋田博之

君…須永会長、飯塚幹事には地区大会で大変お世話

になりました／山﨑一順君…城山 CC の月例会で優勝

いたしましたので／須永博之君…クラシックカーフェス

ティバルご協力ありがとうございました／竹内靖博君…

去る 11 月 3 日クラシックカーフェスティバル参加メンバ

ー大変ご苦労様でした。お陰様で昨年同様パンフレット

500 冊完売しました。桐生でも評判のイベントです。来

年も頑張りましょう／前原勝君…情報アワーで昔話をさ

せて頂きます／松島宏明君…乾杯の発声をさせて頂き

ます／北川洋君、牛膓章君、園田誠君、竹内靖博君、

桑原志郎君、田中淳君、中村光孝君…結婚祝／舘盛

治君、前原勝君、澤田匡宏君、荒木千恵子さん、大島

千賀子さん、川島崇史君…誕生祝。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

今春の桐生市長選挙におきまして、市民の皆様のご支

持をいただき、新元号令和の幕開けとともに桐生市のか

じ取りをさせていただくことになりました。 

桐生市は人口減少という大きな課題に直面しています

が、この新たな時代に、シティブランディング戦略の取

組などを通して桐生の潜在能力を最大限に引き出し、

若者が夢を持ち、一人一人が輝き、そして誰もが住み

続けたくなる、そんな桐生市を、市民の皆様と共に感じ、

共に創ってまいります。 

本日は貴重な機会をいただきましたので、私が掲げまし

た政策をご紹介させていただきます。 

今回の市長選挙では、私の公約であります４８の政策を、

次の１０のテーマに整理して訴えてまいりました。 

 

 

 

 

 

「これからの桐生」    

 

  桐生市長 荒木 恵司 様 

 



 

 

 

 

１．桐生独自の子育て・教育環境の整備 

２．人口減少対策 

３．産業振興と雇用拡大 

４．市民力を生かした観光誘客 

５．安全・安心の暮らしづくり 

６．生きがいと健康のまちづくり 

７．便利で快適な交通網の整備 

８．市民参加と市役所一新 

９．未来志向の広域行政 

１０．新たな価値観を創造・共有するまちづくり 

市では、公約の実現を検討するための検討チームを設

置し、新規事業の立案や既存事業の拡充等について、

組織横断的な視点で検討を行い、この結果を基に行政

案をまとめました。今後は、懇談会等において行政案に

対する市民の皆様のご意見を伺いながら、公約実現に

向けた取り組みを進めてまいります。 

この他にも、多くの市民の皆様からご意見やご要望等を

いただいておりますので、新たに就任した森山副市長

や職員と一丸となって、新規施策の立案などに取り組み、

目に見える形で桐生市民の皆様が元気になるよう、産

学官民金の総力を結集し、スピード感と決断力をもって、

全身全霊を注いで市政運営にまい進してまいりますの

で、皆様の一層のご支援とご協力をよろしくお願い申し

上げます。 

                                   

     本日の食事          ✿本日のお花✿ 

 

 

 

     

 

 

    たつ吉 とり重 

 

 

第１回家族会役員会 

１１月１２日 

美喜仁本店にて 

 

こんかいは、家族合同忘年ｸﾘｽﾏｽ会のご案内と春の家

族会旅行の相談をさせて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14 回クラシックカーフェスティバル in 桐生 

１１月３日 

群馬大学にて 

 

 恒例のクラシックカーフェスティバルでのパンフレット

販売のお手伝いを行いました。お陰様で完売です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ローターアクトクラブの皆様は、お絵描き大会の 

お手伝いをしてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 分区 A 新会員セミナー 

１１月１４日 

桐生プリオパレスにて 

 

入会 3 年未満の新入会員と会長、幹事、研修リーダー 

を対象に松島地区研修委員会副委員長を講師としてセ

ミナーを行い、その後懇親会がありました。 

 


