
 

 

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３１２４回例会 
(９月９日(月)第２例会) 

例会場変更―桐生プリオパレス― 

９月３０日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 会長の時間 

５． 幹事報告 

６． 委員会報告 

７． 善行青少年表彰(青少年奉仕委員会担当) 

８． 卓 話 

   「これからの桐生」 

      桐生市長 荒木 恵司 様 

９． 点 鐘 

 

<桐生西 RC> 新島 健介 君              

 

会長の時間 

本日は、市内の中学・高校から推薦された皆さんにお

出で頂き、善行青少年表彰をさせて頂きます。 

生徒の皆さんは、ロータリークラブの例会に参加される

のは初めてだと思いますので、ロータリーについてご紹

介をさせて頂きます。 

ロータリーは 1905年にアメリカのシカゴで誕生しました。 

現在、世界の 200 を超える国や地域に 35,893 のロータ

リークラブが存在し、約 120 万人の会員がいます。日本

では、1920 年に東京ロータリークラブが設立され、桐生

ロータリークラブは、1953 年に群馬県で初めて設立され

ました。 

２０１９年現在、全国に２２５４クラブ 約８８，０００人の会

員がいます。 

ロータリーの目的は、奉仕の理念を奨励し、これをはぐく

むことにあります。 

具体的には、世界平和をはじめ、健全な青少年の育成、

伝染病の撲滅などの保健衛生などがあります。 

 本日のこの表彰式もその一環として行われています。 

結びになりましたが、大変ご多忙の中、本日表彰される

皆さんの為に、講師をご快諾いただきました桐生市長 

荒木けいじ様に心より御礼を申し上げます。 

荒木市長様は、ライフワークとして以前より、青少年育

成に取り組んでこられた方ですので、皆さんに今日は素

晴らしいエールを送っていただけると思います。 

限られた時間ですが、ロータリーの例会を楽しんでいた

だければと思います。 

 

〈卓話者〉 桐生市長 荒木 恵司 様 

 

《報 告》 

・9/4 出席・ニコニコ箱合同家庭集会 

・9/7 新会員セミナー 伊勢崎プリオパレス 

   松島地区研修副委員長、坪井ガバナー補佐、 

   青木さん、金子さん、丹羽さん、中村君、長澤さん、    

   新川さん 

 

《予 定》 

・9/12 桐生４RC 会長幹事会 

・9/14 ガバナー諮問委員会 疋田 PG 

・9/16 敬老の日の為、休会 

・9/17 戦略計画特別委員会 家庭集会 

・9/17 夢計画企画委員会 家庭集会 

・9/19 ゴルフ部会  

・9/19 未来の夢計画 キッズバレイ贈呈式 

・9/22RLI セミナー 会長エレクト・副幹事 

・9/22 桐生 RAC 大人の社会科見学 

   会長・岩崎青少年奉仕委員長 

   堀さん、青木さん、丹羽さん、新川さん 

・9/23 秋分の日の為、休会 

・9/26 桐生第一高校 IAC 表敬訪問 

・9/27 桐生４RC 女子会  

・9/29 米山奨学セミナー 

   会長・会長エレクト・小林米山奨学委員長 

・9/30 ガバナー公式訪問 

・9/30 指名委員会  

 

 

ようこそビジター 

ロータリーは 

世界をつなぐ 

 



 

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。 

 9 月は、1＄＝１０６円です。 

・次週 1６日(月)と２３日(月)は、休会となります。 

 次回例会は、30 日(月)ガバナー公式訪問となります。 

 当日は、上着・ネクタイ・ロータリーバッジ着用で全会 

 員出席のご協力お願い致します。集合写真撮影もあり  

 ますので、駐車禁止とさせて頂きます。例会前の懇談 

 会、例会後のクラブ協議会も担当の方はよろしくお願 

 い致します。 

  

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(令和元年 9 月 9 日) 

総員 68 名：出席 46 名 

令和元年 8 月 19 日例会修正出席率：81％ 

 

ニコニコボックス 

須永博之君、水越稔幸君…表彰を受ける生徒の皆様

おめでとうございます。これからも頑張ってください／吉

田栄佐君、森末廣君、竹内靖博君、桑原志郎君、月門

快憲君、水越稔幸君、新井智二君、飯塚荘一君、荒木

千恵子さん、田中一枝さん…荒木市長をお迎えして／

澤田匡宏君…荒木市長をお迎えして、荒木市長の市

政運営に期待し、応援させていただきます／須永博之

君…昨夜(9/8)夜に 3 人目の孫が産まれました／岩崎

靖司君…誕生祝／前原勝君…出席 100％。 

 

 

善行青少年表彰式 

      

     司会 青少年奉仕委員 Randolph 留利子                                                   

1. 開  会 

2. 主旨説明   青少年奉仕委員長 岩崎靖司 

3. 受賞者の紹介青少年奉仕委員長 岩崎靖司 

4. 表  彰 

   

  

 

 

 

 

 

 受賞者代表 

  桐生市立相生中学校    谷 光流 様 

 

5. 会長祝辞 

   

  桐生ロータリークラブ 

    会長  須永博之 

 

 

只今、表彰を受けられました 21 名の皆さん、誠に

おめでとうございます。桐生ロータリークラブを代

表致しまして、心からお祝いを申し上げます。 

 この表彰式は、３５年以上前から年一回行わせていた

だいており、優しく勇気ある 

若者を表彰させて頂いております。 

さて、皆さんは、日ごろの学校生活や家庭生活におい

て、その行動と努力が他の生徒さんの模範となり認めら

れ、学校を代表しての受賞となりました。本当におめで

とうございます。 

私は、皆さん方のように他の人のために尽くせる人、思

いやりを持って接し、行動ができる人、人のために涙が

流せる人が、世界中に沢山出来れば、争いや犯罪が無

くなって行くはずだと確信しています。 

今後とも今まで以上に努力して、立派な社会人になっ

て頂きたいと思います。 

 結びに、先生方におかれましては、素晴らしい生徒さ

んをご推薦いただき、また、お忙しい中ご出席ください

まして誠にありがとうございました。 

 

6. 受賞者代表謝辞  

   

  

 

 

 

 

 

 受賞者代表 

  桐生市立商業高等学校   石川 真望 様 

 

7. 閉  会 

 

受賞者の紹介                 (敬称略) 

   

学  校  名 被表彰者名 引率者 

桐生市立中央中学校 松倉 結 國枝里江 

桐生市立清流中学校 木村晴香 吉岡浩史 

桐生市立境野中学校 福間里央 阿部誠二 

桐生市立広沢中学校 篠原悠莉 松本 琢 

桐生市立桜木中学校 小池脩太 鶴淵道人 

桐生市立梅田中学校 村岡そら 小林 豊 

桐生市立相生中学校 谷 光流 髙野 司 

桐生市立川内中学校 星野晃穂 植松紀子 

桐生市立新里中学校 ﾃﾞｲﾋﾞｽ琉音 田村尚之 

桐生市立黒保根中学校 新井李里夏 木山尚一 

明照学園樹徳中学校 新島圭太 田島遼也 

桐生大学附属中学校 風越彩妃 高津あかり 

群馬県立桐生高等学校 村上璃侑 丸本充昭 

群馬県立桐生工業高等学校 山中歌恋 堀口さや香 

群馬県立桐生女子高等学校 周東楓華 毒島孝次 

群馬県立桐生南高等学校 大澤駿太 藤生拓也 

群馬県立桐生西高等学校 黒田康太 細川康明 

桐生市立商業高等学校 石川真望 黒澤宏之 

桐生第一高等学校 青木脩悟 栗原 崇 

明照学園樹徳高等学校 北村 光 長谷川幸弘 

県立あさひ特別支援学校 松﨑康太 三嶋宏輝 



 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日、善行青少年表彰を受賞された中学生・高校生の

皆さんに対し、お祝いを申し上げます。今回の学校やク

ラブ活動、家庭や地域における皆さんの積極的な取り

組みに対しまして、とても感銘を受けました。ぜひ、この

表彰を期に桐生の未来を自分達の手で切り拓いていく

という気概を持ち、これからも頑張っていただきたいと思

います。 

 さて、これより、お集りの若い皆さんに対しまして、少し

長く人生を経験している先輩として、お話しをさせてい

ただきます。 

善行表彰に係る皆さんの推薦文の中には、優しさ・思い

やり・気遣いという言葉が使われています。「優しさや思

いやりとは何か？」ということを、ここで自分の経験から

お話ししたいと思います。 

私は、大学時代は野球部に所属しており、夏のオフの

時期には中華料理店でアルバイトを行っていました。2

つのラーメンを入れた岡持ちを持って配達先に向かい

ましたが、なかなか場所を探し当てられませんでした。 

今のように携帯電話などで調べることができない時代で

したので、やっと見つけた頃には出発から 30 分近く経

っており、スープは無く、麺は延びた状態でありました。 

自分としては大変申し訳ない気持ちでいたところ、配達

先の夫婦は「こんな状態になるまで一生懸命に家を探し

てくれたのだろう。大変だったね。ありがとう。」という言

葉を掛けてくれました。このことは、今でも忘れられない

思い出になっています。もし皆さんの家に、そんな状態

のラーメンが届いたらどう思うでしょうか？自分が人に接

する際に、考えていただければありがたいと思います。 

桐生市のことについても、お話ししたいと思います。 

現在、市内には観光ボランティアガイドがおり、市内外

からの観光客に案内を行っています。ぜひ中学生・高

校生の皆さんにも、ガイド役となり、桐生を訪れる人に

「まちの良さ」をＰＲしていただきたいと思っております。 

そのためには皆さんに桐生を深く知っていただく必要が

あります。桐生には他市には無い素晴らしい資源が多く

あり、また、桐生は首都圏から 100km 圏内とアクセス条

件が良いです。  

来年には東京オリンピック、ＪＲとの連携による群馬デス

ティネーションキャンペーンを控え、インバウンドに取り

組む優位性があります。現在、日本を訪れる外国人を

呼び込むため、市職員が知恵を絞りながら、観光マスコ

ミや旅行エージェントなどに働き掛けを行っているところ

です。 

今後は、観光施策の推進だけではなく、桐生が持つ歴

史・文化・伝統・自然といった財産を、広く発信するとと

もに、しっかりと次代へ継承していきたいと思います。そ

して、若い皆さんに、積極的に桐生の魅力を感じ取って

もらい、多くの方に伝えていただくスポークスマンになっ

ていただければありがたいと思います。 

今後も、桐生に生まれ育ち、桐生に誇りと愛着を持って、

ずっとこのまちに住み続けたいと思ってもらえるような施

策を展開していきたいと考えています。 

最後に、皆さんには、「失敗を恐れずチャレンジをして

ほしい」と思います。人間の行動には失敗がつきもので

あり、失敗をしない人は行動しない人です。皆さんには、

それぞれ悩みがあるかもしれませんが、失敗した事実の

み記憶し、それ以外のことは忘れ、前向きに進むことで

新たな発想が生まれると思います。悩んだり苦しんだり

した時は、勇気を持って前に踏み出すことが大切です。

「ゼロにどんなに大きい数字を掛けてもゼロである」とい

う言葉があります。前に進まなければ何も生まれないと

いうことであり、前に進むことで何かが見え、次の一歩を

踏み出しやすくなります。 

ふと自分の立ち位置を考える時に、人と比較することが

あります。「あの人と同じ事はできない」、「あの人に追い

付くことは難しい」と感じることもあろうかと思います。しか

し、生まれ育った環境や姿形など皆違うものであり、自

分と他人を比較する必要はありません。 

大事なことは、昨日の自分の取組みをどう評価し、これ

からどのように生きていけば良いかを考えることです。つ

まり、私は、比較すべき相手は他人ではなく、昨日の自

分であると考えております。 

私が市長に就任してから、4 か月が経過しますが、様々

なルールや制限の中で考えなければならないことが多く、

気持ちが落 

ち込むこともあります。右肩上がりに結果が出た時代の

やり方を踏襲できれば良いですが、県内 12 市の中で最

も急速に人口減少・少子高齢化が進む中、これまでと同

じやり方では、まちの再生・発展には繋がらないと考え

ています。 

前例にとらわれず、これからも思い切ったオンリーワンの

取組みを展開していきます。批判や反発はつきもので

ありますが、自分の考えを信じ、真っすぐに進んでいき

たいと思います。 

ぜひ皆さんにも、自分で決めたことは信念を持って頑張

っていただきたいと思います。その中で、何か悩みや辛

いことがあれば、市役所 3 階、市長室へお越しください。

一緒に考えながら、素晴らしい桐生市をつくっていきま

しょう 

                                     

本日の食事 

 

 

 

     

 

 

 

桐生プリオパレス 

 

 

 

 

「これからの桐生」    

 

 桐生市長 荒木 恵司 様 

 



 

 

地区女子会「女性の集い」 

2019 年 8 月 24 日(土) 

伊勢崎プリオパレスにて 

 

  田中一枝さん、Randolph 留利子さん、青木貴子さん 

  長澤深幸さんが出席してくれました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席委員会・ニコニコ箱委員会 

合同家庭集会 

2019 年 9 月 4 日(水)大龍にて 

 

 出席委員会とニコニコ箱委員会合同の家庭集会が 

 全員出席で開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区新会員セミナー 

2019 年 9 月 7 日(土) 

伊勢崎プリオパレスにて 

 

   松島地区研修副委員長・坪井ガバナー補佐 

   青木貴子さん、金子勇人君、新川桂子さん 

   中村光孝君、長澤深幸さん、丹羽あゆみさんの 

   8 名参加となりました。金子君は、代表としてお話と 

   演奏をしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生ローターアクトクラブ 

大人の社会科見学 

2019 年 9 月 22 日(日) 

防災学習ツアー 

 

   桐生ローターアクトクラブ主催で、桐生第一高等学 

   校インターアクトクラブと当クラブより、須永会長、 

   岩崎青少年奉仕委員長、丹羽あゆみ青少年奉仕 

   副委員長、新井智二青少年奉仕委員、堀明君、青 

   木貴子さん、新川桂子さんの 7 名が参加致しまし  

   た。本所防災館で、地震、消火、煙、暴風雨体験を 

   し、昼食後、国立科学博物館見学してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生第一高等学校インターアクトクラブ 

表敬訪問 

2019 年 9 月 26 日(木) 

 

   会長、幹事、桑原奉仕プロジェクト室長 

   岩崎青少年奉仕委員長、ﾗﾝﾄﾞﾙﾌ青少年奉仕委員 

   ﾜｲｷｷ RC のデロリスグレゴアさんも一緒に表敬訪   

   問し、手話ソング披露と皆で箱を作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


