
 

 

R.I会長 Ｋ.Ｒ.ラビンドラン 

国際ロータリー第 2840地区 2015-2016年度 国際ロータリーのテーマ 

       Be a gift to 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。 

２０１５年 

会長 堀 明 幹事 桑原 志郎 

           クラブ会報・情報委員会  園田誠・柳明彦・山﨑一順・前原勝 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２９６２回例会 
(１０月２６日(月)第３例会) 

１１月９日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 新会員入会式 

５． 結婚・誕生祝 

６． 出席１００％表彰 

７． 乾 杯 

８． 会長の時間 

９． 幹事報告 

１０． 委員会報告 

１１． 卓 話 

      「3期目に思うこと」 

           桐生市長 亀山 豊文 様 

１２． 点 鐘 

 

 

≪卓話者≫ 桐生市長 亀山 豊文 様 

 

 

新会員入会式 
 

 

 

                      株式会社 沼田屋タクシー 

                   代表取締役 

                      小林 康人 君 
 

 

 

 

歓迎の言葉              会長 堀  明 

小林康人さん､ご入会おめでとうございます｡ロ－タ

リ－の目的は､意義ある事業の基礎として､奉仕の理

念を奨励し､これを育むことにあると定められてい 

ます｡私達は､知り合いを広めることによって､奉仕

の機会とすること｡職業上の高い倫理基準を保ち､社

会に奉仕する機会として､各自職業を高潔なものに

すること。個人として、事業及び社会生活に於いて､

奉仕の理念を実践すること｡奉仕の理念で結ばれた

職業人が､世界的ネットワ－クを通じて､国際理解､

親善､平和を推進することを目的に活動しています｡

小林さん 一日も早くクラブになれて､ロ－タリ－

を楽しんで下さい｡小林さんの入会を歓迎いたしま

す。おめでとうございます｡須永会員には､小林さん

の推薦を頂き感謝申し上げます｡有難う御座います。 

 

 

結婚祝 

   

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

出席１００％表彰 
  

 

 

 

 
 

 

ようこそビジター 

立澤 俊明君 

大島千賀子さん 

坂入  勝君 

平岩千鶴子さん 

石島 久司君 

朝倉剛太郎君 

吉野雅比古君 

牛膓  章君 

飯山順一郎君 

養田  隆君 

塚越 紀隆君 

坂入  勝君 

新井 智二君 

柳  明彦君 

吉野雅比古君 

高橋  昇君 

小倉 康宏君 

高橋 弘史君 

堀  明君 17 回 

森 末廣君  6 回 



 

 

会長の時間 

桐生ロータリークラブ細則第 3 条第 1 節により、役員を

選挙する会合１ヶ月前の例会に於いて次々年度会長及

び次年度副会長、幹事、会計及び 5名の理事の指名を

行うことになっております。指名委員会により指名された

会員の発表をさせて戴きますので 12 月 7 日の年次総

会の際に行われます選挙の時には宜しくお願致します。 

2017～2018年度   会  長  前原   勝君 

2016～2017年度   副 会長  本田雄一郎君 

    〃            幹  事  柳   明彦君 

    〃            会  計  園田   誠君 

    〃            理  事  飯塚  荘一君 

    〃            理  事  久保田寿栄君 

    〃            理  事  桑原  志郎君 

    〃            理  事  水越  稔幸君 

    〃            理  事  野間  義弘君 

 

≪報 告≫ 

・10/24 未来の夢計画の実施を 10:00 より JR桐生駅南  

  口ゆいに於いて行い、電動自転車 3台を桐生市に 

  寄贈いたしました｡その ゆい にある自転車を会員で 

  磨く奉仕活動を行ないました｡ 

・ 10/24、25に第 25回ライラ研修会が赤城少年自然の   

  家で開催され､朝倉青少年委員長と米山奨学生のホ  

  アン･ミン･チｴン君､RAC会員 3名が参加してきました｡ 

 

≪予 定≫ 

・11/1RLIセミナ－(パ－トⅡ)が開催せれます｡吉田会長  

 エレクト､柳副幹事が参加して参ります｡ 

・11/2 は 9/15 の桐生 5RC合同夜間例会の振替の為､  

 休会となります｡ 

・11/2 桐生第一高校インタ－アクトクラブの例会に午後  

 4時 30分より､会長､幹事､朝倉青少年奉仕委員長､大  

 島青少年奉仕委員の 4名で表敬訪問して参ります｡ 

・11/5家族会の役員会が正午より大龍にて行われます｡ 

・11/6桐生 5RC会長幹事会が､19時よりたつ吉にて､行 

 われます｡ 

・11/7 地区の女性フォーラムが前橋商工会議所にて行  

 われます｡疋田パストガバナ－参加して参ります｡ 

 

≪その他≫ 

 ・前例会において､東日本豪雨災害義援金の募金を 

  行い､会員の浄財とクラブからの金額合せ 6万円を  

  寄付させて頂きました｡ 

 

幹事報告 

・ガバナー事務所より「茶の湯研修会」のご案内が届い  

 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。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・次週１１月２日(月)は、９月１５日桐生 5ＲＣ合同例会に  

 振替の為、休会となります。次回例会は、１１月９日(月) 

 となりますので、お間違えのないようお気を付け下さい。 

 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 27年 10月 26日) 

総員 68名：出席 42名 

10月 19日例会修正出席率：85.48％ 

 

ニコニコボックス 

疋田博之君、金子篤郎君、牛膓章君、堀明君、前原勝

君、本田雄一郎君、須永博之君、桑原志郎君、月門快

憲君、水越稔幸君…亀山桐生市長をお迎えして／北

川洋君、牛膓章君、堀明君、岡部信一郎君、前原勝君、

村田勝俊君、月門快憲君…小林康人君の入会を祝し

て／牛膓章君、養田隆君、吉野雅比古君、飯山順一郎

君…結婚祝／吉野雅比古君、朝倉剛太郎君、大島千

賀子さん、平岩千鶴子さん…誕生祝／堀明君、吉田栄

佐君…出席 100％／堀明君、村田勝俊君、園田誠君、

木村洋一君、山田実君、飯塚荘一君、小林雅子さん、

田中一枝さん…写真戴きました。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

【2 期 8 年の総括】 

・これまでの 2期 8年は、財政状況が大変厳しかったと  

 いうことで、1期目の就任当初からこれまで一貫して財 

 政再建の取組に力を注いできた。 

・その結果、職員数の削減や市債残高の圧縮などにお  

 いて、一定の成果を上げることができたと自負している。 

・一方で、「選択と集中」をモットーにしながら、東日本大 

 震災などを教訓とした防災対策や将来を担う子供たち   

 を育むための子育て環境の充実など、なすべきことに 

 は真っ先に取り組んできた。 

・2期 8年にわたる行財政改革の取組などにより、財政 

 状況は順調に改善し、まちの体力をかなり回復させる 

 ことができたのではないかと自分なりに総括している。 

【3期目の抱負】 

・これからの 4年間は、その回復した体力を存分に活か 

 しながら、選挙戦でも訴えてきた重点施策にしっかりと 

 取り組んでいきたい。 

 

◎重点施策 

 ○みどり市との合併 

 ・もともと一つの生活圏を形成してきたこの地域が、飛 

  び地状態によって多くの弊害がもたらされている。 

 ・合併によって飛び地状態を解消し、効率的で利便性  

  の高いまちづくりを進め、この地域を持続可能で将来  

  にわたって住みやすい地域にするために力を注ぐ。  

 ≪桐生・みどり新市建設研究会≫ 

 ≪任意合併協議会の早期設置≫ 

「３期目に思うこと」    

   

  桐生市長 

亀山 豊文 様 

 



 

  

 

 

 

 ○人口減少対策 

 ・高い人口減少率や高齢化率に歯止めをかけるため、 

  雇用政策をはじめ、住宅、子育て、教育など様々な  

  分野の施策を展開し、「誰もが住みたいと思えるまち、 

  誰もが住み続けたくなるまち」の具現化に取り組む。 

 ≪住宅≫「住宅取得応援事業」(最大 200万円補助) 

 ≪子育て≫「保育園・幼稚園第 3子以降保育料無料 

           化」「小・中学校第 3 子以降給食費無料化」 

 ≪教育≫「サイエンスドクター」、「未来創生塾」 

        (市民でなければ受けることのできない特色 

          ある教育) 

 ≪定住促進≫ 

          「子育て就労者市内居住奨励補助制度」 

  

 ○地方創生 

 ・国は、将来にわたって活力ある日本社会を維持して  

  いくことを目的に「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、 

  50年後に 1億人程度の人口を維持することを目指し 

  た「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と今後 5か年 

  の施策の方向性等を示した「まち・ひと・しごと創生総 

  合戦略」をとりまとめ、「しごと」「ひと」の好循環を確立 

  し、「まち」の活性化を図ろうとしている。 

 ・当市としても、国や県の動向を勘案しながら、人口の 

  将来展望などを提示する桐生版の「人口ビジョン」と、 

  人口の現状や産業の実態などを踏まえた今後の政 

  策目標などをまとめる桐生版の「総合戦略」を策定す 

  る。 

 ・現在は、市民や転出者へのアンケート、人口の将来 

  展望に必要な調査などを行いながら、人口ビジョンの 

  作成を進めている。 

 ・また、近日中に、産業界、教育機関、金融機関、労 

  働団体、メディア等、幅広い分野の有識者で構成す 

  る外部委員会を立ち上げ、様々な立場からの意見を    

  伺いながら、総合戦略の策定を進める予定である。 

 ・市の最重要課題として人口減少対策にいち早く取り 

  組んできた当市としては、国を挙げたこの流れを大き 

  なチャンスと捉え、桐生ならではの「地方創生」を成し 

  遂げることで、地域の明るい未来につなげたいと考え 

  ている。 

 

 ○環境先進都市の実現 

 ・自然環境やこれまで取り組んできた環境関連施策の 

  成果を活かし、エネルギーの地産地消や環境関連産 

  業の創出で、まちの魅力や活力アップを図るとともに、 

  災害に強く、安全性や利便性にも富んだ環境先進都 

  市の実現を図る。 

 

 ○重伝建地区を核とした歴史まちづくりの推進 

 ・貴重な歴史資産や歴史的風致を後世に引き継ぐとと 

  もに、こうした資産や風致の保存・活用に向けた取り 

  組み成果を地域の活性化にもつなげていきたい。 

 

 

 

 

 

◎基本政策の３本柱「元気・安心・未来」 

 ○元気で活力のあるまちづくり 

  ・台北テキスタイルフェア出展規模拡大など、海外販 

   路開拓支援 

  ・中心市街地空き店舗対策補助金制度創設など、商 

   店街の賑わい創出(中心市街地活性化協議会、キッ 

   ズバレイ、コンパクトシティ) 

  ・工場適地(桐生武井西工業団地)の整備促進、雇用 

   の創出と首都圏工業集積地との交流促進(災害時 

   のバックアップ機能) 

  ・群馬大学理工学部を核とした産学官連携の強化 

  ・水と緑に恵まれた地域特性を活かした農林業・畜産 

   業振興策の推進(桐生ブランド化や就農支援) 

  ・桐生が岡遊園地、動物園の充実と周辺施設の整備 

   による「まちなか観光」へのルートづくり 

 

 ○安心して暮らせるまちづくり 

  ・北関東へのアクセス改善と国道 50号線などの利便 

   性向上 

  ・新桐生駅の駅前広場整備やホームへのエレベータ 

   ー設置 

  ・「空き家対策室」を中心とした総合的かつ計画的な 

   空き家対策の推進 

  ・災害に強いまちづくりの推進と地域防災力の向上 

  ・桐生厚生総合病院のさらなる充実 

  ・(仮称)梅田浄水場建設による安心でおいしい水の 

   確保 

 

 ○子どものための未来づくり 

  ・「子ども・子育て支援新制度」に基づく、「結婚・妊 

   娠・出産・育児」の切れ目のない支援 

  ・子育て支援策の充実(放課後児童クラブ運営内容 

  統一化、病児病後児保育子ども発達支援、キッズプ 

  レイルーム施設)と経済的負担軽減策の充実(第 3子 

  以降保育料、給食費無料化) 

 ・総合教育センターの設置(中央公民館、教育研究所、 

  青少年センター、青年の家などの機能集約化) 

 ・幼稚園、小・中学校教育の充実(少人数学級編成、 

  放課後子ども教室開設、幼稚園預かり保育、幼少連 

  携、給付型奨学金制度創設) 

 ・全市民の憩いの施設として図書館改築を推進 

 

◎オール桐生 

 ・今後の施策展開に当たっては、産学官民が協働し、 

  「オール桐生」でまちづくりに取り組むことが重要であ 

  る。 

 ・産業界や大学などはもちろんのこと、多くの市民の皆 

  さんにも政策立案に関わっていただき、一体となって 

  様々な課題の克服に取り組むことが可能となるシステ 

  ムの構築も必要と考えている 

 

 



 

 

 

 

 

国際ロータリー第 2840地区 

ＲＹＬＡ研修会 

10月 24 日(土)・25 日(日) 

前橋市赤城少年自然の家にて 

 

 

今年もＲＹＬＡ(Rotary Youth Leadership Awards)研修会、 

ロータリー青少年指導者育成プログラムが実施されまし

た。30 歳までの青少

年を対象とする集中

研修プログラムで、朝

倉青少年奉仕委員

長、米山奨学生の 

ホアン  ミン  チエン

君、桐生ローターアク

トクラブより、清水会

長、大友君、毒島さん

が参加致しました。 

 

 

 

群馬県野球大会 

準優勝 

 

10月 31日(土)桃の木グランドにて、伊勢崎中央ＲＣと決

勝戦を行い、準優勝でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラシックカーフェスティバル in 桐生 

11月 1 日(日) 

 

 

恒例のイベント、クラシックカーフェスティバル in 桐生の

お手伝いを行いました。お天気も良く、パンフレットは、

完売し、桐生ローターアクトクラブが担当するお絵描き

大会も大忙しでした。昨年当クラブより寄付致しましたキ

ノピーを借りて、会場や有鄰館でお手伝い致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族会役員会 

11 月 5 日(木) 

大龍にて 

 

 

第 1 回家族会役員会が開催され、12/21 家族合同クリ

スマス会と家族会旅行の件をお話させて頂きました。 

今回の旅行は、来年 4月を予定していて、まだ公演のス

ケジュールが未定ですので、わかりませんが観劇の予

定です。決まり次第、早めにご連絡致しますので、是非

ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【例会予告】 

11月 16日(月) 

    ♦ 卓 話 

       桐生中央商店街振興組合 

       理事長 茂木 理享 様 

 

    ♦ 食 事 

       五 大 

 

     23日(月)勤労感謝の日(祝日)の為、休会 

     

    30日(月) 

    ♦ 卓 話 

       ＮＰＯ法人 equ-alle 

       理事長 高橋 俊文 様 

 

    ♦ 食 事 

       ソイストーリー 

        


