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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。 

２０１６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２９８７回例会 
(６月６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． 「End Polio Now: 歴史に１ページを刻もう」表彰 

   会員増強賞表彰 

７． 結婚・誕生祝 

８． 乾杯 

９． 会長の時間 

10． 幹事報告 

11． 委員会報告 

12． 卓話 

   「新会員卓話」  飯山順一郎君 

              北川 貴久君 

13． 点 鐘 

 

「End Polio Now: 歴史に１ページを刻もう」 表彰 

会員増強賞 表彰 

 

 

 

 

 

結婚祝 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 

≪報 告≫ 

・5/16 例会終了後 第4回クラブ協議会が開催されまし     

た｡ 

各委員会の奉仕活動も計画通り活発に行われ終盤を

向けえつつ有ります｡ 

・ 5/22 足尾植樹例会が開催され､大勢の参加を頂き

無事終了する事が出来ました｡ 

・ 5/22  次年度地区研修協議会が 藤岡市の みかぼ

みらい館にて 開催されました｡当クラブより 疋田 PG､吉

田会長 E､柳副幹事､松島地区委員､坂入会員が参加し

て参りました｡ 

・ 5/23、 5/22 の足尾植樹例会の為例会は休会となり

ました｡ 

・ 5/26 第 66 回 ｢桐生市社会を明るくする運動｣推進

委員会の会議が 午後2時より 桐生市市民文化会館に

て 行われ会長が出席して参りました｡ 

・ 5/27  5RC会長･幹事会が 午後 7時より海鮮ダイニ

ング美喜仁館にて 開催され 会長､会長 E､幹事､副幹

事が出席しました｡新旧会長､幹事､AG の出席した引き

継ぎ会で 無事引き継ぎも終わる事が出来ました｡ 

・ 5/30 早朝例会が 午前 7時より 鳳泉寺にて 行われ

ました｡ 

・ 6/2 次年度の S.A.A､クラブ管理運営室の家庭集会

が たつ吉にて開催されました｡ 

・ 6/3 会員組織強化室の主催による 新入会員オリエ

ンテ－ションが 午後 7 より 美喜仁 4 丁目にて 5 名の

新入会員の参加の基 行われました｡ 

・ 6/3 ～ 6/5 地区青少年交換委員会の主催する バ

ストリップが開催され 横浜･鎌倉･東京の旅行が行われ 

ル－カス君が参加してきました｡ 

・ 6/4 地区会員セミナ－が 午後 1 時より 前橋問屋セ

ンタ－会館にて 開催され吉田会長 Eが参加しました｡ 

日野  昇君 

本田雄一郎君 

松島 宏明君 

朝倉剛太郎君 

小倉 康宏君 

山崎 達也君 

柳  明彦君 



 

≪予 定≫ 

・ 6/6 例会終了後 第 12 会定例理事会が開催されま

す｡理事･役員の方は出席をお願い致します｡ 

・ 6/6 次年度 奉仕プロジェクト室の家庭集会が DAT 

S DININGにて開催されます｡関係会員の出席をお願致

します｡ 

・ 6/7 次年度 会員組織強化室､雑誌･広報委員会の

家庭集会が ミスティ－にて 開催されます｡関係会員の

出席をお願い致します｡ 

・ 6/9  第 2回家族会 役員会を午前 12時より ショコラ

ノアにて開催されます｡関係者の出席をお願い致しま

す｡ 

・ 6/12 地区 米山記念奨学会の総会及び懇親会が 

午前 11 時より前橋商工会議所にて 開催されます｡当ク

ラブより大友地区委員と 沈君が参加します｡ 

・ 6/12 第 16回地区指導者研修会が 午後 1時より 群

馬県庁にて 開催されます｡ 

・ 6/13 R財団･米山奨学室､長期計画特別委員会､クラ

ブ会報･情報委員会の家庭集会が 美喜仁館にて 開

催されます｡関係会員の主席をお願い致します｡ 

 

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。 

 ６月は、１＄＝１１０円です。 

・豊川ガバナーエレクト事務所より「地区研修・協議会参

加のお礼状」が届いております。 

・群馬自閉症協会より、会報が届いております。 

・桐生瓦斯株式会社様より、塚越隆史様代表取締役社

長就任のご挨拶状が届いております。 

・桐生第一高等学校より入学式に際するお礼状が届い

ております。 

・桐生市国際交流協会より「総会資料」が届いておりま

す。 

 ・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより週

報到着。 

 ・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(平成 28年 6月 6日) 

総員 70名：出席 39名 

5月 9日例会 修正出席率：74.62％ 

5月 16日例会 修正出席率：81.53％ 

5月 23日例会 修正出席率：62.06％ 

 

ニコニコボックス 

牛膓章君…桐生織物協同組合の理事長に就任しまし

た／金子篤郎君、前原勝君、村田勝俊君、水越稔幸君、

小林雅子さん…牛膓章君の織協理事長就任を祝して

／北川貴久君…卓話をさせていただきます／日野昇君、

松島宏明君、本田雄一郎君、朝倉剛太郎君…結婚祝

／柳明彦君…誕生祝。 

 

 

卓 話 

 

 

     

 

 

 

 

 桐生市立北小学校にラグーザ・玉の油絵が２点ある。

１点は柿、１点は菊である。流石に日本の女流洋画家第

一号の優れた作品である。 

 明治９年に工部美術学校の教師としてイタリアから来

日したヴィンツェンツォ・ラグーザと出会い、西洋式の洋

画の指導を受け、日本における古美術や習慣を描き、

また多くの花の絵画を残した。ラグーザに出会う事でヌ

ードモデルともなり、その彫像は「日本婦人像」として芸

大に保管されている。 

 ヴィンツェンツォ・ラグーザと結婚し、故郷であるイタリ

ア・シシリー島のパレルモに行き、そこでも絵画の創作

を行い、女性としては難しい天井壁画なども創り上げ

た。 

 昭和８年、50 年ぶりに日本に帰り、その後も油絵や水

彩画を描き続けた。江戸時代後期に生まれ、明治期海

外に渡る数奇で躍動的な人生の中に生き抜いた彼女

は、８点（現９点）もの作品を桐生に存在させている。遠

縁の清原しまさんが桐生にいた事から、出身の北小に

絵画が２点寄贈された。また、８点の作品が現存してい

る。 

 ラグーザ・玉展は桐生倶楽部会員や桐生ロータリーク

ラブの会員が展いたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・北川洋品店…曾祖父、北川貞夫、祖父、与七郎で開

店。戦争で統制になり閉店 

・みどり化粧品店…昭和 24年伯母 2人日出子、房子で

開店。のちに父が家業として受け継ぐ。昭和 49 年 3 月

サンフジヤとして開店 

・フジヤ化粧品…昭和 38年現在のフジヤ本店を大久保

氏より譲り受け開設。昭和 46 年 8 月有限会社とし法人

化。フジヤを譲り受けると同時にみどり化粧品店を閉店 

・コアン…和 52 年 4 月コーセー化粧品を本店に契約し

なかった（カネボウとアルビオンを契約したため）コーセ

ーのセールスとの約束、昭和 60年閉店 

・田原屋桐生店…昭和 54年 1月出店 ショッピングセン

ターの到来(大店法はまだあり) 

・田原屋伊勢崎店…昭和 59年 5月出店とりせん伊勢崎

店の跡に出店 

・さくらもーる店…平成 5年 10月さくらもーる出店この後

大店法撤廃ショッピングセンターの乱立し商店街の衰

退に拍車がかかる(アピタの出店) 

「ラグーザ・玉」    

㈱イイヤマ  

          飯山 順一郎君 

 

   

 

「家業の歴史と情勢や 

    顧客ニーズの変化」    

㈲フジヤ  

           北川 貴久君 

 



 

・プリモ店…平成 9年 3月フレッセイ新桐生店プリモ店と

して出店 

・リヴェットベルモール店…平成 16年 10月宇都宮ベル

モール内に出店。大規模ショッピングセンター(５万㎡以

上)の時代。宇都宮の県民性に驚く 

・リヴェットスマーク店…平成 20年 11月伊勢崎スマーク

内に出店 

 

 

 

 

 

 

 

～とりまとめペーパー～ 
               担当： 長期計画特別委員会 

                      委員長 村田 勝俊 

 

パネラーとして参加いただいた 12 名の方々から当クラ

ブの発展につながる重要で有益なご意見を活発に出し

ていただきました。本ペーパーではそれらをとりまとめ、

理事会に提出するものです。 

 

１．当クラブが「新しい活動をするとしたらどんなことが考

えられますか？」という共通の質問について 

（１）クラブ独自の新しい活動をすることについて賛成す

るパネラーがほとんどを占めた。 

 分野等については、高齢者関係（事例として越谷南Ｒ

Ｃの認知症サポーター養成講座）、若手企業家向けの

資金・人脈支援、いろいろな市民層を長期的に巻き込

める事業、就学困難な学生への奨学金の支給や学習・

就労の支援、青少年との交流を増やす、環境保全、図

書館へロータリー文庫、公開講演会・コンサート、お金

ではなくロータリアンが体を動かすことによる貢献、期間

限定の熊本地区のＲＣとの連携・被災地支援、グローバ

ル補助金をつかった国際的な支援など、多種多様かつ

建設的な意見がたくさん発表された。一方で少数ながら、

行事を増やす必要性はないとの意見もあった。 

（２）新たな活動を行うためには現在の活動を見直す必

要性についての意見があった。従来からの継続事業を

見直すことで、新規事業を行うエネルギーが生み出され

てくる。地域社会のニーズの調査、資金、人的パワー、

連携可能性等を検討する新規活動特別委員会を立ち

上げる必要性が指摘された。 

 

２．新しい活動関係以外の意見・要望 

（１）会員増強について 

 40代後半から 50代のメンバーの増強をもっと図りバラ

ンスの良い年代構成を図る、拡大の工夫への提案があ

った。一方、最近会員数が増加していることを是としつ

つも、会員同士の連帯感が希薄化しているのではとの

懸念が示された。 

その対策として（遊び心のある）全員参加型の行事の実

施、桐生RCのよきルールの検証が有効との意見があっ

た。温泉での一泊例会の工夫も例に上がっていた。 

（２）会員間のコミュニケーション 

会員個人を知る上でも重要な会員卓話を増やす、改め

て会員の自己紹介をしてもらい、経歴、特技、趣味、関

心などクラブにどのような人材がそろっているのかを皆

で確認するなど、会員相互の理解を深めることの重要

性が指摘された。 

（３）ロータリーを知る 

入会歴の浅い会員にとってロータリーの知識や歴史、

考え方や用語を勉強できる機会の提供要望があった。

新入会員一人一人に“先生”がつきなんでも教えてもら

えるとクラブがもっとなじみやすくなるのではないかとの

指摘があった。 

 

３．今回のパネルトークが示唆すること 

（１）今回のパネラーの方々から様々に新しい活動の具

体的な分野、プロジェクトのイメージが出された。社会の

変化に即して、クラブの活動が変化していく必要性を感

じている会員が多いのではなかろうか。 

 一方、現行のプログラムを実施していくことに結構エネ

ルギーが費消されている現実があり、新たな活動を行う

ための現行プログラムの整理が必要なのではなかろうか。

そうしたことからも、パネラーから提案のあった新規活動

特別委員会（仮称）の設置が必要ではなかろうか。この

新規特別委員会のメンバーだが、私見であるが、当年

度、次年度、次々年度の 3か年の会長・幹事、エレクト、

候補者をコアとし、10 名程度で組織し、3 年おきに設置

したらどうか。 

（２）会員が増加することはクラブの活動の活性化に必

ずしも即直結するわけではないのではないか。既存の

会員にとっては新会員が、新会員にとって現会員がど

んな人物なのかを知る機会や、新会員にとってロータリ

ーをなじみやすく出席しやすい、出席率を高くしたいと

の動機付けとなる工夫がより必要なのではなかろうか。

そのための具体的な方策もパネラーからたくさん示され

ているので、各委員会で協議して創意工夫をしてみて

はいかがか。若手会員や入会からまだ日の浅い会員を

リーダーの役割に抜擢するなどの委員会構成面、週報

やウエブサイト、ソーシャルメディアなどクラブ独自のメ

ディアの活用も一考に値する。 

 

４．最後に 

今回のパネラーの方々には積極的に参加いただきあり

がとうございました。大変限られた時間で実施したにも

関わらず、有益な意見をたくさん出していただき改めて

感謝いたします。また、パネルトークの進行を円滑に進

めた各グループの司会者の方にこの場を借りてお礼を

申し上げます。 

会員の意見交流会を行うと同一のテーマに対し多様な

意見を持っていることがわかりますし、会員一人一人の

人柄にふれる良い機会にもなりますので年一回程度の

適宜の実施をお勧めします。 

 

【例会予告】 

６月 20日(月)  最終例会 (夜間例会) 

           ♦ 点 鐘  午後６時 30分 

♦ 場 所  たつ吉 

 

 

 

  

 

 

パネルディスカッション 

 “なんでも言ってください 

      桐生ロータリークラブのいまと未来“ 

 


