
 

 

R.I会長 ジョン F.ジャーム 

国際ロータリー第2840地区 2016-2017年度 国際ロータリーのテーマ 

     Ｒｏｔａｒｙ Ｓｅｒｖｉｎｇ Ｈｕｍａｎｉｔｙ 

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 吉田 栄佐 幹事 柳 明彦 

       クラブ会報・情報委員会  平岩千鶴子・岡部信一郎・日野昇・桑原志郎 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第３００５回例会 
(１１月１４日(月) 第２例会） 

 

１１月２１日号 

 楽しい例会・待ち遠しいロータリー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘 

２． ロータリーソング斉唱  我等の生業 

３． 来訪者紹介 

４． 2017-2018年度青少年交換学生あいさつ 

５． 会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

８． 卓話 

「新会員卓話」 

 中山 賀司 君 

 腰塚 富夫 君 

９． 点 鐘

 

〈桐生赤城 RC会長〉 長谷川 義雄 君 〈桐生赤城 RC幹事〉 清水 哲 君

** 来訪者紹介 ** 

2017-2018年度 青少年交換学生 

 一年交換学生 柴﨑葵衣 さん お母様 

 短期交換学生 木村泰史 君  お母様 

** 2017-2018 年度青少年交換学生あいさつ ** 

 

木村泰史 君 

** 会長の時間 ** 

【報 告】 

・11/12(土) ロータリー財団補助金管理セミナー 

伊勢崎プリオパレス 

疋田博之パストガバナー、園田副幹事 出席 

【予 定】 

・本 日 例会終了後 第５回定例理事会 

 桐生倶楽部 ２号室 

 １８時～ 桐生５ＲＣ会長幹事会 割烹すみ 

** 幹事報告 ** 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各 RC より週

報到着。 

・本日、例会終了後は第５回定例理事会です。理事役

員の方は２号室へお集まり下さい。 

** 委員会報告 ** 

□ 出席委員会 

本日の出席(平成 28年 11月 14日) 

総員 ６９名 ： 出席 ３８名 

平成 28年 11月 7日例会 修正出席率：76.56％ 

□ ニコニコボックス 

・桑原地区インターアクト委員長が、新潟上越市の会

議に出席されました。大変お疲れ様でした。 

吉田栄佐会長 

・先週のガバナー訪問、皆様の御協力大変ありがとう

ございました。 

柳明彦幹事 

・１年交換留学生の柴崎葵衣さんを歓迎して。合格お

めでとう 

堀明 君 

・交換留学生柴崎葵衣さん、がんばれ！ 

津久井真澄 君 

・本日、卓話をさせていただきます。 

中山賀司 君、腰塚 富夫 君 

・中山さん、腰塚さん、卓話 楽しみに聞かせていただ

きます。 

水越稔幸 君 
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・結婚祝をいただきました。 

竹内靖博 君 

・誕生祝をいただきました。 

前原勝 君 

** 卓  話 ** 

「新会員卓話」 

 

中山賀司 君 
(株)東和広告システム 代表取締役 

よそから来たから感じる桐生 

（小さな事からコツコツと） 

私の出身はとなりの足利市です。現在は桐生市美原

町に住んでおります。今は皆さんと同じ、桐生市民のひ

とりです。 

桐生に来まして感じる事がいくつもあります。何故、

桐生市は地図で見ると変な形をしているのだろう？ 何

故、桐生はこんなに野球が盛んなのに小学校にバック

ネットが無いのだろう？何故、陸上競技場の駐車場はこ

んなに狭いのだろう？何故、飲みに行くのに駐車場で

1000 円も払うのだろう？まだまだ色々とあります。自分

自身、まだまだ桐生の事は新参者で勉強中です。 

今日、お話しする事は桐生市だけの問題ではありま

せんが聞いてください。 

私にはふたりの子供がいます、ふたりとも樹徳の一貫

校でお世話になりました。上の子は娘で現在、大学 2年

生で東京へ行っております。下の子は現在、樹徳一貫

校の 6 年生、つまり（高校 3 年生）です。陸上長距離を

やっている息子です。おかげさまで息子も大学進学も

決まり、あと 3、4 ヶ月で東京へ行ってしまいます。 

今から 5、6 年前の事です。当時、私たち家族は足利

市小俣町に住んでいました。子供たちは JR 小俣駅から

桐生駅まで毎日、電車通学をしていました。息子は小

学校を卒業して樹徳中で陸上部に入ると言い、部活で

使うから自転車を買って、桐生駅に置いておきたいと言

だしました。 

中学生になるって事で、家には買ったばかりの自転

車がありましたが、さらに 1 台買って桐生駅に置いて来

る事になりました。 

それから 2 ヶ月後くらいです。息子が「自転車が動か

なくなっちゃった」とうつむきながら言ってきました。小学

校の頃から学校の事でも少年野球の事でも嫌な事があ

っても親に何ひとつ言ってくるような子じゃなかったの

に・・・と思いつつも桐生駅の駐輪場へ自転車を見に行

きました。自転車を見てびっくり、つい 2 ヶ月ほど前に買

ったばかりの自転車の面影はなく、籠はペチャンコ、サ

ドルは傷だらけフレームまでボロボロ、決して乗れる様な

状態ではありませんでした。まだ小学校を卒業してから

2 ヶ月あまりの息子は下を向いたままで「ごめん」と自分

が悪いわけでもないのに言ってきました。私は「いいん

だよ…いいんだよ…まったく悪いやつがいるんだな…気

にするな」と言うしかありませんでした。 

それから、ふたりで動かなくなった自転車を軽トラック

の荷台に載せ、近くの自転車屋へ運んで行った記憶が

あります。 

それからも自転車は、いたずらされたり壊されたりと

続きました。間もなくして、現在の美原町へ越してきたの

で、電車通学が終わり、その問題とは縁が無くなりました。

しかし、息子の友達たちは今も、いたずらされたり盗難

にあったりと、中には 2 台も盗難にあったりしている友達

もいるそうです。 

中学、高校時代と陸上に取り組んできた息子、怪我

や貧血で悔し涙も何回も見てきましたが、それとは違い、

自転車置き場での息子の涙は、私のほろ苦い思い出と

なっています。 

息子の進路も決まった今、自分に何か出来る事がな

いかと考えました。そこで桐生市の各駅の駐輪場を視

察に回りました。新桐生駅の駐輪場では利用している

高校生と話したりその他、相老駅、西桐生駅他・・・JR 桐

生駅がやっぱり一番、死角が多かったです。各駅の駐

輪場は、桐生市安心安全課が管理していて、JR桐生駅

には防犯カメラが 5台設置との事でした。 

それでも盗難、いたずらはずっとあります。少し前に、

市役所の安心安全課に現状の相談の連絡をしたところ、

「防犯カメラも市では管理していません。警察が管理し
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ています。何かあってから 5日以内に警察に行かないと

カメラのデータも消されます。」と事務的に答えられてし

まいました。私は何か起きてからではなく、防止する事

を考えて貰いたいと伝えましたが、あまり関心が無さそう

でした。防犯カメラを増やすとか、シルバー人材に委託

するとか、何か方法はあると思います。諦めないでこの

問題にコツコツと取り組んでいこうと考えています。 

また来年の4月からよそから新中学生、高校生、大学

生、あるいは新社会人が桐生へ訪れます。桐生在住の

方は桐生からよそへ行きます。新たに駐輪場を利用す

る人が生れてきます。息子が味わったような、むなしい

思いを他の子供たちに味合わせたくないと思います。こ

の事も、よそから桐生に来て感じた事のひとつです。 

是非、皆さんの知恵とお力をお貸しください。桐生が

ほんの少し良くなると思います。また地味ですけど、桐

生のイメージアップにも繋がると思います。 

 

腰塚富夫 君 
(株)サン建設 代表取締役 

1 生い立ち 

・梅田町高沢で生まれる 

・桐生工業高校機械科。バスケットボール部でインタ

ーハイ関東大会出場 

・昭和４３年３月卒業後、大阪の太陽酸素に入社。三

交替が体に合わず、１２月に退社 

・１２月から建築の道に入る 

・前橋の工業短大夜間部へ通う 

2 職歴 

昭和５４年６月にサン建設 設立。現在資本金 2,000

万円。 

キクフジ、ゴールデン東京、ソシアル桐生、菱町パチ

ンコ東映、桐生市相生の相撲場、香林の山田製作所等

の工事を請け負い、住宅を中心に工場、事務所等を手

掛けると同時に、レオパレス等東京との取引も増える。

その後、ＪＲ駅前の群馬県警察派出所等を手掛ける。 

3 その中で学んだこと 

・高校卒業時、先生に「のびんとほっすれば、まず屈

せよ」という言葉を教わる 

・平成７年(36 歳)頃より日赤等に寄付、更生保護活動

を行う。 

・社会に入って、人に信用される様な人になる。 

〇時間を守る 〇先約優先 〇人間性、人格を磨く 

〇建築を、剣道・柔道と同じく、建築道としてとらえる 

〇世の中 敵が千人、味方が千人と思え!! 

〇営業がいないので現場が営業  

細く長く続けようと思ったので、大きくはなれなかった。

目標の大事さを今になって痛感している。 

4 社内旅行で南三陸市を視察 

2011年 2月 人口 17,666 世帯 5,362 

2013年 3月     15,066     4,831 

2016年 4月     13,688     4,600 

死者 620名  行方不明者 212名 

建物被害 3,321戸 

(中心部 8割、全体の約 62％流出) 

防災センター、高尾会館、志津川小・中学校視察 

※ 原稿からの起こし漏れ、文字違いはご容赦ください。 

** 点 鐘 ** 

 

□ ＳＡＡ 今日の食事とお花 / ご連絡 

 

【親睦活動委員会から】 

 12/19 は家族合同忘年クリスマス会で

す。ご案内をファックスしましたので、ご家

族皆さんでご参加ください。 

色とりどり

の花に癒さ

れますね。 

アポワン

様。パンは

珍しい。 


