ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2570 / KUMAGAYA EAST ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN
国際ロータリー第２５７０地区

2016–2017年度

2016−17年度テーマ

熊谷東ロータリークラブ会報

NO.

34

クラブテーマ

ロータリーを実践し、共に感動しよう！

会長：石井
幹事：市川

典男
富夫

副会長／会報・情報委員会：武藤
会長エレクト：小川 智

2016.5.10 発行

正

〒360-0024 熊谷市問屋町2-4-1 熊谷流通センター会館
TEL.048-525-3025 FAX.048-525-7011
office@kumagaya-east-rc.com

国 際 ロ ー タ リ ー 会 長 ：ジョン・ジャーム
第2570地区ガバナー ：前嶋 修身

通算 1904回

例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

例会

平成29年4月26日
◎司会：中山康徳 SAA

会長の時間
石井 典男

市川 富夫
皆様改めましてこんばんは。久しぶりの夕刻例会でございます。
本日は熊谷剣道連盟の前会長 鶴間様に卓話をして頂く予定に

●

●

リークラブの創立 50 周年記念式典が開催され、
私と市川幹事、

●

先々週の土曜日、東京の帝国ホテルにおきまして行田ロータ
野中パストガバナーで出席してまいりました。行田ロータリー

日本のロータリー 100 周年委員会設立趣意書

地区事務所より

国際大会ガバナーズナイト開催の案内
6/11（日）19：00 ～アトランタ

の桑名北ＲＣと姉妹クラブの提携をしているようで、当日会場

ホースラディッシュグリル

には台北城中ＲＣから約 30 名また白河桑名北ＲＣからそれぞ

2017-18 年度

（会長エレクト、会員増強委員長）

台湾の国旗が掲げられていて大変華やかな式典会場風景でし

RLI・DL の為のファシリテーション研修セミナー開催の案内

た。台北城中ＲＣの代表、
日本ではクラブの代表は会長ですが、

5/26.27（金 . 土）9：30 ～紫雲閣

台湾では社長という表示がしてありました。

（参加候補者：中山・市川・石井・吉田・佐藤）4/28 まで

土浦南 RC 会員、稲本氏より

が有りました。旅行中好天に恵まれ、桜も満開を少し過ぎた

●

ます。親睦委員長の高橋さん、小川さんのおかげで祇園の老

●

孫の心臓移植のための寄付のお願い（パンフレットあり）

熊谷美術家協会より

第 51 回熊谷市美術展

舗で初歩的ではありますが楽しいお座敷遊びを体験できまし
たし、大変有意義な時間を過ごせたと思っております。翌日
は滋賀の彦根城を見てまいりました。日本に五つある国宝の
お城の一つで広大な敷地の中に、櫓や橋が当時のままに残っ
ていて馬の歩幅に合わせた急な坂道を登りながら天守閣まで

熊谷東 RC 会長賞

熊谷警察官友の会 29 年度定期総会の案内
5/17（水）マロウドイン熊谷

●

ます。今回は当クラブ創立 40 周年事業の一環としまして例

●

春のゴミゼロ運動について
東 5/20 ～ 6/7

大集会室

西 6/8 ～ 6/25

埼玉県腎・アイバンク協会より
第 28 回総会の案内

会員皆様の一致協力を是非とも宜しくお願い致しまして、簡

クラブ協議会 地区研修協議会報告
次年度活動方針（小川会長エレクト）
会員・パートナー誕生祝

熊谷コミュニティづくり市民協議会定期総会開催について
熊谷市立大里コミュニティセンター西棟

●

単ですが本日の会長の時間の挨拶とさせていただきます。ご

2F「飛天」

5/18（木）14：00 ～

本年度も残すところ、あと２か月余りとなりました。来月は

年よりも一段と力を入れていきたいと思っておりますので、

大久保勝彦氏（写真の部）

●

見学してきました。

当クラブ主催によります、第 37 回青少年剣道大会が行われ

第 1 回会員増強セミナー開催の案内

6/4（日）13：00 ～紫雲閣

れ 12 ～３名のロータリアンが参加しており会場には、日本と

ころで丁度良い時期に旅行ができ大変良かったと思っており

5 月ロータリーレート

ロータリー 100 周年委員会より

クラブは台湾の台北城中ＲＣと、また国内では白河ＲＣや三重

話は変わりますが、先週の日・月と当クラブの親睦家族旅行

幹事

1 ＄＝￥110

なっております。鶴間様宜しくお願い致します。

〈本日 5/10 のプログラム〉

◎点鐘：石井典男会長

幹事報告

会長

清聴ありがとうございました。

18時30分

6/10（土）14：00 ～埼玉県民健康センター 1F

熊谷青年会議所より

●

創立 65 周年記念式典・祝賀会の案内

6/1（木）ホテルガーデンパレス「鳳凰の間」17：00 ～

行田 RC より

●

記念式典のお礼状
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●

次年度ガバナー補佐より

以下の内容の資料が配布され、お話して頂きました。

次年度第 1 回会長・幹事会の案内
5/26（金）18：30 ～

【配布資料内容】

ベルヴィ アイトピア

・学校における「守・破・離」

例会日

出席

欠席

MU

出席率

4.26

16

13

1

53.33%

ニコニコ BOX
浅井 純次

・校風・家風をつくる
ー学習・生活習慣改善部による実践ー
・明確にすること
ー学校教育目標の具現化・学校評価についてー

委員

・剣道具事情

資料から「剣道具事情」について
石井会長・武藤副会長・市川幹事

退職を機に、NPO「日本の剣道具製作技術と剣道を研究す

今日の卓話、宜しくお願い致します。

いわゆる剣道具屋さん、材料屋さんとの交流を通して、最近

本日の例会は熊谷剣道連盟前会長の鶴間信好様です。

一部を紹介する。

熊谷剣道連盟前会長

鶴間信好様ご来訪歓迎いたします。

る会」に参加し、運営を手伝って三年近くになる。その中で、

石井典男会長

の剣道具事情を知り、やりきれない思いとなったので、その

卓話楽しみにしておりました。宜しくお願い致します。

①剣道具を材料から仕立てる職人が国内に数人しかいない。

清水利夫会員

剣道具の制作は手仕事となるため、人件費の安い海外

熊谷剣道連盟前会長の鶴間信好先生の卓話を楽しみにしてい

に生産の拠点が移り、量産されている。剣道界も普及の

吉田 繁会員

継者がほとんど育てられて来なかった。上級者が使用し

の深い武道のお話を楽しみにしておりました。よろしくお願

のが現状とのことである。

ました。よろしくお願いします。

ために安価な剣道具を勧めざるを得ず、国内の職人の後

皆さん今晩は。熊谷剣道連盟前会長の鶴間信好様、今夜、奥

ている手刺しの剣道具もほとんどが外国産であるという

いいたします。

②竹刀もほとんどが外国産である。

竹刀は真竹の根元の部分（節が五つ）で作る。したがっ

細川末廣青少年奉仕委員長

第 37 回熊谷青少年剣道大会も 1 か月後になりました。連盟

て一本の竹から竹刀となるのは一ヵ所しかない。竹刀以

願いいたします。今夜は卓話ありがとうございます。

として用いられていた。しかし、それらの需要が減って

鶴間様のご来訪を心より歓迎申し上げます。

材料が国内供給されなくなり、竹刀製造の拠点はほぼ海

でダブル、トリプルヘッダーとなる方もおられますが、何と

ろから、仕上げまでできる職人も、国内には数人しかい

の前会長鶴間様にも大変お世話になっております。宜しくお

外の部分は扇子の骨、籠等の竹細工、箸、楊枝等の材料

小川 智会員

きたため、国産の竹材は切り出されなくなった。竹刀の

また、次年度の組織作りをしております。限られた人数なの

外に移った。現在、手仕事で竹を裂いて切り揃えるとこ

ぞ宜しくお願い致します。

ないとのことである。

熊谷剣道連盟前会長

持つ職人が減ってきている現状は剣道具だけにとどまら

浅井純次会員

いいたします。

伝統技術は伝承されなければならないが、その技術を

鶴間信好様、本日の卓話よろしくお願

ない。現在第五次まであると言われる産業構造は、効率

井桁憲治会員

はよいのであろうが、伝統技術の伝承という面では不均

剣道大会では、福島から 6 チーム（30 名）の参加、応援団

てくること、すでに消え去ってしまっているのを憂えず

鶴間様、本日は当クラブの卓話講師、宜しくお願い致します。

衡なものである。日本の文化が消え去ってしまう時がやっ

を含めると倍くらいになります。

にはいられない。

埼玉県退職校長大里支部会報

ニコニコ BOX

本日

累計

4.17-18

￥14,000

￥638,000

（第四十二号

おおさと

平成二十九年二月発行より）

卓話
熊谷剣道連盟 前会長

鶴間 信好氏

〈次回 5/17 のご案内〉
クラブフォーラム
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剣道大会について

