
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 

 5月 13 日の地区研修・協議会においては、会員の皆さま

の絶大なるご協力によりましてＲＩ理事の石黒慶一様に、

今まで他に見てきた研修・協議会の中で、一番素晴らしい

内容の研修・協議会であったとのお褒めの言葉を頂きまし

た。これは小池実行委員長をはじめ全会員が一丸となって

準備を重ねて当日も朝早くから必死になって取り組んだ

ことが評価されたものと思います。会員の皆さま大変お疲

れ様でした。又、心よりご協力に感謝を致します。有難う

ございました。この研修・協議会を受けて、次年度の毛塚

年度のクラブ協議会が 18 日に開催されます。毛塚年度の

目標と活動を決める運びです。宮内ガバナー年度と合わせ

て次年度は大変多くの事業を果たして行かなくてはなり

ません。是非とも皆様のご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 昨日、国際ロータリーのイアン・ライズリー会長より「会

費によってもたらされる変化」というメッセージを頂きま

したので、途中省略いたしますがその主旨をご紹介いたし

ます。 

親愛なるロータリーリーダーの皆さま 

 2016 年規程審議会で、会費(人頭分担金）を、2017-18

年度、2018-19 年度、2019-20 年度の 3 年度にわたって 4

ドルずつ増額する立法案が採択されました。この決定によ

り、年間会費は、2017-18年度に 60ドル、2018-19年度に

64 ドル、2019-20年度に 68 ドルに増額されます。 

 

2016年に承認された会費増額の結果、ロータリーは、健全

な財務基盤を構築し、かつ、未来に投資することが出来る

ようになります。 

皆さまには、お金だけでなく、時間とエネルギー、そして

努力をロータリーのために提供していただいております。

適切なかたちでより多くの力を傾ければ、得られるものも

大きくなるでしょう。私たちが共に支える国際的な絆をな

くして、何も達成することはできません。世界に「変化を

もたらす」皆さまのご支援、ご助力に感謝いたします。 

心を込めて 

2017-18年度ＲＩ会長 イアン・ライズリー 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

５．１２（土）地区研修・協議会 準備     

於・東洋大学板倉キャンパス 

   参加者 ２６名 

５．１３（日）地区研修・協議会          

於・東洋大学板倉キャンパス 

   参加者 ３７名 

５．１４（月）第４７回館林まつり 実行委員会    

於・三の丸芸術ホール 

   参加者 中村 研司・飯塚 一成 

５．１７（木）～１８日（金）歴代地区幹事会        

於・伊香保 福一 

   参加者 小暮 雅𠀋 
 

今後の予定 

５．１８（金）２０１８－１９年度第１回クラブ協議会    

於・つかさ本店 

５．１９（土）高崎北ＲＣ創立５０周年記念式典 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

５．２３（水）第４分区Ｂ城沼植樹合同事業最終確認  

於・館林土木事務所 

５．２５（金）トロント国際大会 最終説明会    

於・前橋問屋センター会館 

５．２５（金） 

平成３０年度館林市国際交流協会総会及び懇親会 

於・東武トレジャーガーデン 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

2018 年５月１８日(金) 第２９４７回例会報告（Ｎｏ，４１） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０１７～２０１８年度 

変化をもたらす 
第２８４０地区 ２０１７～２０１８年国際ロータリーのテーマ 

◆例会日 毎週金曜日 12：10より 

◆例会場 レストランジョイハウス２Ｆ 

     館林市美園町 15-7 TEL0276-73-4669 

◆事務所 館林信用金庫本店内 

     館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181 

◆E:mail  tatebayashi.rc@sepia.plala.or.jp 
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５．２６（土）新田ＲＣ創立３５周年記念式典   

於・ティアラグリーンパレス 

６． ２（土）会員増強セミナー           

於・前橋問屋センター会館 

６． ３（日）第３５回茶の湯研修会          

於・慈眼院 一路堂 

６． ６（水）第４分区Ａ・Ｂ現新会長・幹事会 

於・ティアラグリーンパレス 

６． ９（土）米山記念奨学生学友会総会     

於・ホテルメトロポリタン高崎 

６．１０（日） 

２０１８－１９年度第１回青少年交換委員会 

於・前橋問屋センター会館 

６．１２（火）２４・２５年会                

於・前橋テルサ 

６．１４（木） 

サントリースコールサロン総会及び情報交換会 

於・サントリー利根川ビール工場 

６．１７（日）（公社） 

館林青年会議所創立５５周年記念式典・大懇親会 

於・日本キャンパックホール 

６．１８（月）セブポートセンターＲＣ  

次年度会長・次年度幹事就任式 

於・セブカントリークラブ 

６．２３（土）～２７（水）トロント国際大会       

於・カナダ トロント 

６．２４（日）日本人親善朝食会             

於・ﾊｲｱｯﾄ･ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ･ﾄﾛﾝﾄ 

７． ７（土）インターアクト合同会議  

於・中央カレッジグループ本部ビル 

７．１４（土）・１５日（日）第４７回館林まつり        

於・本町通り 

７．２１（土）インターアクト年次大会             

於・群馬会館 

― 幹 事 報 告 ― 
幹事 中村 研司 

１．例会場・例会時間の変更 

◆富岡中央ＲＣ      

６月１４日（木）→ さよなら家族会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 ホテルアミューズ富岡 

６月２１日（木）→ 地区補助金食育プロジェクト 

会 場 丹生湖 

６月２８日（木）→ 休 会 

２．会報、週報 

◆館林東ＲＣ → 会 報 

◆館林西ＲＣ → 会 報 

 

３．その他 

 

◆ガバナー事務所  

①ロータリークラブ・セントラルより次年度目標入力・

報告のお願い 

②２０１８－１９年度第１回青少年交換委員会開催 

ご案内 

【日 時】６月１０日（日）１０：００～１１：３０ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会  

→ 「ハイライトよねやま ２１８号」 

 

◆槻岡ガバナー補佐  

→ 第４分区Ｂ城沼植樹合同事業最終確認のご案内 

【日 時】５月２３日（水） ９：５０集合 

【会 場】館林土木事務所 駐車場 

【対 象】第４分区Ｂ 各クラブ会長（または幹事） 

 

◆次年度土屋ガバナー補佐  

→ ガバナー補佐表敬訪問について 

７月２０日（金）訪問予定 

 

◆セブポートセンターＲＣ  

→ 次年度会長・次年度幹事就任式のご案内 

【日 時】６月１８日（月）１９：００～２２：００ 

【会 場】セブカントリークラブ ボールルーム 

 

◆中之条ＲＣ → 創立５０周年記念例会ご出席の 

御礼状 

◆館林市役所  

→ 郷土緑化運動「緑の募金」のご協力のお願い 

 

◆館林まつり運営委員会  

→ 第４７回館林まつりうちわ作製に係る協賛に 

ついてのお願い 

 

１口あたり３０，０００円 

（協賛企業にはうちわ５０枚程度を配布） 
 

 

― お 客 様 ― 
日本手造り甲冑指導員協会群馬本部 

         代表 植木健次様 

 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

          委員長 飯塚 一成 

通算２９４７回例会 

会 員 数 ５４名 

出 席 者 数 ３６名 

欠 席 者 数 １８名 

出 席 率 ６６．６７％ 

前前回修正 77.78～88.89％ 
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― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム委員会 委員長 小島博夫 

 
日本手造り甲冑指導員協会群馬本部 

              代表 植木健次様 

  テーマ「甲冑の魅力」 

本日は、館林ロータリークラブの例会にお招きいただ

きありがとうございます。少しお時間を頂きまして、私

どもの協会や甲冑のことなどについてご紹介したいと

思います。 

まず、甲冑という言葉ですが、「甲」は「鎧」、「冑」

は「兜」という意味です。下級武士の武具には、兜や大

袖が付いていない「腹巻き」や「胴丸」と呼ばれる簡易

型の鎧が与えられていました。現在は美術品としての印

象が強い甲冑ですが、言うまでも無く本来の目的は戦で

自身を守るために着用するものです。古代日本では、大

陸から伝わった、桂甲（けいこう）、綿襖甲（めんおう

こう）、短甲（たんこう）等の形態の甲冑が使用されて

いました。「兵士の埴輪」をイメージしていただければ

わかると思います。 

太田市で出土した「挂甲武人埴輪」があります。埴輪

の中で唯一国宝に認定されている埴輪です。この時代の

甲冑は完全な形で残っているものがなく、埴輪等から想

像するしかありません。平安時代に入ると、甲冑も日本

独自のものへと進化していきます。戦も、徒歩中心の戦

い方から、馬上で弓矢を射る戦い方へと変わっていき、

実用的なだけでなく芸術的価値の高い「大鎧」が誕生し

ます。どのようなものかは、源平合戦をイメージしてい

ただけるとわかると思います。この「大鎧」には、牛や

鹿の皮、金、漆、絹糸等が使用され、製作にかかる期間

はとても長く、大変高額なものでした。南北朝後期には、

次第に世は乱れ、戦闘に重点がおかれるようになり、制

作にも時間がかかる「大鎧」は徐々に衰退していきます。

ちなみに、「胴丸（どうまる）」、「腹巻（はらまき）」と

いうのは元々中級・下級武士用の甲冑で、胴を守るため

だけの簡易なものでしたが、室町時代以降大鎧の衰退に

伴い、兜、大袖、背板を追加して、上級武者にも着用さ

れるようになります。 

戦国時代に入ると、「当世具足（とうせぐそく）」が主

流となります。「当世」とは「現代の・今風の」という

意味で、「具足」とは「具が足りている」、つまり、兜・

胴・袖・面頬等一式全て揃っている状態のことを言いま

す。この時代に入ると、鉄砲等を使用した集団戦が主流

となっていきます。 

当世具足は大きな少数の鉄板の端を繋ぎ合わせる製法

なので、大量生産が可能となり、隙間も少ないため防御

力も増します。 

このように、一言に「甲冑」といっても、「大鎧」と

「当世具足」とでは、見た目だけでなく、製造の方法、

甲冑の果たす役割等、相違点は多いです。 

私たち日本手創り甲冑指導員協会が作っているのは、

この当世具足と呼ばれる戦国時代の甲冑です。日本各地

で行われている時代祭りや武者行列。そこで使用されて

いる甲冑は、殆ど映画や舞台、テレビドラマなどで使わ

れていた衣装で、レンタル費用もかなり高額です。甲冑

のレンタル費用がお祭りや祭事の全体予算を引き上げ

てしまうため、時代祭りや武者行列などを継続的に実施

することが難しくなっています。もし、皆さんの地域で

時代祭りや武者行列（子ども武者行列なども）を実施し

たいとお考えなら、ぜひ、一度、私たち日本手創り甲冑

指導員協会群馬本部までご相談ください。本日は、例会

という貴重なお時間を頂戴し、誠にありがとうございま

した。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

  ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
委員長 岡田雅一  

★瀬山欣春会長  大変いただきました。 

 地区研修協議会でのご協力に感謝いたします。 

 また、日本手造り甲冑指導員協会の植木健次様のご来訪

を歓迎いたします。卓話を楽しみにしています。 

★中村研司幹事   

 先日の宮内年度地区研修・協議会ではお世話になりまし

た。小池実行委員長さんお疲れ様でした。 

★宮内敦夫ガバナーエレクト 大変、大変いただきました。 

 この度の地区研修協議会開催についてクラブの皆様に

は大変お世話になりありがとうございました。 

 心から感謝申し上げます。 

★松本耕司会員  大変いただきました。 

 過日の地区協議会が無事にまた盛大に終了出来ました

ことに、皆様方のお力添えに、心からお礼申し上げます。 

 私の所属している三大奉仕の分科会も、ご出席くださり

ました方々に感謝致します。 

★滝野瀬博志会員 

 本日、SAA 正副委員長が欠席の為代わって進行を努めさ

せて頂きます。 

★小池敏郎会員  大変いただきました。 

 地区研修協議会ではホストクラブとして会員一同大変

お世話になりました。お陰様をもちまして石黒 RI 理事

様竹内地区研修リーダーにはお褒めのお言葉を頂きま

したので！ 

★鈴木雅男会員 

 日本手造り甲冑指導員協会群馬本部代表の植木健次様 

 本日は大変お世話になります。 

卓話を楽しみにしております。 

★山本 樹会員 

 先週は、家庭の都合で例会、地区協を欠席させて頂きま

した。瀬山会長・宮内ガバナーエレクト・毛塚エレクト

をはじめ会員皆様にはご迷惑をお掛けしました。 
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地区研修・協議会 5月 13 日（日） 

於 東洋大学板倉キャンパス  
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