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2022-23RI 会長：ジェニファーE.ジョーンズ ガバナー：村田貴紀  会長：岡田則之/幹事：坂田幸彦  例会日：木曜日

午後 12:00 開会会場：ホテルガーデンパレス熊谷  編集・発行：クラブ会報委員会  委員長：宮内和広   

第１５回（第２６７７回） ２０２２年 １１月第二例会 １１月１７日（木） 

[  姉妹クラブ 桑名北 RC 調印式 ] 

桑名北 RC 玉野英美 会長様ほか 

●点鐘 / 岡田則之 会長 

●国歌/ロータリーソング/四つのテスト 唱和 

●会長の時間 / 岡田則之 会長 

●幹事報告 / 坂田幸彦 幹事 

●桑名北 RC 姉妹クラブ締結調印式 

●交換卓話 / 玉野英美 会長ほか 

●謝辞 / 岡田則之 会長 

●出席状況・ニコニコ報告 / 会員 

●点鐘 岡田則之 会長 

  司会進行：小池 俊輔会員 

桑名北 RC御一行様 来訪記念 

 

 〇点 鐘  岡田会長 

   会長の時間 / 岡田会長   

皆さんこんにちは  本日は  桑名北ロータリークラブ  玉野会長様  安田幹事様、行田ロータリークラブ友好委員会委員長 

一柳様  副委員長清水様をお迎えし、行田ロータリークラブと桑名北ロータリークラブ  との姉妹クラブの延長のための調印

式を執り行います。行田・桑名・白河の交流が始まったというのは文政 6年 1823年忍藩主阿部家が白河へ  藩主松平越中
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守家が桑名へ 桑名藩主松平下総守家が忍へ転封となる三方領地

替えが行われました。  この転封がきっかけとなって行田・桑名・白河

市は平成 10年友好都市を締結しました。そこで、我が行田ロータリー

クラブの小池 パスト会長が桑名のロータリークラブとの友好クラブを

模索しました。そして平成 18年 10月 21日に行田平安閣にて行田・

桑名北ロータリークラブの友好ロータリークラブを締結いたしました。

その後、姉妹ロータリークラブの締結を行い現在に至っています。 

 コロナという難敵の出現よりここ 3年は交流ができませんでしたが、

本日を再出発の日として友好を深めていきたいと思います。桑名北ロ

ータリークラブの皆様・行田ロータリークラブの皆様よろしくお願いいたします。 

行田と桑名は三方領地替えという歴史的事実が存在しますが、近いところでは行田の夏祭りで桑名の石取り祭りを基本にし

たお囃子を演奏している町内があります。石取り祭りは日本一やかましいお祭りとして有名です。 

 さて、話は変わりますが新紙幣は 2024年度の上半期から発行されると発表がありました。1万円札の肖像画はご存知の通

り「渋沢栄一翁」です。渋沢栄一翁はこの近隣の深谷の出身ですのでたいへん私たちも誇りに思います。また、五千円札の肖

像画に採用された「津田梅子」さんはどんな人物なのかあまり知らなかったのでちょっと調べてみました。新 5000円札の肖像

画にかかれる津田梅子は政府が欧米に派遣した「岩倉使節団」に加わった最初の女性の一人です。1900年に女子高等教育

機関としては日本で女子英学塾(現  津田塾大学)を設立しました。女性の地位向上や女性の個性を尊重した教育に務めたこ

とからもまさに令和の時代にふさわしい人物と言えるでしょう。    

幕末の 1864年津田梅子さんは津田仙と妻・初子の次女として現在の東京都新宿区に生まれました。明治の時代になってか

ら父親の仙が北海道開拓使次官の黒田清隆と知り合います。それをきっかけにわずか 6歳の梅子は岩倉使節団に随行して

海路でアメリカ留学することになったそうです。最年少の参加だったそうで 梅子は留学期間のほとんどをワシントン近郊ジョー

ジタウンのランマン夫妻のもとで生活をしたようです。アメリカで初等・中等教育に加え、生活様式・文化、社会習慣などを学ん

だ梅子は約 10年後の 1882年に日本に帰国します。ただ帰国後の梅子は長いアメリカ生活のために通訳が必要なほど日本

語を忘れてしまっていました。さらに、儒教的価値観がまだ濃く残る日本女性の置かれた状況のひどさにカルチャーショックを

受けてしまったのです。当時の日本における女子教育の目的とは結婚をして良い妻になるためのものであり、外で女性が働け

るような職などろくになかったようです。伊藤博文の勧めもあり梅子は華族女子学校などで英語教師をしていましたが 1889年

に再度 アメリカに留学をしました。そして、アメリカのブリンマー大学で梅子は  生物学を専攻したそうです。同時に現地での

質の良い教育現場の環境や少人数による教育方法が彼女の教育観に大きく影響をしたそうです。彼女は在学中から自分の

後に続く日本の女子留学生のための奨学金制度「日本婦人米国奨学金」の委員会を設立しました。そして、1892年に 帰国を

しています。帰国当初の梅子は再び華族女子学校に勤務し、その後明治学院や女子高等師範学校などで教鞭をとりました。

1899年には日本で高等女学校令、私立学校令が公布されます。女子教育への法の整備が進み人々の教育への関心が高ま

ると、同年 7月に女子英学塾、現在の津田塾大学を東京に開校しました。初代塾長となった梅子は華族も平民も区別をしない

進歩的な教育を開始しました。独自の教育方針を貫き、誰にも妨害されないようにスポンサーからの資金援助は最小限にとど

めたそうです。設立メンバーは当初ほとんど無報酬で働いていたと言います。この時期に助力をお品惜しまなかった仲間には

最初の留学の時に同時にアメリカへ派遣された梅子の留学仲間であり彼女の生涯の友人 大山捨松 瓜生茂子や 姉妹同然

に育ったホストファミリーの娘のアリスベーコンがいます。そして学校は経営難を耐え、1903年には塾は社団法人となってよう

やく軌道に乗ったそうです。 

  ところが仕事一筋であった梅子は 1917年頃から糖尿病になり体調不良に悩まされて入退院を繰り返していました。1919年

には業務を塾長代理に任せる形で事実上を塾長の職を退きました。彼女は鎌倉の別荘で療養生活に入ります。この時 54

歳。生涯にわたり日記をつけていた梅子は療養中にも日常の様子を英語で記していたようです。しかし 1929年 8月 16日、

津田梅子は鎌倉の別荘にて 10年以上もの闘病生活の末 64歳で亡くなりました、遺言で自分の墓は女子英学塾の小平の新
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校地にと残していきました。梅子の墓地は  津田塾大学構内にあります。しかしながら学校内に墓を作ることができません。し

かし、東京は特別な許可で津田梅子に限り墓を作ることを許可いたしたそうです。 

  津田梅子はどんな女性だったのでしょう。まずは熱血教師  結婚を嫌った女性  ヘレンケラーとナイチンゲールに対面した

日本人女性 そんな生涯を送った方が津田梅子です。カルチャー ショックを乗り越え、古い宗教的価値観の下で認められなか

った日本女性のための高等教育への道を築いた帰国子女 。女子英学塾の後の津田塾大学の創設者であり知性と鋭い感性

で情熱的に生徒を導いた熱血教師。今年度の私の目標である「感性を磨く」ですが、津田梅子さんは鋭い感性で人々を魅了し

ていったのだと思います。今までこの「津田梅子」さんをほとんど知らなかったのですが 調べてみると非常に素晴らしい女性で

あるということがわかりました。新 5000円札の肖像になることは当然のことだと思います。皆さんはいかがでしょうか？ 

ご清聴ありがとうございました。これで本日の会長の時間を終わります。ありがとうございました。  

 

 

 

  幹事報告 / 坂田幹事 

  

 

１．３クラブ賀詞交換会が 1 月 10日ガーデンパレスにて開催されます 

 

２．11月 24日の例会は夜間例会で場所は富士見です 

 

３．11月 24日 第 1回岡田年度ゴルフコンペ参加の方は鴻巣 CCに７：２５集合です 

 

 

 

 

 

 

 

 

桑名北 RC 姉妹クラブ締結調印式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   行田 RC 岡田会長       桑名北 RC 玉野会長                   両クラブ 会長・幹事 
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交換卓話 

 

 桑名北 RC 玉野英美 会長様 

           ≪旅行業≫ 

〇今年度 25周年を迎える桑名北 RCにおいて「会員同士の親睦 

を深める」をモットーに活動 

〇地域にポスト寄贈、高校生ブラスバンド祭企画（中止）など記念 

事業を数々手掛けている 

〇15年続く行田―桑名北の姉妹クラブ関係を大切にしていきたい 

〇前回 3年前（小椋年度）時は幹事として調印式に参加 

〇過去 3回のゴルフ交流コンペにも参加し是非復活を期待したい 

 

 

 

 

 桑名北 RC 安田健三 幹事様 

           ≪総合建設業≫ 

〇2011年 入会 

〇25年前に創設された「桑名北 RC」は地区で最も新しいクラブ 

〇長年 地域のスポーツ少年団・少年野球チームで指導を続け 

 35年前に開催された行田市との交流試合を再開させたい夢を 

 持っている 

 

 

 

 

 

 

 

桑名北 RC 一柳 毅 友好委員長様（直前会長） 

           ≪税理士≫ 

〇２００７年 入会 

〇税理士の立場として「インボイス制度」の理解を深めていって欲しい 

〇昨年度 会長として姉妹クラブ交流が無くなってしまったことが残念 

〇桑名北 RC 創立 25周年 ２６３０地区で最も新しいクラブ 

 

 

 

 

 

 

 

桑名北 RC 清水 哲史 友好副委員長様（パスト会長） 

           ≪プレス加工業≫ 

〇２００６年 入会 

〇行田 RCへの訪問は３回目 

〇パスト会長（小椋年度）時に桑名にて調印式に参加 

〇今年度 日本初の女性ガバナー田中稔子様が会長エレクト 

〇次年度 幹事就任予定 
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出席・ニコニコ報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席・ニコニコ 松本委員長 

 

〇桑名北 RC 一同/本日は４名でお伺いしました。調印式宜

しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

〇岡田会長/ 桑名北RCの皆さんようこそ行田へ 歓迎致し

ます。両クラブの交流が深められることを望みます 

〇坂田幹事/玉野会長はじめ桑名北 RC の皆さんようこそ行

田へお越しくださいました。 

〇坂本研一会員/桑名北 RCの皆さまようこそ行田へ 

〇小林一好会員/桑名北 RCの皆様ようこそ行田へ 

〇大野会員/桑名北 RCの皆様ようこそ 

〇富田会員/桑名北 RCの皆様ようこそ 

〇武笠会員/昨日１０/２３横浜マラソンに参戦。記録更新な

らずも黒沢知事を制し５時間１５分で完走しました 

〇小池会員/桑名北 RC の皆様ようこそ行田へお越しくださ

いました。ありがとうございます。 

〇野口会員/桑名北 RCの皆様ようこそ行田へ 

 

 

 

 

      ≪本日の司会進行≫ 

        小池 俊輔会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              行田市忍城前にて記念撮影 

            （桑名北 RC・安田幹事 画像提供） 

出席状況報告 

正会員数 ５８ 名 

参加者   ３１ 名 

出席率  ５３．０％ 

ニコニコ報告 

２１，０００円 


