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       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。 

２０１５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 
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第２９６５回例会 
(１１月１６日(月)第２例会) 
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１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 会長の時間 

５． 幹事報告 

６． 委員会報告 

 

７． 卓 話 

   「桐生に″活″私のまちおこし論」 

       桐生中央商店街振興組合 

          理事長 茂木 理亨 様 

８． 点 鐘 

 

 

≪卓話者≫ 桐生中央商店街振興組合 理事長 茂木 理亨 様 

 

会葬御礼挨拶 

故 山上達也会員奥様 山上由美様 

主人山上達也が亡くなり 1か月経ちますが、まだ実感が

ありません。葬儀の際は、皆様に大変お世話になりまし

た。ＲＣを通して、色々な活動をさせて頂き、主人にかわ

りまして、お礼を申し上げます。今後ともよろしくお願い

致します。 

 

有限会社山上会計事務所 税理士 横山嘉孝様 

葬儀の際には、皆様に大変お世話になりました。 

これからも山上会計事務所を引継いでいきますので、よ

ろしくお願い致します。 

 

会長の時間 

≪報 告≫ 

・11/9 例会終了後定例理事会が開催されました｡ 

・11/10会員増強委員会の家庭集会が､大龍にて開催 

 されました｡会員候補推薦者 36名の名簿が作成され  

 発表されました｡ 

・11/12群馬大学理工学部外国人留学生との懇談会が   

 群馬大学桐生キャンパスにて行われ会長､幹事､大友 

 国際奉仕委員長､森米山奨学生カンセラ－が参加致 

 しました｡当日は 130名位参加していました｡ 

・11/14R財団補助金管理セミナ－が伊勢崎プリオパレ 

 スにて開催され吉田会長エレクト､柳副幹事､大友 R財 

 団委員が参加しました｡未来の夢計画 エントリ－の件 

・11/15桐生 RACの大人の社会科見学が開催されまし 

 た｡会長､幹事､朝倉青少年奉仕委員長､大友会員､森  

 会員､柳会員が参加 他に IACを含み 28名が参加し 

 て有意義な社会化見学を行う事が出来ました｡ 

 

≪予 定≫ 

 ・11/16桐生 RCの支援による桐生第一高校インタ－ 

 アクトクラブが行う年次大会の当クラブの第 1回目の実 

 行委員会が桐生倶楽部にて開催されます｡ 

・ 11/23(勤労感謝の日)祝日により例会は休会となりま 

 す｡ 

・ 11/28当クラブのゴルフ部のコンペが太田双葉カント 

 リ－クラブに於いて開催されます｡その後懇親会が美 

 喜仁にて行なわれます｡ 

・11/29 RLI研修セミナ－(パートⅢ)が開催されます｡吉 

 田会長エレクト､桑原幹事､柳副幹事が参加します｡ 

 

≪その他≫ 

・家族会の春の旅行が 4月に観劇に決定しました｡ 

 

 

幹事報告 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」が届いており 

 ます。 

・東日本観光様より「2016年国際大会のご案内」が届い 

 ております。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。 

・次週、11月 23日(月)例会は、勤労感謝(祝日)の為、  

 休会となります。 

 

  

ようこそビジター 



 

 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 27年 11月 16日) 

総員 68名：出席 43名 

11月 2日例会修正出席率：77.10％ 

 

ニコニコボックス 

山上由美様、㈲山上会計事務所様…山上達也が大変

お世話になりました。ありがとうございました／金子篤郎

君、岸田信克君、竹内靖博君、須永博之君、木村洋一

君、水越稔幸君、増山大祐君…桐生中央商店街振興

組合茂木理事長をお迎えして／堀明君…ＲＡＣ大人の

社会科見学東京に行ってきました。幹事、朝倉青少年

奉仕委員長、大友君お世話になりました。ありがとうござ

いました／山崎達也君…母の葬儀でお世話になりまし

た／水越稔幸君…山崎達也君月 1 回必ず出席の約束

を守ってくれてありがとう／山崎達也君…お久しぶりで

す。一年分払わせて頂きます／塚越紀隆君…結婚祝

／日野昇君、増山大祐君、荒木千恵子さん…誕生祝／

塚越紀隆君…写真戴きました。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

桐生タイムスの連載「跡取りたちの奮闘記」は、毎週土

曜日に掲載され、現在 89 回を数えました。来年 2 月で

2 年ということになります。どうやら、桐生市長初め、市の

職員の方々も読んでいただいているようです。最初は市

民のみなさんにむけて書いていましたが、市の当局へ

のメッセージにもなっていると気が付きました。そういう

意味では、タイトルの「桐生に活」ということになっている

のかもしれません。 

さて、次に本題の「まちおこし論」ですが、これは一筋縄

ではいかない、とても難しいと言わざるを得ません。去

年の今頃、桐生南ＲＣさんで、商店街の活性化につい

て卓話をしました。一生懸命、桐生の中心商店街を活

性化するにはどうしたらいいのか話しましたが、反応は

いまひとつでした。その理由は、南ロータリーのメンバー

は、ほとんどが相生や広沢、境野方々で、中心商店街、

市街地にはあまり関心がなかったのです。その時は、温

度差を感じずにはいられませんでした。卓話の後には、

わたしへの労いの言葉と、昔の本町通りの賑やかだっ

たころの話に。 

南川潤という作家の「窓ひらく季節」という小説には、昭

和２１年頃の桐生の華やかだったころの様子が書かれ

ています。「わたしのいる街、東京から、帰社で時間、人

口８万、その周囲を赤城山に続く山々が取り囲んでいる。

本町通りがまっすぐに一本通って、戦災も免れただけに、 

 

 

 

活気のある繁華な商店街だ。」「もともと機業地の気質、

今日ではもうアメリカ輸出向けの織物が始まっている。

高工が一つ。女学校が４つ。中学校が２つ。」「町では何

でも売っている。支那料理店がたくさんでき、おいしい

西洋料理店もある。映画館は６つもあって、どれも最近

改装して、それこそ映画の中のセットのように美しい。何

から何まで、まるで東京のひながたみたいだ。東京のイ

ミテーションだ。」 

さて、ここでわたしが注目するのは、「人口８万人」という

ところです。正確には、昭和２２年の桐生の人口は、もう

少し多い９１,４８２人（群馬県１位、全国４９位）でした。２

位、前橋（９０,４３２人）、３位、高崎（８８,４８３人）当時は、

梅田、相生、川内、菱 は、まだ桐生市に併合されてい

なかった、つまり、今の１区～１３区までの人口が、９１,４

８２人ということになります。「８万人」というのは、境野（１

１区）、広沢（１２・１３区）を除いた１～１０区の人口を表し

ていると考えられます。今の桐生市の人口は、およそ１１

万７千人。新里黒保根地区を除く旧桐生市は、９万８千

人。そして、１区～１０区の人口はなんと、２７,７５４人で、

当時の３分の１しかいません。これは、みどり市笠懸地

区の人口、２９,751人よりも少ないのです。 

桐生南ＲＣの方々も、子供の頃は、みな中心市街地に

住んでいたそうです。それが、２０代、３０代マイホームを

建てるときに、みな郊外に移ってしまいました。ここでわ

かることは、中心市街地が寂れた大きな理由の一つは、

人口が郊外へ移動したからだと言えます。 

そこで、まちなか、中心市街地を活性化するには、また

人口を市街地に戻せばよいということになりますが、そ

れには、行政の明確な方針が必要で、それに沿ってもう

一度まちづくりをしていかなくてはなりません。 

戦後から昭和まで、桐生市には、きちんとした都市計画

があって、それに基づいてまちは発展してきました。特

に、商店街に関しては、本町通りの本町４～５丁目の集

合ビルは、昭和４０年前後に国の高度化資金を利用し

て作られたもので、全国でも先進事例として多くの視察

団が訪れていたと聞き及びます。 

ところが、現市の考え方はどうもそうではないようです。

先月の新聞報道で、桐生市とみどり市が合併した場合、

新しい市の市庁舎をどこにするか。両市の新市検討委

員会が示した案が発表されました。２案のうちの１つは、

新桐生駅のところの旧平和のビル。そして、もう１案は、

笠懸５０号沿いの岩宿の交差点近く、市場のところです。 

市庁舎の場所は、非常に大切です。そこで働く人だけ

でも１０００人からいますし、利用する市民の数からしたら、

日に相当数の人が集まる場所だからです。これを郊外

に持っていったら、どういうことになるか。言うまでもあり

ません。 

もし本当にそうなったら、旧市街地はますますゴーストタ

ウンになります。住む人も高齢化が進み、人口は今以上

に減少し、仮に、重伝建がうまく行って、観光客が来るよ

うになっても、住む人はいない、無機質なまちになるで

しょう。 

 

「桐生に″活″ 

     私のまちおこし論」  

   

桐生中央商店街振興組合 

   理事長 茂木 理亨 様 

 



 

 

 

 

現在、「桐生市総合戦略推進委員会」が設置され、来年

３月までに取りまとめられようとしています。わたしも、２４

人の委員の一人として参加しています。そして、当局が

作った原案は各部署から上がってきた、既存の政策が

ほとんどで目新しいものは少なく、言ってみればどこの

自治体でもやっている内容です。 

これから時間が限られている中で、思い切った施策を打

ち出すのは難しいと思いますが、少しでも市政に風穴を

開けられればと思っています。 

最後に、南川潤の小説の一文から 

「東京にすぐれたもの、それは山々が取り巻いている恵

まれた自然という環境だ。」 

「私は東京からの来訪者に、この町を自慢する。どうだ、

美しい街だろう。誰もそれにうなずいてくれる。」このよう

に、もう一度、桐生を誇れる街にするために、どうしたら

よいのか、市民みんなで考え、 

市当局に訴え続けていく、今ここで将来に向けて、何を

するのか、するべきか、わたしの考える、キーワードは、

「郊外から市街地へ」です。 

もう一度、歴史と文化のある旧市街地に光をあてることこ

そが、桐生再生への道だと思います。 

 

 

 

 

 

群馬大学理工学部外国人留学生との懇談会 

11月 12日(木) 

 

 
 

今年も群馬大学理工学部外国人留学生との懇談会が

群馬大学桐生キャンパスで開催されました。会長、幹事、

大友国際奉仕委員長、森米山奨学生カウンセラーが参

加致しました。当クラブ米山奨学生のホアン君を含め、

各国からの留学生と歓談できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＡＣ大人の社会科見学～東京～ 

11月 15日(日) 

 

 桐生ＲＡＣによる大人の社会科見学があり、地区ＲＡＣ、

桐生第一高校ＩＡＣ、当クラブから、会長、幹事、朝倉青

少年奉仕委員長、大友Ｒ財団・国際奉仕委員長と総勢

28名が参加致しました。今回は、東京ということで、江戸

東京博物館を見学し、お昼には、もんじゃ焼きとお好み

焼きを食べ、目玉企画のとんぼ玉製作では職人さんの

サポートの下、ネックレスやストラップをり作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【例会予告】 

12月 7日(月)  

      ♦ 年次総会 

 

      ♦ 食 事 シェフ・ハヤカワ 

    

14日(月) 

       ♦ 卓 話 小池 文司 様 

       

 ♦ 食 事 美喜仁 

        


