
 

 

R.I会長 イアンＨ.Ｓ.ライズリー 

国際ロータリー第 2840地区 2017-2018年度 国際ロータリーのテーマ 

ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ Ａ ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ 

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。 

２０１８年 

会長 前原 勝 幹事 園田 誠 

        クラブ会報・情報委員会  平岩千鶴子・木村洋一・山﨑一順・牛膓章 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第３０６２回例会 
(３月１９日(月)第３例会) 

３月２６日号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 点 鐘                                                                                       

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． ロータリー情報アワー 

５.  出席 100％表彰 

６.  会長の時間 

７． 幹事報告 

 ８． 委員会報告 

 ９． 卓 話 「群馬県のリノベーションまちづくり」 

      群馬県産業経済部商政課商業係 

        主任 片山 翔平 様 

１０． 点 鐘

群馬第２分区 Aガバナー補佐 遠藤二三男 君 

<卓話者>群馬県産業経済部商政課商業係 

                   係長 宮下  智 様 

                   主任 片山 翔平 様 

 

IM のご案内 

 

4 月 15 日(日)桐生グラン

ドホテルにて、第２分区 A

の IM を開催致します。基

調講演に本田パストガバ

ナー、桐生南 RC と桐生

中央 RC との合併調印式、 

各クラブの会員増強、 

公共イメージ向上に関する 

活動の実績報告を行って

頂きます。楽しい IMになる

と思いますので、皆様のご

協力宜しくお願い致しま

す。 

 

 

ロータリー情報アワー   会員研修副委員長 堀明君 

今月は桐生 RC が日本で 97 番目の RC として誕生した

月です｡先週の 11 日に創立記念のお祝いをいたしまし

た｡ つきましては､日本の RC の誕生と承認順位の事を

情報アワ－としてお話したいと思います｡ 

  最初にベストテンを発表致します｡皆様もご存知の通

り大正 10 年 4 月 1 日に東京 RC が誕生してから 2 番 

大阪 RC 大正 12 年、3 番名古屋 RC 大正 14 年、4 番 

神戸 RC 大正 14 年、5 番京都 RC 大正 14 年、6 番横

桐生中央 RC 会長 笠原 康利 君 

<米山奨学生>沈 軼驊君 

 

 

 

浜 RC 昭和 2年、7番広島 RC昭和 7 年、8番札幌 RC 

昭和 8年、9番福岡 RC昭和 8年 10番、小樽 RC昭和

9年に誕生しています｡次に､桐生 RCが誕生するまでに

生まれた都道府県別のRCの数についてです｡一位は、

兵庫県の 7 クラブ、二位は愛知県と北海道の 5 クラブ、

三位は大阪府と三重県の 4 クラブ、 四位は東京都と神

奈川県 広島県 福岡県 愛媛県 福島県 新潟県 滋賀

県の 3 クラブ、 五位は京都府 岡山県 岐阜県 長崎県 

宮城県 和歌山県 岩手県 富山県 栃木県 静岡県 鳥

取県の 2 クラブ、六位はクラブで 22 クラブあります｡いが

いと 東京都のクラブが少ないのにびっくりいたしました｡

それと北海道のクラブ数が多いのにもびっくりです｡それ

から戦前に誕生した最後のクラブは､新潟RCです｡では 

戦後の最初のクラブは､昭和 24 年愛知県の一宮 RC で

す｡それでは､桐生 RCが誕生した昭和 28年は､新居浜

RC～網走 RCの 22RCが誕生しています｡当 RCの親ク

ラブである足利 RC は､栃木県で二番目、日本で 80 番

目の RC として昭和 27 年 9 月 8 に誕生しています｡ そ

れでは､栃木県で最初の RC は､昭和 27 年 1 月 18 日

に誕生した宇都宮 RC です｡群馬県の二番目の RC は､

昭和 28年 9月 28日に誕生した前橋 RC クラブでした｡ 

 

  出席１００％表彰 

 

 

 

 坪井 良廣 君 25 回 

ようこそビジター 

群馬第２分区 A ガバナー補佐 

       遠藤二三男君 

桐生中央RC会長 笠原康利君 



 

米山奨学金授与 

    沈 軼驊 君 

 

今回で米山奨学生が終了となり 

ます。2年間お世話になりました。 

博士号も取得し、これから群馬 

大学研究員となります。 

 

会長の時間 

《報 告》 

・3/6青少年交換学生エヴァン君・桑原カウンセラー 

    桐生赤城 RC例会へ 

・3/11桐生 RC創立 65周年記念式典・祝賀会 

     桐生プリオパレスにて 

・3/12 3/11創立 65周年記念式典・祝賀会に振替の 

     為、休会 

・3/17、18 PETS・SETS 松島会長 E・木村副幹事 

《予 定》 

・3/22 S.A.A家庭集会 

・3/24地区補助金予備審査会 

    村田地区補助金委員出席 

 

幹事報告 

・ガバナー、ガバナーエレクト事務所臨時休暇のお知ら 

 せが届いております。 

・樹徳高等学校より卒業式に際するお礼状が届いてお 

 ります。 

・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。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各 RC より週 

 報到着。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 30年 3月 19 日) 

総員 66名：出席 42名 

平成 30年 2月 26日例会修正出席率：55.17％ 

平成 30年 3月 5日例会修正出席率：83.87％ 

 

ニコニコボックス 

遠藤二三男ガバナー補佐…IM よろしくお願い致します

／前原勝君…群馬県産業経済部商政課商業係より、

宮下智様、片山翔平様をお迎えして／前原勝君、園田

誠君…3/11の創立 65周年記念式典祝賀会は、会員の

皆様のご協力で無事に盛大に開催することができまし

た。大変ありがとうございました／前原勝君、牛膓章君、

澤田匡宏君…遠藤第 2 分区ガバナー補佐、笠原康利

桐生中央 RC会長をお迎えして／堀明君…ﾛｰﾀﾘｰ情報

ｱﾜｰをさせて頂きます／松島宏明君…PETS に行って

来ました／岡部信一郎君…創立 65 周年記念品の紙袋

100セットを作成致しました／荒木千恵子さん･･･先日は、

皆様に大変ご心配お世話をお掛け致しました。お陰様

で元気になりました／坪井良廣君…出席 100％。 

卓 話 

 

 

 

 

            

 

 

リフォーム 

老朽化などにより性能が低下した不動産を回復し直す 

リノベーション 

新しい価値を付け加え、生まれ変わらせること 

〇地域で暮らす私たちが、心地よく豊かに暮らせるこれ 

 からの日常を私たちの手でつくっていくこと 

リノベまちづくりとは 

持続可能な地域、今後欲しいまちをつくる上で、ボトル

ネックとなる地域経営課題を同時解決する為、地域資

源と遊休ストックを掛け合わせ、民間活動(ビジネス)主

導で、新しい使い方をして、まち全体を変える地域経営

手法。(≠単なる空き店舗対策) 

■県の動き  広めて繋がり、繋げて後押しする 

1広める マルシェ・セミナー・シンポジウム等 

2繋がり、繋げる 交流会・イベント等で動きを加速 

3後押しする ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝまちづくり事業の支援 

■各地域での展開 富岡町、みなかみ町、館林町 

１.富岡町 Ｈ28～とみおかリノベーションまちづくり 

       (市、商工会議所、県のタッグ) 

2.みなかみ町Ｈ29～水上温泉ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝまちづくり事業 

       (町、商工会、実行委員会、県のタッグ) 

3.館林町 Ｈ30～ たてばやしﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝまちづくり 

       (市、商工会議所、県のタッグ) 

人口増加時代 人＞ハコ  人口減少時代 人＜ハコ 

発想・やり方を変えましょう⇒心地よく豊かに暮らし続け 

られる。これからの地域・日常を私たちの手でつくりまし

ょう。 

〇空き家・空き店舗・空きビル・ 

使われていない公共施設 屋外公共空間はまちの宝物 

空き家はまちの潜在力 これらを活かさない手はない 

ここにはまちの変化の可能性しかない 

 

 

 

 

 

 

 

今まちに(あまり)いない人をキャスティング 

まちと人がつながる、新しいコンテンツ 

人とお金の流れ、まちの「見た目」が変わる 

                                

     本日のお食事      ✿本日のお花✿ 

 

 

 

美喜仁 

「群馬県の 

リノベーションまちづくり」 

 

群馬県産業経済部 

商政課商業係 

  主任 片山 翔平 様 


