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会長の時間 

５月１６日の家族会の旅行では当日２カ所の段取りで大

友幹事さん大変ご苦労様でした。 

前段の新装パレスホテル東京での昼食では和気あいあ

いのうちに中華料理とお酒を堪能でき、家族会の親睦

も深まって一日の始まりとして大変よかったと感じており

ます。後段の新開場の歌舞伎座観劇では「杮葺落五月

大歌舞伎」の第三部公演を観ましたが自分自身が文科

系ではなく理科系だとつくづく感じた次第です。 

まずガイドブックの「杮葺落」（こけらおとし）の字が読め

ないのです。辞書を引くと「杮落」とも書くようですが、柿

等の板をはいだもので屋根を葺くことからこうした漢字が

使われることがわかりました。 

第二幕は「京鹿子娘二人道成寺」でしたが、読み方が

「ふたり」ではなく正しくは「ににん」だそうです。玉三郎

と菊乃助の二人が大変美しく一見の価値があると思い

ます。 

本日お話しするのは、たまたま昨日のスポーツニッポン

ようこそビジター 

吉田 栄佐君 58 歳 
蛭間  茂君 53 歳 

藤井 征夫君 47 回  
疋田 博之君 45 回  
坪井 良廣君 37 回  
山崎 達也君 36 回 
藤江  篤君 33 回 
吉田 栄佐君 31 回 
月門 快憲君 31 回  森  末廣君 24 回 
蛭間  茂君 23 回  立澤 俊明君 21 回 
前原  勝君 21 回  木村 洋一君 16 回 
増山 大祐君 12 回  後藤 圭一君 10 回 

疋田 博之君 29 回 
木村 洋一君 3 回 



 
に「杮葺落」公演の舞台評が載っていたからです。「高

水準の舞台だが圧倒的な印象を残すのが第三部であ

る。玉三郎、菊乃助のゾクゾクさせられるほどの美しさを

堪能できるから」とあり、舞台の選択がよかったと安心し

ました。また舞台評に「十挺十枚」の表現があり、歌舞伎

に詳しい金子会員に確認したところ三味線の数と長唄

の人数だということ知りましたが、舞台評には「十挺の豪

華長唄陣を従えて踊るのはこれが五度目」と書いてあり

ました。また玉三郎が「花道のすっぽんから・・・」との表

現がありましたが、調べたところ花道の途中の下から舞

台上に上がってくることだとわかりました。 

今回の歌舞伎ではこのように字もことばも意味もわから

ないことだらけで改めて文化系的才能がないと思いまし

たが、何はともあれ歌舞伎にもたまには出かけたほうが

よいと感じました。またもう一つ、出席の奥様方にぜひ

ぜひお礼を申し述べていただきいと思いますのでよろし

く願いいたします。 

 

《報 告》 

・4/22 第 11 回定例理事会 

・4/27 群馬大学理工学部留学生交流会 

・4/29 昭和の日(祝日)の為、例会休会 

・5/6  こどもの日振替休日(祝日)の為、例会休会 

・5/12 2013-2014 年度 地区協議会 

     桐生川全域清掃 

・5/13 5/12 桐生川全域清掃に振替の為、例会休会 

・5/16 家族会旅行 歌舞伎座 

 

《予 定》 

・5/20 次年度委員長会議 

・5/26 会員増強セミナー 

        坪井会長エレクト・澤田副幹事 参加 

     群馬県ＲＣ野球大会決勝トーナメント 

・5/27 早朝例会 鳳仙寺 午前 7 時点鐘 

・5/29 桐生 5ＲＣ会長幹事会引継会 

・6/2  ゴルフコンペ 城山ＣＣ 懇親会 トラヤ 

 

米山奨学生 
 

   郭
カク

 品
ヒン

 君 

 

中国出身 

群馬大学修士 2年 

奨学期間：2013 年 4月～2014 年 3月 

 

幹事報告 

・国際ロータリーより、ロータリーレートのご案内です。 

 ５月は、１＄＝９８円です。 

・本田ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所より、5/12 地区協議会に際す

るお礼状が届いております。 

・足利ＲＣより創立 60 周年記念式典に際するお礼状が

届いております。 

・高崎北ＲＣより創立 45 周年記念式典に際するお礼状

が届いております。 

・当クラブ創立 60 周年記念事業の一つ、南三陸町すば

らしい歌津をつくる協議会へ寄付致しましたが、歌津

地区内の小・中学校３校に配布完了のご報告とお礼

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。 

・すばらしい歌津をつくる協議会より「一燈」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。 

・桐生災害支援ボランティアセンターより、チャリティーコ

ンサートの 開催報告とお礼状が届いております。 

・桐生市国際交流協会より「ニュースレター」が届いてお

ります。 

・わたらせ養護園より「とんがりやね」が届いております。 

・スペシャルオリンピックス日本・群馬より「ニュースレタ

ー」が届いております。 

・桐生南 RC より 5 月 25 日(土)、26 日(日)樹徳コミュニテ

ィーセンターでの絵手紙展開催のご案内が届いてお

ります。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城、太田の各ＲＣ

より週報到着。 

・次週 27 日(月)は、早朝例会です。鳳仙寺にて午前 7

時点鐘となりますので、お間違えのないようお気をつ

け下さい。   

・6 月例会より 9 月までクールビズが始まります。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 25 年 5 月 20 日) 

総員 63 名：出席 37 名 

平成 25 年 4 月 15 日例会修正出席率：76.67％ 

平成 25 年 4 月 22 日例会修正出席率：73.33％ 

 

ニコニコボックス 

北川洋君、大友一之君…お陰様で家族会旅行無事に

終りました。大変ありがとうございました／月門快憲君…

前例会桐生川全域清掃には、多数ご参加頂き誠にあり

がとうございました／柳明彦君…米山奨学生郭君を宜

しくお願いします／松島宏明君…卓話に松平様と高橋

様をお迎えして／朝倉剛太郎君･･･松平様をお迎えし

て／疋田博之君、吉田栄佐君、藤井征夫君、藤江篤君、

木村洋一君、月門快憲君、後藤圭一君･･･結婚祝／吉

田栄佐君…誕生祝／疋田博之君、木村洋一君･･･出席

100％／北川洋君、疋田博之君、養田隆君、塚越紀隆

君、金子篤郎君、山口正夫君、佐々木裕君、岡部信一

郎君、岸田信克君、松島宏明君、吉野雅比古君、坂入

勝君、須永博之君、園田誠君、大友一之君、澤田匡宏

君、柳明彦君、月門快憲君、久保田寿栄君、山田実君、

後藤圭一君…写真を戴きました。 

 

米山奨学会 

疋田 博之会員 10,000 円 

藤井 征夫会員 30,000 円 

 

 

 



 
卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 松平 博政 様   副委員長 高橋 俊文 様 

 

本日はお招きいただきまして、誠にありがとうございます。

簡単に自己紹介をさせていただきます。まず松平です

が、桐生で子供向けのアパレル商品や雑貨の企画販

売を行う会社を経営しています。「こまもり」という子供の

描いた絵を刺繍する世界でひとつのお守りを製作、販

売しています。父の日、母の日、敬老の日、入園入学祝

いにお使いいただいています。御社のＣＳＲ活動の一

環として、従業員の方の出産祝いですとか入園入学祝

いなどにお使いいただくことも可能ですので、ぜひご活

用下さい。パンフレットがございますので、ぜひお持ち

いただければと思います。 

（高橋）高橋です。昨年９月に障害者支援の会社を創業

し、現在、インキュベーションオフィスに入居しておりま

す。 

「障害者が働く」という事にテーマを絞り、企業、福祉施

設向けのコンサルティング業をメインに行っています。 

(松平)それでは、私たちキッズバレーが目指す桐生の

未来についてお話させていただきます。私たちが目指

すもの、それは一言で言うと「桐生をまるごと、こどものた

めの体験型テーマパークにする」ということです。キッザ

ニアのコンセプトに近いですが、私たちは、桐生の資源

を活かした、上質な本物の体験を提供します。では、な

ぜ体験型テーマパークをつくるという構想に至ったのか

の背景を説明します。 

平成 23 年から桐生市イクメンプロジェクト推進チームの

リーダーをやらせていただいており、桐生市への提言を

昨年の 11 月に桐生市長に答申いたしました。その中に

キッズバレー構想が登場します。その活動で得た知見

をもとに、父親だけでなく、もっと多くの世代が関わって、

社会で子育てをしていく環境を作ろうと思い、広く皆様

に活動を知っていただきたくＮＰＯを設立することにしま

した。近年、子供を取り巻く環境はたいへん厳しいです。

親も大変忙しい。そんな中で今言われているのは、失わ

れた 3 つの間（サンマ）です。習い事などで時間がなく、

昔より近所の遊ぶ空間が減っています。学校から帰って

きて 1 人でゲームをして遊んでいるというケースも少なく

ありません。データで見ると、児童の放課後活動の国際

比較（2012）では、「自分のことが好きである」と答えた日

本の子供は約 18％。他国比 30～50％低いです。また、

日本青少年研究所の高校生調査（2011）では、「自分は

価値のある人間だと思う」にイエスと答えたのは、日本

8％、アメリカ57％、中国42％、韓国20％です。さらにユ

ニセフの子供の幸福度調査（2007）では、「孤独を感じ

る」と答えた日本の子供は 29.8％。調査国 25 カ国の中 

 

 

で最高の値です。ちなみに 2 位アイスランドの約 3 倍。

子供の想定的貧困率調査（2012）では、日本が 14.9％。

調査国 35 カ国中ワースト 9 位で貧困率は毎年上昇して

います。このままで良いのか？我々に出来ることはない

のか？こんな問題意識が我々にはあります。世界最低

レベルの自己肯定感とチャレンジ意欲です。さて、もう

ひとつ足元をみてみると、桐生市固有の問題も多く抱え

ています。人口減少です。20～30 代の若者が多く転出

しています。仕事や結婚、子育てする世代がいなくなっ

ています。群馬県の 12 市の中でワースト１の超少子高

齢化、法人市民税はピーク時の 1992 年から 5 分の 1 で

す。こういった状況で、桐生の子供たちは大丈夫か？あ 

るいは、自分の子供だけがよければそれで良いのか？ 

そろそろゲームを置いてまちに出よう！その道先案内人

として、まちの人たちが大いに関わっていく、そんな桐

生にしていきたいと強く思うわけです。キッザニアやディ

ズニーランドのように多額の資金をかけてハードを建設

することは難しい。だけど、桐生にはまちなかの商店街

や梅田、新里、黒保根などの自然、桐生倶楽部のような

文化施設、文化遺産、モノづくりに立脚したたくさんの

会社、経営者の方々、たくさんの資源があります。だっ

たら、まちなかをテーマパークに見立てて、桐生にいる

子供たちに上質で本物の体験を提供できるのではない

か、さらに都内などから子供連れを誘客できるのではな

いか。サンマからサンバへ。子供の視点であらゆるもの

を見つめ直したら、すべては遊び場になります。そして

遊びから学びます。大人の背中を仕事場で見せましょう

よ。まちにはいろんな仕事があるんだよと。君たちは可

能性の固まりなんだよと伝えたいんです。我々キッズバ

レーは、さまざまな方たちと連携して、場をつくる場にな

る。桐生市や群馬大学とも連携しますし、産業界の方々

とも大いに連携したいと思っています。すでに、我々が

やる事業においても連携が始っています。 

（高橋）では、事業説明をさせていただきます。3 つのＥ

をキーワードとしています。まずは、Education、教育機

会の提供です。先ほどのデータでも、子供の想定的貧

困率は年々上昇しています。シングル家庭も増えている

なかで、子供間の経験格差が大きくなっています。我々

は、東京の放課後ＮＰＯアフタースクールと提携し、桐

生で アフタ ース クール 事業を展開します 。次に、

Employment、雇用創出です。一見、ずれているように感

じるかもしれませんが、桐生市においては次世代を担う

20～30 代の市外流出が著しい。これは、親の働く場所

や仕事のスタイルに大きく起因していると考えています。

我々は、仕事がなければ仕事をつくればいいと考えま

す。東京の監査法人トーマツさんの子会社トーマツベン

チャーサポートと提携して、さまざまな創業支援を無償

で行います。また、群馬県におけるベンチャー支援の拠

点として、トーマツベンチャーサポートとベンチャーキャ

ピタルのサムライインキュベートとのコラボ事業、47 都道

府県ベンチャーサミットの群馬版、群馬ベンチャーサミ

ットを桐生に誘致します。子育ての目的は、子供の自立

をサポートすること。これが親の責任です。親でなくても 

 

次世代育成のためのＮＰＯ法人キッズバレーの       

                   説明とご協力依頼   



 
 

子供がいなくても、社会で子供を育てる必要があるとす

れば、子供達の自立をサポートするのは、大人の責任

です。上質で本物の体験を提供し、起業家マインドをも

った自立した人材を輩出する桐生市にすること。これが

3 つ目のＥ，Experience、体験です。 

きりゅうアフタースクールは、夏頃から月に 1 回ほどのイ

ベントを行っていきます。市民先生によるプログラムとい

うのが特徴です。学校を活用した学童保育事業も視野

にいれていますが、まずは、まちなかのいろいろなところ

でイベントを行っていきます。ぜひ、私たちと一緒に皆

様の会社の事業を活かしたプログラム開発を行えない 

でしょうか。現在は、例として、音楽家、美理容師、うど

ん屋などの飲食店、自動車部品工場、記者、写真家、

レーサー、野球サッカー選手などとのプログラムを企画

しています。 

コワーキングスペースとは、シェアオフィスのことです。

私たちは仕事だけでなく、まちづくりの拠点としての活

用を考えています。ひとつひとつ素晴らしい事業があっ

たとしても、それが点ですと、大きな広がりになりません。

点を線に、線を面にしていく仕掛けを用意いたします。

子供を中心に据えることで、多くの世代が交流できる場

にしたいと考えています。運営や内装設備関連の作業

では、多くのご協力が必要です。たとえば、大きなデスク

があるよとか、内装作りのワークショップを企画しようとか、

もちろん資金面での援助も。ぜひアイデアなどお聞か

せください。 

群馬ベンチャーサミットは、ひとつのお祭りですが、コワ

ーキングスペースを運営することで継続的に開催する

つもりです。大学発のベンチャー企業や中高校生への

キャリア教育なども近い将来事業化していきますが、そ

のための布石になります。子供の頃から起業という仕事

のスタイルが当たり前にある社会で、次世代を育成する

とともに、子育てや次世代育成にかかわるあらゆる産業

の集積地にすることで、桐生市の価値を創造していきま

す。Think Global,Act Local！ 

 

（松平）では、最後にご案内です。皆様のお力をぜひお

貸しください。いろいろな方法があると思います。ここに

あるアタマ、カラダ、ドウグ以外にもご提案くだされば、

私たちも一緒に考えますし、最大限こちらもお力になれ

るよう、努力いたします。松平の連絡先は下記とおりで

す。また、6 月 1日の設立総会へのご参加も大歓迎です。

ぜひ、今後とも宜しくお願い申し上げます。 
 
 
    
 
    有限会社グラムス 松平 博政  
    桐生市境野町７－１７６４－６ 
    TEL ０２７７－３２－６１７８ 
    E-mail  staff@komamori.jp 

 

 

 

 

 

 

群馬ＲＣ野球決勝大会 

５月２６日(日) 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 計 

伊勢崎中央ＲＣ 0 0 1 2 2 5 

桐 生 Ｒ Ｃ 0 0 0 0 0 0 

疋田ガバナーの挨拶と始球式

から始まりましたが、伊勢崎中

央ＲＣに残念ながら負けてし

まいました。 


