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会長の時間 

皆さん今日は、昨日 3 月 9 日は 61 年前の昭和 28 年に

桐生ロータリークラブの初会合が行われた記念すべき

日で御座います。その記念の意味を込めて本日の卓話

をお願い致しております山根久男様の会社の「新浜せ

んべい」をご用意させていただきましたので食しながら

桐生ロータリーの歴史に触れて戴ければと思います。 

桐生 RC の設立に関しましては以前に塚越紀隆パスト

会長が情報アワーにて詳しくお話が有りましたが、その

時のクラブ内部の様子が前原勝樹パストガバナー著の

「我がロータリーへの道」のなかで臨場感溢れる文言で

描写されていますので記念誌に記載されている事柄と

照らし合わせてご紹介させていただきます。 

1）桐生 RC の初会合は昭和 28 年 3 月 9 日（月）に行わ

れスポンサークラブは東京 RC、足利 RC の両クラブであ

り従って当日は会員 20 名（チャーターメンバー）の他に

東京 RC の柏原氏並びに足利 RC の遠田氏、秋間氏、

が参加して頂き会合の初歩から実施のご教示を受けた

と記述されております「桐生倶楽部に集まった 20 名の

顔触れはいずれも各界の代表者で殆んどの方は顔見

知りである。足利から 2 人の方がこられていろいろ説明

があったが実のところ核心がつかめなかった」 

    「」内は  前原パストガバナー著書より 

 

2）2回目の会合は3月１６日でこの日に役員の選挙が行

われ初代会長に大沢菊太郎氏、初代幹事に伊沢弘一

氏、初代会計に君島幸次郎氏が就任されました。 「2

回目の会合の時、耳鼻科医の岸祐雄（医師会長）さん

が帰り際に私を手招きして曰く、｛前原君この会は用心

せんといかんよ、アメリカのスパイではなかろうか、僕は

次からは出ないよ｝と。  

    「」内は、前原パストガバナー著書より 

3）3 月 27 日にはアメリカ、エバンストンからクラブ創立 

の認証が与えられこの日を当クラブの創立記念日   

としている。「3 回目の会合の時、足利から来た銀   

行頭取に私はつめよった。この会に毎週出ていれ   

ばどうなるのですか？と、彼曰く、君この一時間は   

神様になる時間だよと、私はこれを何か精神修養と   

解して我慢して出席する事にした。時は昭和 28 年   

3 月２８日（？） 桐生ロータリー発会の日である。」  

   「」内は前原パストガバナー著書より 

この様に我々の大先輩であり当時の各界の名士の 20

名によって試行錯誤、疑心暗鬼のなかで熱き思いを持

って今の桐生ロータリークラブの礎を築いて戴いたこと

が垣間見ることが出来ました。我々も先人の熱き思いを

受け継ぎ行動し桐生ロータリークラブの良き伝統を次世

代に継承してもらうべく努力して行きたいと思います。 

 

《報 告》 

・3/3 例会終了後、定例理事会 

・3/8 富岡中央ＲＣ創立 20 周年記念式典 

    塚越紀隆パスト会長、 

    木村洋一社会奉仕委員長 出席 

坪井 良廣君 21 回 

ようこそビジター 



 
・元会員五十嵐健雄様より桐生トリコット株式会社創業 

 ６０周年記念品を頂戴しました。 

《予 定》 

・例会終了後、桐生第一高等学校へ甲子園出場祝金 

 １人 1,000 円の寄付のご協力お願い致します。 

 会員 62 名分と本部からとで 100,000 円お渡しします。 

・3/14(金)長期計画委員会 

・3/15(土)～16(日)ＰＥＴＳ／ＳＥＴＳ 伊香保 福一にて 

 坪井会長エレクト・須永副幹事 出席 

 

幹事報告 

・桐生第一高等学校より卒業式に際するお礼状が届い 

 ております。 

・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 26 年 3 月 10 日) 

総員 62 名：出席 35 名 

平成 26 年 2 月 24 日例会修正出席率：83.02％ 

 

ニコニコボックス 

柳明彦君、飯塚荘一君、朝倉剛太郎君…㈱新浜せん

べい山根様をお迎えして／坪井良廣君…出席 100％。 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 
皆さんこんにちは、株式会社新浜せんべい代表取締役

の山根と申します。本日は、私のお店の事と地域貢献

や賑やかしに関して私なりに取り組んでいる様々な事を

お話させて頂きたいと思っております。どうぞよろしくお

願い致します。 

 当店は、創業約 65 年のお煎餅専門店です。去年お

店を全改装致しまして、5 月 29 日にリニューアルオープ

ン致しました。「装い新たに伝統そのままに」をコンセプ

トに建築士の方と構想約2年かけて今のお店を建てまし

た。昔ながらの手焼き煎餅の技法を活かしつつ、それを

見せ、演出しながらお店の希少価値を向上させる。楽し

んでもらえる様な仕掛けを作り、まるで和カフェのような

お煎餅屋に見えないお煎餅店。既存のお客様(高年齢

層)に加え若い世代と女性客、様々な世代に受け入れら

れる事。地元桐生の文化的な層(織物)と結びつけるアイ

デア商品開発をし、桐生ならではのギフトを作る。変わ

って欲しくない既存の商品と新しい商品の共有するダブ

ルスタンダードの戦略。そして、なにより思ったのはお店

側もお客様も楽しくワクワクするようなお店を作ろうという

事、大量に生産する合理性を重んじた工場ではなく職

人の焼く価値のある伝統のお菓子お煎餅を作る工房の

あるお店。だからといって固定観念に捕らわれ過ぎない

商品を作ること、楽にするより楽しくなる様に変えていく

当店のような商店というのはお客様の対応を直接見られ

る仕事。喜んで頂ける顔、楽しんで頂ける顔がダイレクト

に見られるのは自分にとってとても嬉しく、人を喜ばせる

ことが出来るこの仕事が出来ることはとても幸せなことで

す。人が喜んでくれる事をしたい、作りたいと言う思いが

自分には強くあります。※(お店写真、お煎餅の製造過

程の動画を少し見て頂き解説致します)人を喜ばせたり

地域を賑やかにしたいという思いがあるのですが、そん

なことを思っていると不思議と色々な話をいただきます。

群馬クレインサンダースというプロバスケットボールの桐

生シリーズの実行委員。スポーツ振興と地域活性のた

めに良いと思いましたが、桐生で行うのには様々な問題

がありました。協力してくれた仲間やバスケットボール協

会の方々で桐生シリーズを盛り上げることが出来ました。

お店を建て直した理由の一つにあの震災があります。あ

の震災で多くのものをなくし学んだことだと思います。小

さくても自分達に出来ることをしたいと思うものでしょう。

私は、ダンサー達と繋がりがあります。主にキッズダンス

のイベントなど手伝ったりしています。復興支援のキッズ

達のダンスイベントがあり、各地でダンスイベントを行い

被災地の子供達と共同でイベントを行ったりする友人を

応援しています。その他ＦＭ桐生で番組をやらせていた

だいており、その中で地域活性化になるようなイベントな

どの紹介をしています。エンターテイメントはただの娯楽

というより使い方で大きな社会貢献に繋がります。先日

応援させて頂いたのは「イシノマキにいた時間」という舞

台でした。復興支援の舞台、様々な意見はあると思いま

すが、あの震災を風化させない良いきっかけになると思

いました。その他エンターテイメントに関わっております。

趣味のロックバンドはオリジナルの楽曲で歌っています。

若い時は様々な格闘技なども携わっていました。格闘

技から多くを学びました。人の痛みや感謝する事、強い

思いで事をなす勇気など、今の自分を作ってくれた貴

重な体験でした。エンターテイメントは、メッセージ性が

あり感動喜び楽しみを伝える事のできる素晴らしい文化

です。私の商売もある意味同じです。ギフトも人に気持

ちを伝える素晴らしい文化です。自分の作ったものがき

っかけになる。自分だけで食べるより人にあげたくなる

価値ある商品をこれからも作っていきたいと思っておりま

す。伝統を活かす事は形に捕らわれずに進化し精神は

継いでいく、それが伝統だと私は思います。装い新たに

伝統そのままに、楽ではなはく、楽しいを選んでいく。自

分のお店は、そういうのが良いと思うのです。そして、誰

かを喜ばせたり街を賑やかす事をこれからも取り組んで

行きます。様々な人と関わり一緒に何かを作っていれば

嬉しいです。 

 

「伝統と進化、楽しみを 
        作る仕掛け」 
 
 株式会社 新浜せんべい 
代表取締役 山根 久男 様 

【次回例会予告】 

3 月 24 日(月)  

  3 月 22 日(土) ＩＭに振替 

   点鐘：15 時  懇親会：18 時 

   場所：桐生プリオパレス 

3 月 31 日(月) 

  卓 話 ： もっと見て・もっと感じて 癒しの仏像  

                     桑原 志郎 君 

  食 事 ： 利 休  

            


