
 

 

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。 

２０１７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３０４４回例会 
(１０月１６日(月)第２例会) 

１０月３０日号 
（第 3044 回・第 3045回合同掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

      「世界遺産の作り方」 

        群馬県立女子大学群馬学センター 

               教授 松浦 利隆 様 

１０． 点 鐘

<卓 話 者>  群馬県立女子大学群馬学センター 教授 松浦 利隆 様 

<米山奨学生> 沈 軼驊 君

ロータリー情報アワー  
          会員研修委員会副委員長 堀 明君 

会長指名手続きについて 

前回 坪井委員長が､会長候補者の推薦委員会につい

て､お話をいたしましたので 第二段として 私は会長の

指名手続きについて､お話しさせて頂きます｡ 

  10 月は､次々年度 ( 松島会長エレクト ) の次の会

長を指名する月です｡なぜ 10 月かと申しますと細則の

定めるところにより､会長に就任する日の 18 ヶ月以上 2

年以内に選挙されるものとあります｡そのため 総会 ( 12

月第 1 例会 ) の 1 ヶ月前に 会長を指名する必要があ

るからです｡会長を指名する手続きは､桐生 RC では 指

名委員会を利用する事に決定いたしました｡ 指名委員

会は､歴代会長･幹事をもって指名委員会を構成とする

と決定致しました｡ 次々年度の会長指名を当委員会が

行うのは､日程上大変な事である為 事前に候補者を人

選して貰う組織として､推薦委員会を作る事にしました｡ 

 推薦委員会は､桐生 RC 内規により 直前三代の元会

長･幹事が当たり､先任元会長が委員長を努める事にな

っています｡推薦委員会では､候補者を選び 指名委員

会にて 候補者の選任理由等を報告し 推挙致します｡ 

それを受けて指名委員会では､決議･採択をして 正式

な会長候補者が決定する訳です｡ 

  指名委員会において､選ばれた会長候補者は､12 月

に行われる総会にて､会員による選挙を行い当選した時

点から会長ノミニ－を努める事となります｡ 

  次年度会長エレクトは､指名委員会に於いて 理事･

役員の人選の一任を取付けて 理事･役員を選出して 

12 月の総会に於いて､選挙にて承認を受け理事･役員

が就任する事になります｡ 又会長エレクトは､会長エレ

クト研修セミナ－と地区研修･協議会に必ず出席しなけ

ればなりません｡出席しないと会長に就任する事が出来

ません｡ 

  時間の都合で掻い摘んだ話しになってしまい 分かり 

ずらかったと思いますが､このように決められていきます｡ 

本日は､有難う御座いました｡ 

 

出席 100％表彰 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 

奨学金授与 

 

修正中の論文を完成させ 

ると今年度中に博士号取得 

予定です。大友カウンセラー 

に長野へ連れて行ってもらうなど、ご支援感謝しており

ます。これからもよろしくお願い致します。 

ようこそビジター 

堀    明君 19回 

澤田 匡宏 君  ３回 

 沈 軼驊 君 

  



 

会長の時間 

《報 告》 

・10/2 定例理事会 

・10/5 桐生第一高等学校進路ガイダンス 

     講師 朝倉剛太郎君、高橋弘史君 

     職業奉仕委員長 増山大祐君 同行 

・10/7 青少年交換移動オリエンテーション 

     エバン君・桑原カウンセラー 

・10/9 祝日(体育の日)の為休会 

  

《予 定》 

・10/16 指名委員会 

・10/18 桐生 5RC合同チャリティーゴルフコンペ 

     桐生 5RC合同夜間例会  

・10/21 地区補助金委員会 

     村田地区補助金委員 出席 

・10/22 RLIセミナー 松島地区研修委員 出席 

・10/23 18 日桐生５RC合同例会に振替 

・10/28～29 RYLA研修  桑原カウンセラー・ 

        エヴァン君・RAC１名・米山奨学生出席 

 

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。 

・桐生市教育委員会より第 13 回桐生市マーチングフェ 

 スティバル事業後援のお礼及び開催結果報告が届い 

 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。 

・桐生市国際交流協会より「ニュースレター」が届いてお 

 ります。 

・桐生第一高等学校より、若桐祭(文化祭)のご案内が届 

 いております。10/21(土)、10/22(日)午前 10 時～午後 

 3 時 桐生第一高等学校にて 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各 RC より週 

 報到着。 

・本日配布のロータリーの友に 2016-2017 年度地区大 

 会報告書と米山記念奨学会からの豆辞典が挟んであ 

 ります。 

・１０月１８日(水)は、桐生５RC合同チャリティーゴルフコ 

 ンペと合同夜間例会となります。桐生プリオパレスにて、 

 18 時 30 分点鐘です。次週２３日(月)は、桐生５RC合 

 同夜間例会に振替の為、休会です。 

・次回例会は、30 日(月)となります。未来の夢計画実施 

 の為、ジャンパー持参でお願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 29 年 10 月 16 日) 

総員 65 名：出席 44 名 

平成 29 年 9 月 25 日例会修正出席率：76.7％ 

 

ニコニコボックス 

前原勝君…松浦利隆先生を卓話者にお迎えして／飯

山順一郎君、小林康人君…結婚祝／堀明君、澤田匡

宏君･･･出席 100％。 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

私は高校教師を皮切りに群馬県に奉職しましたが、県

の文化財保護課に移り、初めての出張が「相生の松の

修復」で桐生でした。桐生天満宮の指定修理などにも

係わり、桐生は縁のある町です。 

その後県立博物館にいたとき、世界遺産推進室の室長

をやれ・・・ということで 、これはえらいことになったという

想いでした。 

 プロの間では、以前から富岡製糸場を世界遺産にと

いう話はありましたが、まず、富岡製糸場のを世界遺産

にという話が始まった頃、県の職員をはじめ殆どの方は、

まずこれが世界遺産などとても無理だいうのが大方の予

想でした。 

まず、富岡製糸場と絹遺産群と言いますが、いま富岡

製糸場は行ったことはあるでしょうが、高山社跡、田島

弥兵衛旧宅・・・荒船風穴、行ったことは恐らく無いと思

いますが、何でこの４つが世界遺産になったかという話

です。 

 世界遺産とは、国際連合の中のユネスコがやっている

ものです。いろいろ問題もある機関ですが、割と革新的

なものに取り組むことも多く、戦後日本が国連の中で最

初に加盟させてくれたのも、ユネスコなんですね。そし

て、このユネスコは、鳴かず飛ばずの機関だったのです

が、智恵ものがいて、世界遺産やったらどうかということ

で、今は脚光を浴びるところになって来ました。 

 世界遺産の理念とは、1 国にとどまらず人類全体にと

って貴重でかけがえのない遺産を残そうということです。

導入は、当時アラブ連合のアブシンベル神殿がアスワ

ンハイダムで沈めてしまうというときに、ヨーロッパがお金

を出して救済し保存した。これが１９７１年、ここから、人

類の貴重な遺産が、極端な政治や宗教理念で壊されて

しまうのを残して行こうとなったのですが、登録されたも

のはヨーロッパ圏に集中してしまっていて、街並み、建

物など、本物でないとダメだということから、石で創ったも

のが多かった。例えば今世界遺産の法隆寺、８世紀の

建立時の木材は 多く見積もって３割、きびしくいうと１割、

木造の建物は修復の時に、部材を取り替えます。ヨーロ

ッパの考え方ですと、これは本物でないとなってしまい

ます。 

 しかし、２０年程経過し、王宮、協会など生活が不在な

ものばかりで、人類が生きていく上で、どうやって産業を

発展させたか、生活をしてきたかという視点がない、とい

う不満が出てきて、ユネスコの中でも協議をし、是正の

方向性を決めました。地域バランスの是正、これまでに

ないものを増やして、概念の多様化、 ベスト オブ ベ

スト、唯一性だったものから、「現存するある歴史遺産の

代表で良い」となってきました。 ユネスコはこれを集約

し、２０世紀の代表する建築、文化的景観 、産業遺産

にまとめました。 

「世界遺産の作り方」    

 

群馬県立女子大学 

群馬学センター 

   教授 松浦 利隆 様 

 



 

 ヨーロッパでは、製鉄所や綿の紡績工場、鉄橋などが

世界遺産になっていました。日本の場合「絹」に係わる

ものであれば、世界遺産になるチャンスがあるのではな

いか････、と室長になった時の私は考えました。産業遺

産で世界遺産になっているものを調べました。金、銀、

銅鉱山、ワイン、小麦、タバコ等など・・・、繊維のところ

で絹もありましたが、フランスのリオン市街、スペインの

絹の取引場の市場の建物だけでした。 

 繭から生糸をとる製糸、繭そのものを生産する養蚕、

これに関するものはありませんでした。世界遺産の方向

は多様化であり、産業遺産の尊重であるという大きい流

れがあることに気がつきました。絹の産業は日本にとっ

て大事なもので、国をささえたもの、日本の近代を象徴

するようなものですね。９９％の人が無理だという富岡製

糸場ですが、そこからもっていけるのではないかと思い

ました。 

 我々がアクションを始めた世界遺産認定の経過の中

で、産業遺産ですが、審査もきびしくなってきて、養蚕

から織物までというコンセプトを創りました。桐生も入っ

ていたんですよ・・・。 

 しかし、外国の連中と話してみるとどうもうまく行かない。

今まで、世界遺産になっていなかったものに絞れ、とい

うアドバイスがありました。そこで、どうやってマユを造っ

たのか、生糸を造ったのか、そしてこの４点に絞りました。

ユネスコにアドバイスするのは、ICOMOS という国際

NGO、よく調べると産業遺産だけはティッキーという団体

でした、運の良いことに県の文化財保護課の時に近代

化遺産に係わっていて（桐生の近代化遺産にも多く係

わった）私もティッキーの会員でした。この会員の連中を

日本に呼んで、相談し、先ほどのように戦略を練り直し

ました。これはプレゼンのときに使用したグラフですが、

明治維新の頃の生糸の輸出量は非常に低かったので

すが、 ２０世紀に入り輸出量は飛躍的に伸び、大戦前

は世界の絹の８０％にも達しました。どうしてこれが出来

たかを、論理的に示せばよいとの帰結に至りました。富

岡製糸場ではフランスから入れた機械をを日本的に改

良、養蚕農家は年１回しか出来なかった養蚕を何回も

出来るようにし、なおかつ高品質のまゆを作った、だか

らこれが出来たという論点に絞りました。 さらに、１９世

紀長いスカートだったものが、絹のストッキングによって

足が出せるようになり、絹の生産が量的に増えただけで

はなく「われわれの造ったまゆが、世界のファッションを

変えた」。１８７２年にフランスが入れた機械は、その後

日本で改良をされ、１９６１年、９０年後に本場であったイ

タリア、フランスにも輸出しました。 フランスから来た機

械が日本で消化され、今まで製糸などしなかった韓国、

イランやブラジルなどへ行き、世界中の生糸を良質で安

価にできるように貢献した。 今まで王侯貴族のものだっ

たシルクを 一般庶民のものにし文化的貢献をしたとい

う推薦書を提出しました。 そして、すべての基準でＯＫ

がでて、承認され世界遺産に認定されました。群馬県の

絹産業が途絶えないようにというのが県の立場でござい

ました。短時間では背負いましたが、ご静聴ありがとうご

ざいました。 

 

 

 

日本の世界文化遺産 

1.法隆寺地域の仏教建造物 1993 

2.姫路城 1993  

3.古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市) 1994  

4.白川郷・五箇山の合掌造り集落 1995  

5.原爆ドーム 1996  

6.厳島神社 1996 

7.古都奈良の文化財 1998   

8.日光の社寺 1999 

9. 琉 球 王 国 の グ ス ク 及 び 関 連 遺 産 群  2000           

10.紀伊山地の霊場と参詣道 2004 

11.石見銀山遺跡とその文化的景観 2007               

12.平泉～仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び 

  考古学的遺跡群 2011 

13.富士山―信仰の対象と芸術の源泉  ２０１３             

14.富岡製糸場と絹産業遺産群 2014 

15.明治日本の産業革命遺産 2015  

 

自然遺産 

1.屋久島 1993 

2.白神山地 1993 

3.知床 2005 

4.小笠原初諸島 2011 

 

 

                                   

     本日のお食事        ✿本日のお花✿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庄屋久平 やぶさめ弁当 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             

           司会：桐生南 RC幹事 八木橋比佐樹君 

1.点 鐘         桐生南 RC会長 和田 洋一君 

2.ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 

3.桐生 5ＲＣ会長・幹事・地区役員・委員紹介 

【桐生 5RC会長・幹事】 

桐 生 RC 会長 前原  勝君 幹事 園田 誠君 

桐 生 西 RC 会長 天沼一夫君 幹事 青山 豊君 

桐生中央 RC 会長 笠原康利君 幹事 鈴木裕美子君 

桐生赤城 RC 会長 山崎倫義君 幹事 須永聡介君 

桐 生 南 RC会長 和田洋一君 幹事八木橋比佐樹君 

   

【地区役員・委員】 

  国際ロータリー第 2840 地区 

  パストガバナー        疋田博之君（桐生 RC） 

  第 2 分区 Aガバナー補佐  

                遠藤二三男君（桐生中央 RC） 

  地区研修委員        松島宏明君（桐生 RC） 

  国際奉仕委員会委員長  森 末廣（桐生西 RC） 

   国際奉仕委員        桑原志郎君（桐生 RC） 

  グローバル補助金委員   久保田寿栄君（桐生 RC） 

  公共イメージ委員      高森 勉君(桐生西ＲＣ) 

 

4.自己紹介 

 

 青少年交換プログラム 

 長期交換学生 

   Everett Michael BISHOP 君 

 

 

 

5.会長報告    桐生南ＲＣ会長 和田 洋一君 

6.幹事報告    桐生南 RC 幹事 八木橋比佐樹君 

7.点 鐘 桐生南ＲＣ会長 和田 洋一君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇 親 会 

          

司会：桐生南 RC 親睦委員長 星野尚香君 

1.開会           桐生南ＲＣ会長 和田 洋一君 

2.挨拶    第 2 分区Ａガバナー補佐 遠藤二三男君 

3.乾杯            

       

 

     桐生 RC 会長   

      前原 勝君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.親睦ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ成績発表並びに表彰式 

           桐生南 RC ゴルフ部長 石関 厚君 

 

 

    

 

 

 

 

 

5.閉会           桐生西ＲＣ会長 天沼一夫君 

6.諸事お知らせ   桐生赤城ＲＣS.A.A 小林博子さん 

7.手に手つないで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201７－201８年度桐生５ＲＣ合同夜間例会 
第 3045回例会 －例会変更－ 

日時：平成２９年１０月１８日（水）  点鐘：午後６時３０分  場所：桐生プリオパレス 

 

団体戦 4 位 

 


