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R.I 会長

イアンＨ.Ｓ.ライズリー

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。
パストガバナー
会長

クラブ会報・情報委員会

４月２３日号

前原 勝

前 原 勝 樹
幹事

園田

誠

平岩千鶴子・木村洋一・山﨑一順・牛膓章

第３０６５回例会
(４月９日(月)第２例会)

１．
２．
３．
４．

点 鐘
ロータリーソング斉唱
来訪者紹介
米山奨学生カウンセラー委嘱状授与
岡野紀子さん
５． 結婚・誕生祝
６. 乾 杯

７.
８．
９．
１０．

会長の時間
幹事報告
委員会報告
卓 話 「桐生の町を考える」
株式会社アンカー
代表取締役 川口 貴志 様
１１． 点 鐘

ようこそビジター
<卓話者>株式会社アンカー 代表取締役 川口貴志様

・ 小林 裕香様

結婚祝

・4/21 館林 RC 創立 60 周年記念式典
会長エレクト・幹事出席
地区補助金委員会 村田地区補助金委員出席
群馬大学理工学部留学生との交流会
午後 5 時～群馬大学理工学部キャンパス
・4/22 早朝清掃 桐生が岡公園南口広場
米山記念奨学カウンセラー
新規オリエンテーション 岡野カウンセラー

水越
須永
野間
石島

稔幸君
博之君
義弘君
久司君

誕生祝
坂本 長規君・堀
明君
木村 滋洸君・ 飯塚 荘一君

会長の時間
《報 告》
・4/6 桐生５RC 会長幹事会
《予 定》
・4/9 桐生 5RC 女子会 田中一枝さん出席
・4/10 桐生赤城 RC メイク
桑原青少年交換学生カウンセラー
・4/11 家族会旅行 ミュージカル鑑賞
・4/15 第 2 分区 A IM・田中ガバナー歓迎会
IM 午後 2 時 30 分 歓迎会 午後 5 時 30 分
桐生グランドホテル
・4/16 4/15IM に振替の為、休会
・4/20 地区 IAC 国際交流歓迎会
桑原地区 IAC 直前委員長出席

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。
4 月は、1＄＝104 円です。
・宮内ガバナーエレクト事務所より、ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳのお
礼状が届いております。
・樹徳高等学校より、「樹幹だより」等が届いております。
・歌津地区復興支援の会より「一燈」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 4 月 9 日)
総員 65 名：出席 37 名
平成 30 年 3 月 19 日例会修正出席率：70.31％
平成 30 年 3 月 26 日例会修正出席率：58.06％
ロータリー財団委員会
疋田博之君 48＄ ポリオプラス

ニコニコボックス
前原勝君…㈱アンカー川口貴志社長並びに小林裕香
様をお迎えして／園田誠君…㈱アンカー社長川口様
並びに小林様をお迎えして。存分に語って下さい／吉
田栄佐君・水越稔幸君…㈱アンカー川口社長をお迎え
して／田中一枝さん…観桜会本年も又大龍を御利用頂
きありがとうございました。とても楽しく過ごさせて頂きま
した／野間義弘君・水越稔幸君…結婚祝／前原勝良
君…誕生祝／前原勝良君･･･写真戴きました。
卓 話

株式会社アンカー
小林 裕香様

長岡造形大学の大学院で環境文化財学を専攻し、全
国各地をまわり環境文化財学では、歴史的な建物の修
復、活用、保存の手法を学びました。
桐生は、大学２年、長岡造形大学のゼミ、本町二丁目
の小路の調査に行き１回で大好きになりました。『西の
西陣、東の桐生』に興味があり、を初めて聞いたことで
す。出身の新潟県見附市のニット産業と桐生は違う風
に見えました。大学院の頃、本町一丁目の一の湯の奥
にある那須家の長屋の歴史とそこで 暮らした人々の営
みを調査・研究。長屋には一カ月泊まり込みをして調査
しました。楽しかったです。行くたびに関係性が深くなり
ました。桐生の町、文化施設が多く質のいいお店がたく
さんあって暮らしやすい。卒業後も自分もこの町の住民
となり、街づくりに関わりながら桐生の生活を楽しみたか
った。ある人の紹介により、社長の川口との出逢い。ま
ちづくりをしているアンカーへ念願就職。普段は本社勤
務ですが、毎週木曜日に“古民家カフェＰＬＵＳ+アンカ
ー”のお手伝い、イベントなどにも関わります。
学生時代の私は、目の前の事に囚われがちな自分
の癖や具体的に考えることが苦手、アンカーでは、目
的・時間・予算、をベースに継続定期に運営されている。
そこで事業が成立し続けるプランでないとダメ。学校と
は違い、具体的な『解』を導きだしてほしいということを、
知りました。
母校での講演する機会があり、以前、社長に「ひろか
君が桐生で古民家の再生に関わった事、いつか長岡の
母校の大学で現役の学生の前で講演出来るくらい頑張
れ。」 群馬に就職して心配している新潟の両親も喜ぶ
し、故郷に錦を飾るという事だと言われました。頑張れ
ば実現する事実感しました。
今後は、空き家対策に関わりながら、少しでも多くの人
に移住してもらう事で少しでもご恩返ししたいです。また、
アンカーの意味である『頼みの綱』となれるように、人の
お役、ご縁づくりを頑張りたいと思います。

「桐生の町を考える」
株式会社アンカー
代表取締役
川口 貴志様
地方・地域だからこそできる街創り
『PLUS＋アンカー』がもたらしてくれたもの
32 歳の時、アンカーという不動産会社を創業し、本年 9
月で 26 年目になります。創業当初、桐生を盛り上げよう
と思い、全国展開していて未だ桐生に出店していない
飲食店などの企業に「桐生に出店しませんか？」と色々
とお声掛けしました。結果は殆ど断られました。「両毛線
の中で桐生だけは出店の予定がないです」とはっきり云
われた事もありました。簡単に云うと事業投資をして見
合うだけの回収が見込めない地域という判断です。
大手は統計データなどを基に判断しますので、ある意
味致し方ないのですが、そこで立ち止まっていてもしょう
がないので発想を転換しました。
桐生のストロングポイントは何だろう？色々思案しました。
まず市内に残る古い建物を再生する事にしました。今で
は「古民家再生」という活動は市民権を得てきましたが、
20 年前はそうでもなかったです。
2000 年に築 85 年のノコギリ屋根（登録文化財）を美容
室に再生のお手伝い。（これを成功モデルにこの美容
室は群馬県内 16 店舗に展開）
2008 年に旧堀邸をレストランに再生のお手伝い。
（今では“はとバスツアー”の名所に）
その後、再生案件を１０か所取り組む中で、古い建物を
再生しながら、街創りに繋げてゆけないか！と思い始め、
そのためには情報や人が集まる拠点が必要だと感じま
した。
2016 年にコミュニティスペース機能を持つカフェをまち
なかに開設しました。色々なモノやコトそして人にプラス
になればとの想いで『PLUS＋アンカー』と命名しました。
●定期開催の主なイベント（2018 年４月９日現在）
① アンカーマルシェ 30 件の出店
（５回開催）
来場者 500 人／日
② 春の会、秋の会
来場者 100 人／回
（８回開催）
③ 婚活パーティー
20 組近くカップル誕生、
（５回開催）
結婚 2 組
④ 石巻イタリアン
復興支援
（３回開催）
⑤ 産学官の交流会
群大理工学部と経営者との
（１１回開催）
車座交流
⑥ 桐生まつり
10 件の出店
（４回開催）
来場者 900 人／３日間
⑦ サイエンスカフェ
群大 理 工学 部の 研 究者や
（１９回開催）
文化人の課外授業
⑧ ふれあい市
本町６丁目振興組合とコラボ
（2017 年 5 月より）

夏休みの子供教室、趣味の会、貸し教室
（年間 3,500 人超：お昼のカフェ利用者は除く）
JAZZ フェスティバル等
・空き地・空き家（桐生市約１万戸）
リストである「空き家バンク」は整いつつあります。
ただ、賃貸情報を発信するだけでは入居や移住になか
なか結び付きません。「買いたくなる」「借りたくなる」よう
なストーリーと利活用の骨太企画が必要です。
一手間も二手間かかりますがやり甲斐はあります。
単なるマッチングと仕組み化だけでは、机上通りになか
なか“コト”が前に具体的に進んでゆきません。

色々な事を繋いでゆく“のりしろ”が必要になってきます。
その“のりしろ”は一人や一社だけでは不十分です。既
に先進的企業は垣根を超えてオープンイノベーションを
興しています。これは、個人間や地域間でも同じ事です。
最近桐生で起業したい、という相談も増えてきました。
これら起業の芽を実業と深化させるため、地域には現実
の課題を一括で受けられる「ビジネスセンター機能」が
必要だと感じております。
僭越ですが、最後に私が考える活気ある街のイメージ
は「ここで暮らしてゆきたいと心から実感できる街」「誰で
もいつも生き甲斐を持てる街」です。微力ですがこれか
らも地域と共に取組んでゆきたいと思っております。

家族会旅行
平成 30 年 4 月 11 日(水)
毎年恒例の家族会旅行ですが、今回は、家族会会員 10 名、青少年交換学生エヴァン君、
RC 会員 11 名が参加致しました。当日は、天気も良く桐生倶楽部を出発し、ランチは、バス
の中でランコントレさんのサンドイッチを食べて、日比谷に到着。オープンしたばかりのミッ
ドタウン日比谷に少し寄ることも出来ました。日生劇場にてミュージカル「リトル・ナイト・ミュ
ージック」を鑑賞し、レストランカシータ青山本店で夕食を食べ、帰ってきました。
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R.I 会長
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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。
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第３０６６回例会
(４月１６日(月)－例会変更－)

ＲＩＤ２８４０ 第２分区Ａ ＩＮＴＥＲＣＩＴＹ ＭＥＥＴＩＮＧ
日時：平成３０年４月１５日(日)

点鐘：午後２時 30 分 場所：桐生グランドホテル

第1部
点
鐘
ガバナー補佐
遠藤二三男君
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
来賓紹介
ガバナー補佐
遠藤二三男君
黙とう
開会の挨拶
IM 実行委員長
増田 浩三君
歓迎の言葉
桐生中央 RC 会長 笠原康利君
挨
拶
ガバナー補佐
遠藤二三男君
挨
拶

RID2840 ガバナー
田中久夫君

第 2 分区 A
５クラブの会員増強と公共イメージ向上の実績発表
桐生 RC 会員増強委員長
津久井真澄君
桐生 RC クラブ会報・情報副委員長 木村 洋一 君
他 4RC
講
評
RID2840 ガバナー 田中 久夫 君
点
鐘
ガバナー補佐
遠藤二三男 君
第 2 部 田中久夫ガバナー歓迎会・懇親会
開会の挨拶
桐生南 RC 会長 和田 洋一君
挨
拶
ガバナー補佐
遠藤二三男君
挨
拶
RID2840 ガバナー 田中 久夫君
乾
杯
桐生 RC 会長
前原 勝君

基調講演 『魅力あるクラブをつくろう』

パストガバナー
本田 博己君

桐生南 RC・
桐生中央 RC 合併調印式

花束贈呈及び記念写真撮影
ロータリーソング「手に手つないで」
閉
会
桐生南 RC 会長ｴﾚｸﾄ 高山淳史君

