
古代 
約４６億年前・・・地球誕生 

約４０億年前・・・原始生命誕生 

２６００万年前・・・日本列島形成 

約２万年前・・・現在「館林」となっている場所に 人間が住み始める 

江戸時代初期 
１６２７年・・・榊原忠次、城沼の南丘「つつじが岡」にツツジを植える 

昭和時代 
１９５４年・・・館林町・郷谷村・大島村・赤羽村・六郷村・三野谷村・多々良村・渡瀬村の 

                 １町７ヵ村、市制施行により合併「館林市」誕生 

平成１１年（１９９９年） 
８／２５  館林市役所・商工会議所で「まちづくり研究会」発足 

 中心市街地活性化のための研究を始める 

   → 市民グループを立ち上げて 市民の目線で活性化を考えよう！ 

平成１２年（２０００年） 
６ ／ １  公募開始・・・１８歳以上でまちづくりについて関心のある方 ３０名 

                → ５０名の応募 

７／１８  第１回会議・・・グループ編成。各グループ名、役割、今後の日程等決定 

指導者：熊倉浩靖氏（ＮＰＯぐんま代表理事・県まちうち再生アドバイザー） 

 ８ ／ ８ 第２回会議・・・～実際にまちに出てみよう～ 館林の中心市街地散策と簡単なマップ作成 

 ８／２２ 第３回会議・・・～他のまちも知ろう～ 栃木市の視察・視察のまとめ 

 ９ ／ １ 第４回会議・・・これまでのまとめ 

館林市内「伸ばしたいもの」「直したいもの」 

   栃木市内「全体的に見たまちづくり」 

「各グループ別のテーマに沿って感じたこと」 

     各グループの発表と意見交換 

 ９／２６ 第５回会議・・・～館林をどういうまちにしたいのか？～ 各グループのテーマの絞り込み 

 １０／２０ 第６回会議・・・これまでの検討結果から自分たちの考えるまちにするには 

どうしたらいいのか？グループ別に協議 

 １１／７   第七回会議 各グループの提案発表会  館林市文化会館 小ホール 

            ・ロマンロード  「城下町・町屋の風情の残る町並みへ」 

     ～駅前竜の井から土橋門までをモデルルートとして～ 

              ・チ ュ ン タ ン  「大規模店によって元気がなくなったまちなかの再生へ」 

              ・空 創 店 舗  「貸し手や借り手の不安解消のため、活性化情報の相互交換のできる場 

       （まちやサロン）や、消費者、事業主とのネットワークづくり」 

              ・花  水  木     「鶴生田川の親水がなぜ必要なのか？」 

 ～鶴生田川の現状や問題点、市民のイメージ、他市の河川との比較を通して～ 

              ・ガイトーメイファ「活気のある魅力的なまち」と「安全なまち」の一体創造を 



 １２／１４ 第１回まち研全体会議 まち研各グループ意見交換会・交流会 
 → まちづくりを考える研究グループを継続することに決定！ 

平成１３年（２００１年） 
 １／１５  リーダー等会議・・・まちづくりを考える研究グループの略称を『まち研』に決定 

 １／１９  まち研提案発表会内容の展示   館林市役所１階 市民ロビー（～２／６） 

                                           東洋大学板倉キャンパス（１／２２～２／６） 

 ３ ／ ２  講演会「人は何を魅力としてそのまちを訪れるのか～まちなか観光の可能性を探る～」 
                     講師：原重一氏（県観光アドバイザー） 

 ４ ／ １  「まちやサロン準備室」設置 
 ４ ／ ６  第１回「桜ライトアップ」（主催：ガイトーメイファ） 鶴生田川・市役所東広場（～４／８） 

 ４／１４  「葉桜ふれあい交流会」（主催：花水木）  鶴生田川緑道 
 ４／２６  第２回まち研全体会議  旧二業見番組合事務所 

               ・１９名の新メンバーが加わる 
               ・１３年度の目標 「まず、やってみようよ、試行の一年」 

  Ｇ ．Ｗ  「まちなか散策ガイド」館林駅前で配布、「まちなか市」開催 
 ６／１４  まち研ＨＰ担当者会議始まる・・・１０月の開設を目標に 

 ７／１７  「竹細工応援隊」作業開始（～８／２）参加者：延べ８６名・作品：２９個 

・下町通り商店街の方々の指導のもと、伝統の七夕飾りを製作 

 ８ ／ ７  七夕まつり参加 
 花水木：鶴生田川イルミネーション（～８／１１） 

 チュンタン：ポップコーン販売 

 空創店舗：ＤＪと飲み物販売 

 ガイトーメイファ：アコーディオンによるみんなで歌おう 

  １０／９  まち研ＨＰ開設！ 
 １０／１５  まちやサロン開設記念 まちづくり講演会「まちが輝きを取り戻すとき」 

                       講師：中沢孝夫氏（経済評論家） 

 １０／１９ まちやサロンオープニングセレモニー 
 １０／２２ “まちやサロン”業務開始！（まちやサロン応援隊も） 

 『人と情報の交差する あたたかいコミュニティ・スペース』 

 １１／４  「まちのイスづくり応援隊」作業（主催：ロマンロード） 
 １１／５   第３回まち研全体会議  城沼公民館 

 １１／１６ 第１回まちや塾「新しく事業を起こしたい人へ～思いを形にするための入門編～」 

（主催：空創店舗）     講師：金子眞行氏（中小企業診断士） 

 １２／１８ 第２回まちや塾「開業するためにどうお金を確保するか～開業資金の調達について～」 

（主催：空創店舗）   講師：戸塚克夫氏 

 １２／２１ 「まちかど寄席」共催・・・本町一丁目区民の方との対話（主催：ガイトーメイファ） 

平成１４年（２００２年） 
 １／１７  パネルディスカッション「語り合おう まちづくり 創り出そう 元気なまち」 

（主催：まち研） 

               ・基調講演講師：宮川琴枝さん（長浜観光ボランティア協会副会長） 

               ・パネリスト：宮川さん、まち研５グループ代表               文化会館小ホール 



  ２ ／ ２  エコマネー勉強会（有志） 講師：加藤敏春さん（エコマネー提唱者）  文化会館小ホール 

 ２／１８  第３回まちや塾「ポップコーンとまちづくり ～体験対話型～」（主催：チュンタン） 
 ３／２６  第４回まちや塾「家を考える ～安心して家づくりを～」（主催：ガイトーメイファ） 

                                  講師：小磯一雄氏（建築士） 

            第２回「桜ライトアップ」（主催・ガイトーメイファ） 市立図書館の庭（～３／２７） 

 ４ ／ ７  「鶴生田川まつり」（主催・花水木）  鶴生田川緑道 

             「未来の鶴生田川を考える～ワークショップと模擬店で交流～」 
  ４／１１  第５回まちや塾「歩けるまちづくり ～市民の目から～」（主催：ロマンロード） 

                                  講師：藤井敏信氏（東洋大学国際地域学部教授） 

「まちなか散策案内板」を歴史の小径ルートに設置 
 ４／１５  第４回まち研全体会議  旧二業見番組合事務所 

                  ・１４年度の目標 「つながりの一年」 

 ４／２６  「一小ＰＴＡふるさと発見隊」とガイトーメイファとの意見交換会 

             地域通貨勉強会（有志） 

 Ｇ ．Ｗ 「まちなか散策ガイド」館林駅前で配布、「まちなか市」開催 
  ５／１０、２４  本町一丁目商店街「空き店舗検討会議」にガイトーメイファ・空創店舗出席 

 ５／１６  第６回まちや塾「鶴生田川について思うこと ～川の再生に向けて～」（主催：花水木） 
                          講師：小林芳人氏（群馬県職員） 

 ６／１７  第７回まちや塾「東毛地区まちづくり発表会・交流会」（主催：まち研・館林市・群馬県） 
            第８回まちや塾「他市町村のまちづくり活動団体、県職員との交流」（主催：まち研） 

 ７ ／ １ “まちやサロンスタッフ”業務開始 

 ７／１５  第９回まちや塾「七夕まつり 竹細工・紙灯ろうづくり」開始 

（主催：花水木・下町通り商店街振興組合） 

              ・ダンボールと和紙で作れる“紙灯ろう”を提案  延べ２００名参加（～７／２６） 

 ８ ／ ７  七夕まつり参加 

 花水木：鶴生田川イルミネーション・紙灯ろう設置（～８／１６） 

 チュンタン：ポップコーン販売 

 ガイトーメイファ：みんなで歌おう七夕の夜 

 ８／２８  第１０回まちや塾「ＮＰＯがまちを変える！？」（主催：空創店舗・ロマンロード） 
                    講師：石原一夫氏（ＮＰＯ法人環境ネット 21専務理事） 

  ８／３０ 「たてばやしの おもろいもん カタログ」トイレットペーパーＺ創刊！ 

 ９／２３  「まち祭２００２」(主催：館林青年会議所)へ まち研ＰＲブース出展 
１０／７  「鶴生田川探検隊」（主催：花水木）・・・鶴生田川に小舟を浮かべて川下り探検を行う 

１０／８  第１１回まちや塾「商店街の未来について ～とりあえず現状から～」 

（主催：ガイトーメイファ） 
              ・本町一丁目、ニューかごめ商店街の商店主との意見交換会  本町一丁目会館 

１０／２０  第１２回まちや塾「おもひで～懐かしき風景 昭和初期の館林が今ここに蘇る～」 
・外池商店 百々歳蔵(ももせぐら)落成記念   （主催：ロマンロード） 

１０／２２  第５回まち研全体会議  旧二業見番組合事務所 

・幹事グループ制、会費制導入 

１１／２０  第１３回まちや塾「たてＶＯＷしまつり ～まちの面白いもの写真公開審査～」 
（主催：トイレットペーパー編集部） 

１１／２７  第１４回まちや塾「まちづくり先進地視察」（主催：空創店舗） 



                   ・高崎市空き店舗情報一元化や歴史的建造物の活用について 

                   ・桐生市中心市街地における空き店舗活用事例について 

           第１５回まちや塾「鶴生田川探検記とまちのおもろい写真展」（～１２／２８） 
（主催：トイレットペーパーＺ編集部・花水木）  まちやサロン 

平成１５年（２００３年） 
１／１７  「鶴生田川探検記とまちのおもろい写真展」(～１／３１)館林市役所１階 市民ホール 

２／１０、１１  第１６回まちや塾「法政大学ＡＣＩ合宿、中心市街地情報マップ調査票作り」 

（主催：空創店舗） 
２／１８  まちなか活性講演会「まちの元気を取り戻せ」（まち研・駅前通り商店街振興組合共催） 

講師：延藤安弘氏（千葉大学工学部教授・ＮＰＯ千葉まちづくりサポート 

センター代表理事） 

 ２／１９  中心市街地情報化マップ(仮)勉強会 
                   講師：熊倉浩靖氏（ＮＰＯぐんま代表理事・県まちうち再生アドバイザー） 

 ２／２８  トイレットペーパーＡ創刊 
 ３／１７  第６回まち研全体会議  下町「庄や」 

                ・15 年度の目標 「ひろがりの一年」 

                ・まち研の会則、各グループの規約、収支予算決定 

                ・まち研と支援事務局との関係について意見交換 

 ４ ／ ４  第３回「桜ライトアップ」（主催：ガイトーメイファ）三角公園 
                     ・ニューかごめ商店街による甘酒サービスも実施 

 ４／１１  第１７回まちや塾「公開リーダー等会議」（主催：チュンタン） 
                   ・商店主、まちづくりモニターの方々も参加   谷越会館 

 Ｇ ．Ｗ 「まちなか散策ガイド」配布 
 「まちかどお茶屋」「まちなか市」開催 

 ５／２４  第１回「鶴生田川親水大作戦」（主催：花水木） 

               ・プランターの花の植え替え(ベゴニア)・川下り探検   約１８０名参加 

 ６／２２  「まちづくり発表会」参加  桐生市有鄰館 

                 ・交流会に“まちの逸品”として麦落雁、地酒“分福”持参、ポップコーン調理 

 ６／２４  二小４年生 “たてばやしの環境” の総合学習の一環で 

 花水木サブリーダー 橋本淳司氏が鶴生田川について講義 

          「まちなか情報マップ」調査作業開始 
                     ・空創メンバーと東洋大インターン生等で、商店へのアンケート調査開始 

 ７／１５  第１８回まちや塾「七夕まつり 竹細工・紙灯ろうづくり」作業開始（～８／５） 
（主催：まち研、下町通り商店街振興組合）延べ１７０名参加 

 ８ ／ ７  七夕まつり参加・・・ まち研ブース「まち研元気ひろば」 
 ロマンロード：「まちのニュースでございます」 

（昭和１１年のまつりの映像）上映 

 花水木：鶴生田川イルミネーション・紙灯ろう設置（７／２８～） 

          紙芝居「ニッキー故郷へ帰る」ビデオ「鶴生田川探検記」上映 

 チュンタン：ポップコーン・生産者直送枝豆の販売 

 空創店舗：「空創サウンドシステム」 

 ガイトーメイファ：「シルエット劇場」 



 ８ ／ ９  第１９回まちや塾「高校生は今・・・」（主催：ガイトーメイファ）三の丸芸術ホール 
・館林高校、館林女子高校、関東学園大学附属高校の生徒２１名と意見交換 

 ８／１１  「浴衣でリーダー等会議 ～大正ロマンｉｎ二業見番～」（主催：ロマンロード） 
                 ・浴衣着用。スイカ、ところてん、かき氷でひと休み、等 

                 ・リーダー等会議をいつもとは違う風情で開催   旧二業見番組合事務所 

 ９／１６  第２０回まちや塾「両毛まちづくり交流会」参加（主催：両毛六ＪＣ）太田市勤労会館 

                 ・太田駅から会場までのまちなか散策 
                 ・空創店舗リーダー 猪俣芳浩氏がパネリストとして参加 

 ９／２３  ＭＩＴひろばオープンまつり(プチまち祭)応援 
                 ・武鷹館特別公開 

                 ・会場設営、アンケート調査などを行う 

１０／４  「まちピカ☆ ～毎月第１土曜はまちピカ☆の日～作戦開始！（主催・チュンタン） 
                 ・指令：駅前通り商店街及び館林駅前を清掃せよ！ 

１０／９  一小４年生 “地域の年中行事・文化財を紹介しよう”の総合学習の一環で 

たてばやし下町通り商店街振興組合正副理事長、市民活動推進課がまちやサロンで講義 
１０／１４  第２１回まちや塾「まちづくりＮＰＯ実践講座」全６回（10／14、27、28、11／10、11、22） 

                 （主催：まち研  共催：館林市、館林商工会議所、館林青年会議所） 

 第１回講師： 斎藤祐二氏（県 NPO・ボランティア室補佐） 

 第２回講師： 赤石信行氏（県 NPO・ボランティア室副主幹） 

 第３回講師： 川北秀人氏（IIHOE 代表、日本 NPO 学会監事） 

 第４回パネルディスカッション 

「近隣の NPO 法人の活動と館林における NPO 活動の可能性」 
                              パネリスト：熊倉浩靖氏（NPO 法人ＮＰＯぐんま代表理事） 

         片倉庸光氏（NPO 法人足利まちづくりセンター 

バンヌーガ事務局長） 

         齋藤啓子氏（NPO 法人２１世紀社会デザインセンター） 

         権田昌弘氏（ＭＩＴクラブ代表） 

    コーディネーター：猪俣芳浩氏（まち研空創店舗リーダー） 

 第５、６回はグループ別ワークショップ 

１１／ １  「高校生は今…PartⅡ ～歩きたくなるまち～」（主催：ガイトーメイファ） 
１１／１５  第２回「鶴生田川親水大作戦」（主催：花水木）  約１５０名参加 

                  ・プランターの花の植え替え隊(パンジー)  ・川下り探検隊 

・ニッキー紙芝居上演 

１２／１２  第７回まち研全体会議  旧二業見番組合事務所 

                       ・まちづくり講演会・・・講師：まち研ＯＧ武井さん 

（新潟県新井市コンサルタント会社で活躍中） 

平成１６年（２００４年） 
２／２４  第２２回まちや塾 「ホームページ作成講座」（主催：まちやサロン）（～３／１０） 

                          ・昼、夜の部（各６回）１２名参加    まちやサロン 

３／２６  「第 1回 地域メディア研究会」（主催：空創店舗）  まちやサロン 

                     ・テーマ：企画趣旨と意見交換（今後の方向性の検討）１０名参加 
４ ／ ２  第４回「桜のライトアップ」（主催：ガイトーメイファ）初引稲荷神社（～４／３） 



                   ・本町２丁目西区、谷越商連、下町通り商店街振興組合の方々と協力 
 ４ ／ ７  「第２回 地域メディア研究会」（主催：空創店舗）まちやサロン 

                       ・テーマ：具体的な取り組みについて検討  １５名参加 
 ４ ／ ９  第８回 まち研全体会議（兼 第４３回リーダー等会議）館林商工会議所３階会議室 

                       幹事グループ：ガイトーメイファ 

                        ・16 年度の目標 「ふかまりの 1 年」 

                        ・まち研会則変更、まち研役員改選、収支予算決定 

                        ・まち研と支援事務局との関係について意見交換 

 ４／１７  第２３回まちや塾「まちなか魅力探訪～秩父ナイトバザール視察～」（主催：空創店舗） 

                      ・まち研、下町通り商店街振興組合の方など２７名参加 

 ４／２３  「第３回 地域メディア研究会」（主催：空創店舗）まちやサロン 

                      ・テーマ：地域情報ポータルの具体的な内容、仕組みについて検討  １０名参加 

              → この活動を「第２５回まちや塾」とする 

 Ｇ・Ｗ  「まちなか散策ガイド」配布 

     「まちかどお茶屋」実施（主催：ロマンロード）旧二業見番 

  ５／１４  武鷹館にて第４４回リーダー等会議開催  幹事グループ：ロマンロード 

 ５／１５  第２４回まちや塾「まちなか魅力探訪～茨城県真壁町歴史的建物視察～」 

（主催・ロマンロード）２１名参加 

 ５／２２  第３回「 鶴生田川親水大作戦」（主催：花水木）約１５０名参加 
・プランターの花の植え替え隊(ベゴニア)  ・川下り探検隊 

  ６／１１  「第１回 まち研七夕企画会議」まちやサロン 

  ６／１２  「まちなか散策ガイド」配布  武鷹館 

             「まちかどお茶屋」開催 （主催：ロマンロード） 

  ６／２２  「第２回 まち研七夕企画会議」まちやサロン 

 ６／２７  第２６回まちや塾「まちづくり玉村塾との意見交換会」（主催：まち研） 

・まち研、まちづくり玉村塾視察受け入れ ４０名参加  外池商店百々歳蔵  

 ７／１４  「第３回 まち研七夕企画会議」まちやサロン 

・最終的な企画会議 

  ７／１６  「群馬県まちづくり発表会・交流会」参加  伊香保町 

                 ・ロマンロード小平氏がＨ１５年度の取り組みを発表 現地視察 

  ７／２０  第２７回まちや塾「七夕まつり 竹細工・紙灯ろう作り」（～８／５） 

             （主催：まち研、下町通り商店街振興組合） 旧二業見番 

                   ・テーマは道標的なものに統一。下町商店街、ボランティアの方が一緒に作業 

                   ・児童センターで紙灯ろう作り（わんぱく遊び隊）も行う 

  ７／２２  「子どもたちの見た鶴生田川写真展」（～７／３０）  館林市役所１階 市民ホール 

                   ・鶴生田川親水大作戦の様子、子どもたちの撮った写真を展示、アンケートの実施 

 ７／２６  下町通り商店街振興組合「第１回空き地空き店舗対策委員会」空創店舗参加 

 ７／２７  ＮＨＫ「難問解決！ ご近所の底力」収録 （８／５放映） 

                     ・駅前通りで撮影（前日は雨天）  １００名以上が参加 

（スタジオ収録は７／２２）  

 ８ ／ ７  七夕まつり参加・・・“つっぺれ下町！ スローでかんませ” が合言葉 

                        下町スローな市場、七夕スクリーン、下町放送局、 

まちピカ☆、下町灯り工房、鶴生田川イルミネーション 



 ８／２０  「第４７回リーダー等会議」幹事グループ：空創店舗 

                  ・公開リーダー等会議     三田三昭堂旧店舗跡地広場（下町通り） 

         ・下町通り商店街振興組合・駅前通り商店街・一般の方々・東洋大インターンシップ生等３０名参加 

 ９／１０  七夕まつり実行委員会反省会 

９／２１  第２８回まちや塾「宇都宮屋台横丁視察」（主催：空創店舗） 

 ９／２８  第２９回まちや塾「沖縄民謡の夕べｉｎ武鷹館（十五夜お月見の会）」 

兼「第４８回リーダー等会議」開催 幹事グループ：ロマンロード   於：武鷹館 

（主催：館林文化財ボランティアの会＆まち研）  約２００名参加 

１０／ ２  まちピカ☆ 1周年 

１０／１６  「第１回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

１０／２８  第３０回まちや塾 「学生まちや塾～下町夜市から見えてきたもの～」 

（主催：東洋大学インターンシップ生） 庄屋（下町通り） 

・第１回下町夜市で実施した各種調査の結果を下町夜市実行委員会の方々へ発表 

１１／１７  第３１回まちや塾「まち研ｖｓ 館林商連 親睦ソフトボール大会」 

兼「第５０回リーダー等会議」開催  幹事グループ：チュンタン 

城沼総合運動公園（主催：まち研） 

１１／２０  第４回「鶴生田川親水大作戦」（主催：花水木） 

・プランターの花の植え替え(パンジー)隊・川下り探検隊 

１１／２０  「第２回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

１２／１０  第３２回まちや塾「帯広・北の屋台の概要」兼「第 51回リーダー等会議」 

                        講師：新井利和氏（館林商工会議所青年部監査） 

                        幹事グループ：チュンタン   蔡の店（駅前通り） 

１２／１７  「第３回  下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

平成１７年（２００５年） 
 

１／１４  「第５２回リーダー等会議 兼 第９回全体会議」幹事グループ：ガイトーメイファ 於：庄屋 

１／１５  「第４回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

２／５    まちピカ☆＆駅前トイレクリーン大作戦 

２／１８  「桐生と群馬のまちづくり展示会」に「まち研活動パネル展示」 桐生有鄰館（～３／６） 

２／２１  「第５３回リーダー等会議」幹事グループ：ガイトーメイファ 於：まちやサロン 

２／１９  「第５回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

３／６    「県地域づくり実践講座 II 新潟県村上市視察」（～３／７）まち研・事務局より各１名参加 

３／１１  「第５４回リーダー等会議」幹事グループ：ロマンロード   於：まちやサロン 

３／１９  「第６回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

４／８   「第５５回リーダー等会議 兼 第１０回全体会議＆第５回お花見コンサート」 

幹事グループ：ロマンロード 於：三角公園 

４／１６  「第７回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

５／１３  「第５６回リーダー等会議」幹事グループ：空創店舗 於：まちやサロン 

５／２１   第５回「鶴生田川親水大作戦」（主催：花水木） 市立南幼稚園園庭 

・プランターの花の植え替え隊・川下り探検隊 
５／２１  「第８回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

５／２２  「まち祭２００５」へボランティア参加協力 市役所東広場 



Ｇ・Ｗ    「まちなか散策ガイド」配布 

     「まちかどお茶屋」実施（主催：ロマンロード）旧二業見番 

５／３０  「群馬県観光功労者表彰」  

まちなか散策ガイド＆トイレットペーパーが観光振興に寄与したとしてまち研が表彰される 

６／１０  「第５７回リーダー等会議」幹事グループ：空創店舗 於：まちやサロン 

６／１２   まちかどお茶屋実施（主催：ロマンロード） 

６／１８  「第９回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

７／２    シャトル連載「We love 館林～まち研の挑戦～」第１回 

       ～市民の視点で活性化策～ 空創店舗 

７／８   「第５８回リーダー等会議」幹事グループ：花水木  於：まちやサロン 

７／９    シャトル連載「We love 館林～まち研の挑戦～」第２回 

       ～鶴生田川に親しもう～ 花水木 

７／１６  シャトル連載「We love 館林～まち研の挑戦～」第３回 

       ～魅力ある商店とは？～ チュンタン 

７／１６  「第１０回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

７／２０   第３３回まちや塾「七夕まつり 竹細工・紙灯ろう作り」（～７／２９） 

             （主催：まち研、下町通り商店街振興組合） あらみつ第２ビル ２階 

 ・下町通り商店街の方々の指導のもと、伝統の七夕飾りを作成 

 ・メルヘン灯ろう作成 第三小学校の家庭教育学級のこどもたちが協力作成 

７／２３   シャトル連載「We love 館林～まち研の挑戦～」第４回 

       ～桜ライトアップ奏功～ ガイトーメイファ 

７／３０   鶴生田川イルミネーション＆灯ろう設置（主催：花水木） 

７／３０   シャトル連載「We love 館林～まち研の挑戦～」第５回 

       ～鶴生田川は“天の川”～ 花水木 

８／６    シャトル連載「We love 館林～まち研の挑戦～」第６回 

       ～魅力再発見「歴史の小径」～ ロマンロード 

８／７    七夕まつり参加・・・川面を照らすミルキーウェイ、足元を照らすメルヘン灯ろう 

               幻燈浪漫、紙灯ろうギャラリー 

８／１２  「第５９回リーダー等会議」幹事グループ：花水木  於：まちやサロン 

８／１３   シャトル連載「We love 館林～まち研の挑戦～」第７回  

       ～まちづくりで勉強会～ 空創店舗 

８／２０  「第１１回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

８／２０   シャトル連載「We love 館林～まち研の挑戦～」第８回   

       ～商店街の清掃スタート～ チュンタン 

８／２７   シャトル連載「We love 館林～まち研の挑戦～」第９回   

       ～消費者の望み 経営に～ ガイトーメイファ 

９／３    シャトル連載「We love 館林～まち研の挑戦～」第１０回  

       ～好評の「見番」お茶屋～ ロマンロード 

９／５   第１回「まちＬａｂ（ラボ）」 於：まちやサロン 

９／６    まちづくり行政担当者ミーティング（主催：） ロマンロード小平氏参加・発表 

９／１０   シャトル連載「We love 館林～まち研の挑戦～」第１１回  

       ～人情が生んだ「下町夜市」～ 空創店舗 

９／１１  「選挙セール in まちなか館林」（空創店舗・商店街協力店） 



９／１４  「まちなかロマン探検隊パネル展示」（ロマンロード） 市役所市民ホール（～９／３０） 

９／１７   シャトル連載「We love 館林～まち研の挑戦～」最終回   

       ～親水性を高める～ 花水木 

９／１７  「第１２回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

９／１８  第３４回まちや塾「十五夜 音楽の夕べ in 武鷹館」開催（お月見オペラ） 

             （主催：まち研、館林文化財ボランティアの会）武鷹館 

９／２１  第３５回まちや塾「まち研・館林商連 親睦ソフトボール大会」 

             （主催：まち研）城沼総合運動公園 多目的広場 

１０／５  第２回「まちＬａｂ（ラボ）」 於：まちやサロン 

１０／８  まちピカ☆ ２周年 

１０／１３「第６０回リーダー等会議」幹事グループ：チュンタン 於：まちやサロン 

１０／１５「第１３回 下町夜市一周年」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

１０／１７ 第１回「まちやサロン運営委員会」 

１０／２５「まちづくり研究会視察」（長野県小布施町） 

１０／２８「まちづくりパートナーネットワーク講座入門編研修」（主催：群馬県）まち研２名・事務局１名参加 

１１／２  第３回「まちＬａｂ（ラボ）」 於：まちやサロン 

１１／７  第２回「まちやサロン運営委員会」」 於：まちやサロン 

１１／９ 「まちづくりパートナーネットワーク講座入門編研修」（主催：群馬県）まち研２名・事務局１名参加 

１１／１１「第６１回リーダー等会議 兼 全体会議 兼 忘年会」幹事グループ：ガイトーメイファ 於:谷越会館 

１１／１９「第１４回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

１１／２６「まちづくりパートナーネットワーク講座発展編研修」（主催：群馬県）まち研・事務局各１名参加 

（～１１／２７） 

１２／３   第６回「鶴生田川親水大作戦」（主催：花水木） 南幼稚園園庭 

・プランターの花の植え替え隊・川下り探検隊 

１２／５  第３回「まちやサロン運営委員会」」 於：まちやサロン 

１２／７  第４回「まちＬａｂ（ラボ）」 於：まちやサロン 

１２／９  「第６２回リーダー等会議」幹事グループ：ガイトーメイファ 於：まちやサロン 

１２／１７「第１５回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

１２／１７「まちづくりパートナーネットワーク講座応用編研修」（主催：群馬県）まち研２名・事務局１名参加 

（～１２／１８） 

平成１８年（２００６年） 
１／１３  「第６３回リーダー等会議」幹事グループ：ロマンロード   於：したまちパオ 

１／１５  第４回「まちやサロン運営委員会」」 於：まちやサロン 

１／１８  第５回「まちＬａｂ（ラボ）」 於：まちやサロン 

１／２１  「第１６回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

２／１０  「第６４回リーダー等会議」幹事グループ：ロマンロード   於：まちやサロン 

２／１５  第６回「まちＬａｂ（ラボ）」 於：市役所３０１会議室 

２／１８  「第１７回 下町夜市」開催協力（主催：下町通り商店街振興組合下町夜市実行委員会） 

２／１９   第３６回まちや塾「群馬ＮＰＯ協議会 東毛移動例会 in 館林」 

             （主催：群馬ＮＰＯ協議会、群馬県）館林市文化会館小ホール 

        講演会（コーディネーター）：大宮氏（高崎経済大学教授） 

        事例発表・パネルディスカッションに猪俣氏（空創店舗）参加 



２／２２ 「鶴生田川の未来を考える会」 四丁目会館 （花水木） 

・ 鶴生田川流域の住民の方々との意見交換会 

３／１０  「第６５回リーダー等会議」幹事グループ：空創店舗  於：まちやサロン 

３／１８  「第１８回下町夜市」開催支援（通年で午後６時～９時開催決定） 

３／２６  第３７回まちや塾「まちなか魅力探訪 小幡の歴史的街並みと富岡製糸場」 

３／２９   第７回「まちＬａｂ（ラボ）」 於：まちやサロン 

４／７・８ 第６回「桜のライトアップ＆お花見コンサート」（主催：ガイトーメイファ） 

於：三角公園 

          ・本町２丁目西区、谷越商連、下町通り商店街振興組合の方々と協力 

４／１４  まち研全体会議＆第６６回リーダー等会議 於：したまちパオ 

      幹事Ｇ：空創店舗 

      １８年度まち研テーマ「こだわりと進化の一年～館林らしさと成果に向けて～」 

４／１５  「第１９回下町夜市」開催支援 

４／１９  第８回「まちラボ」 於：まちやサロン 

４／３０  まちなか散策ガイド配布＆「まちかどお茶屋」実施（主催：ロマンロード） 

於：旧二業見番 

５／１０  第３８回まちや塾 

まち研・館林商連・商工会議所青年部・青年会議所 ４団体対抗ソフトボール大会」 

             （主催：同大会実行委員会） 於：城沼総合運動公園 多目的広場 

５／１２  第６７回リーダー等会議 幹事Ｇ：花水木 於：まちやサロン  

５／１４  「まち祭２００６」へボランティア参加協力 於：市役所東広場 

      まちなか写生大会開催支援（ロマンロード） 

５／２０  第７回「鶴生田川親水大作戦」（主催：花水木） 於：南幼稚園園庭 

プランターの花の植え替え隊（ベゴニア）・川下り探検隊 

５／２０  「第２０回下町夜市」開催支援  

５／２４  「水曜サロン倶楽部」開講 

 第１回「フラワーアレンジメント教室」 於：まちやサロン      

５／３１  第９回「まちラボ」 於：まちやサロン 

６／９   第６８回リーダー等会議 幹事Ｇ：花水木 於：まちやサロン 

６／１１  第３９回まちや塾「会議の上手な進め方講座」 於：城沼公民館 

      講師：青木将幸氏（青木将幸ファシリテーター事務所代表）  

６／１４  第２回水曜サロン倶楽部 「ガーデニング教室」 於：まちやサロン、したまちパオ 

６／１７  「第２１回下町夜市」開催支援  

６／２１  第１０回「まちラボ」 於：まちやサロン 

６／２７  臨時リーダー等会議 まち研代表幹事に猪俣芳浩氏（空創店舗）が決定  

於：まちやサロン 

７／１    第４０回まちや塾「たくさんの人に読んでもらえる文章の書き方講座」 於：城沼体育館 

      講師：橋本淳司氏（アクアスフィア代表）   

７／１３  まちづくり発表会（みどり市大間々町）にて活動実績発表。藤野氏（花水木）が発表。 

７／１５  「第２２回下町夜市」開催支援 

７／１９  第１１回「まちラボ」 於：まちやサロン  

７／２１  第６９回リーダー等会議 幹事Ｇ：チュンタン 於：まちやサロン 

７／２５  第４１回まちや塾「竹細工作り教室」 於：したまちパオ（８/４まで） 



７／２６  第３回水曜サロン倶楽部 「親子ビーズアクセサリー教室」 於：まちやサロン 

７／２９  鶴生田川イルミネーション＆メルヘン灯ろう設置（主催：花水木） 

８／７   七夕まつり参加 

花水木：川面を照らすミルキーウェイ、足元照らすメルヘン灯ろう 

       まち研：紙灯ろうギャラリー ～幻燈浪漫～、ダンボール灯ろう作り教室 

 

   


