
第 124回 まち研リーダー等会議  
平成 22年度活動テーマ“新たな一年” 

                     と き  平成 23年 2月 25日（金）19：00～ 

               ところ  鷹匠町長屋門 

                幹 事  まちなか市民会議【進行:三田/書記:中村喬】 

出席者 

 まちなか市民会議：３ ガイトーメイファ：２ ロマンロード：０ 花水木：１ 

 チュンタン   ：１  

 事務局     ：（商工会議所）１（商工課）１（市民協働課）３ 

 

１．報告事項 

（１）第 78回下町夜市 3 月 19日（土）      （下町通り商店街振興組合）    

 

（２）今月の各グループブログ更新状況【1 月 14 日～2 月 24 日まで】（幹事グループ） 

  まちなか市民会議０回、ガイトーメイファ１回、ロマンロード２回、花水木０回 

  チュンタン１回、鷹匠町長屋門４回 

 

（３）１月分の会計処理報告                     （会計） 

  ■花水木 

   鶴生田川親水大作戦事業 75,552円 

    内訳  ・館林フラワーセンター  68,250円 

        （パンジー600鉢、培養土 20袋、肥料 1袋） 

        ・まちなか市場ぽんちゃん  7,302円 

        （豚汁用  肉、野菜、味噌他） 

  ■チュンタン 

   まちピカ事業保険料     6,000円 

 

（４）ＮＰＯ等活動支援モデル事業について     （市民協働課）資料１ 

   お問い合わせは 市・市民協働課まで  

 

（５）その他 

   ３／１８ 第４回館林駅連絡通路運営協議会開催（最終回） 

 

２．各グループからの報告依頼事項 

●まちなか市民会議 

  ・２／１０例会 発表者：猪俣 シティープロモーションについて 

●ガイトーメイファ 

  ・歌声のつどい  4月 3日（日）午後 2時～3時 旧上毛モスリン事務所 

●ロマンロード 

  ・２／９例会 まちなか散策ガイド配布 日程未定 １日のみ 

●花水木  

  ・２／１７例会 鶴生田川親水大作戦予定 ５／１２土 １１／１９土 

 



●チュンタン 

・まちピカ    3月 5日（土）午前 6 時 50分 鷹匠町長屋門集合 

 

３．協議事項 

（１）ボランティア活動保険の更新について        （支援事務局） 

   ３／３１迄に申し込みの必要有り。３月のリーダー等会議迄に各班名簿を 

   まとめて事務局まで提出 年会費￥２０００／人 

   ※２２年度分未納の方は３月中に支払うこと。 

 

（２）年度末総決算事業について             （幹事グループ） 

   別紙：資料２参照 

 

 

（３）平成 23年度役員選出について           （幹事グループ） 

       (平成 22年度) 

代表幹事 長友植子 

        会計   増山教子 鈴木誠 

        監査   岩瀬英子 三條秀子 

 

   推薦および決め方の提案 

    ガイトーメイファ → 輪番制（役員５名を５グループで順番に廻す） 

    まちなか市民会議 → 輪番制 

     ※その場合来年度はまちなか市民会議で代表幹事を引き受けても良い。 

    花水木      → 輪番制または木村氏推薦 

     ※木村氏推薦理由：チュンタンから代表が出ていない。 

    ロマンロード   → 中村喬氏推薦 

    チュンタン    → 特にいない 

     

    ※輪番制が多数であったが各班持ち帰って再協議。次回決定予定。  

 

（４）平成 23年度活動テーマについて          （幹事グループ） 
平成 13 年度「まずやってみよう！試行の１年」 

     平成 14 年度「つながりの１年」 

     平成 15 年度「ひろがりの１年」 

     平成 16 年度「深まりの１年」 

     平成 17 年度「最適化(デフラグ)の１年」 

     平成 18 年度「こだわりと進化の 1 年～館林らしさと、成果に向けて～」 

          平成 19 年度「自立の 1 年」 

     平成 20 年度「まとまりの１年」 

          平成 21 年度「変化の１年」  

     平成 22 年度「新たな１年」 

 

     まちなか市民会議 →「発信の１年」 

    ロマンロード   →「実働の１年」 

    花水木      →「充実の１年」 

    ガイトーメイファ →「発信の１年」「心を広く１年」 



    チュンタン    →「細く長くまちおこし」 

 

 ★「発信の一年」に決定しました。 

     

（５）22年度決算および 23年度事業計画・予算について（幹事グループ） 資料３ 

   ４月のリーダー等会議までに各班提出。 

 

４．その他 

 

 

 

・次回 第 125 回リーダー等会議 3 月 11 日（金）午後７時 会場：長屋門 

■ 幹事  3.4 月 ロマンロード⇒ 5.6 月 花水木⇒ 7.8 月 チュンタン 

⇒ 9.10 月 ガイトーメイファ⇒ 11.12 月  まちなか市民会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料２ 

平成２２年度 まち研総決算事業 

『まち研発足 10 周年記念 中心市街地活性化講演会』協議事項 
 

≪決まっていること≫ 

１日 時    平成 23 年 3 月 19 日（土） ※下町夜市と同日開催 

         第 1 部 三田さん講演会 15 時～17 時 

第 2 部 下町夜市体験    講演会終了次第（17 時過ぎ） 

２事業名    まち研発足 10 周年記念 中心市街地活性化講演会 

３会 場    六郷公民館 ２階講堂 

４講 師    三田英彦さん（まちなか市民会議リーダー、下町夜市実行委員長） 

５テーマ   「館林力の持続・発展にむけた具体策」～新たなる解に挑む～ 

６定 員    100 名 

 

≪決めること≫ 

１ 当日の参加者 

 ロマンロード  ：＿鈴木・篠村＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 まちなか市民会議：＿三田・猪俣・中村喬・山本（未定）   

 花水木     ：＿増山・田部井（３時まで）＿＿＿＿＿ 

 ガイトーメイファ：＿長友・中村研＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 チュンタン   ：＿荘司・三條＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 事務局     ：＿市民協働課ｘ４、商工課ｘ２、商工会議所ｘ１ 

 

２ 当日の流れについて 

【準備】 

  １４：００   まち研メンバー集合 会場準備開始 

           駐車場係 誘導開始（係員配置場所：適宜） 

          ※関係者駐車場：岩田屋駐車場北側 

  １４：３０   受付開始 

 

【講演会の部】  

  15：00   講演会開始（総合司会者：中村喬  ） 

   ①開会あいさつ   3 分（挨拶担当：代表幹事、司会担当：総合司会） 

   ②講師紹介     1 分（司会担当 ：総合司会→※要原稿：事務局） 

   ③三田さん講演（まち研紹介含） 90 分（16 時頃に 5 分間の休憩） 

   ④質疑応答     15 分（司会担当 ：総合司会） 

   ⑤閉会あいさつ   1 分（挨拶担当 ：猪俣 、司会担当：総合司会） 

  

 17：00   講演会終了 

         夜市ツアー希望者のみ会場に残ってもらう →告知       

 

                                



【下町夜市の部】 

  17：10  下町夜市体験開始（担当：三田 ） 

        三田さんによる下町夜市の概要説明（パワーポイント、夜市 DVD 使用） 

  17：40  下町夜市会場へ案内（徒歩 10 分程度） 

        まち研メンバーおよび来場者は会場の片づけ開始。 

  18：00  参加者に自由に下町夜市を楽しんでもらう（自由解散） 

  18：30  会場片付け終了。まち研メンバーもぜひ下町夜市へ！ 

 

３ 各グループの役割分担 

 ・駐車場係 ＿全員＆適宜＿     ・会場準備係：＿全員＆適宜＿  

・夜市ﾂｱｰ係 ＿夜市関係者以外＿ ・受付係  ：＿チュンタン荘司・三條＿ 

 

４ その他 

 ・まち研の活動を紹介する紙媒体資料を用意する？ 

   １．アンケートおよびまち研見学（入会）申込書 ２．直近のまち研活動案内書 

担当：事務局 

 

 ・懇親会の開催はどうする？ 

   下町夜市の打ち上げに参加させてもらう。 

   合同打ち上げ 場所：北京 時間：２２時 参加費：割り勘 


