
 

 

 

 

 

 

点 鐘 『奉仕の理想』斉唱 

会 長 挨 拶 
会長 毛塚 宏 

 

 
 

３月２６日には私の年度の第３回目のゴルフコンペ

が、唐沢ゴルフ倶楽部で絶好のゴルフ日和の中行われ、

当クラブの若手のホープ、斉藤佳延会員が優勝を致しま

した。 

私も夜の懇親会に出席させて頂き、新井保ゴルフ部長と

ゴルフ談義をして盛り上がりました。詳しい成績は山本

親睦委員長からこの後、報告して頂きます。プロゴルフ

も開幕と成り、女子ゴルフのＬＰＧＡツアーでは、初戦

のダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメントで

は比嘉真美子選手が、第２戦のヨコハマタイヤゴルフト

ーナメントでは鈴木愛選手が、そして先週のＴポイント

ＥＮＥＯＳゴルフトーナメントでは上田桃子選手が２

年ぶりに優勝し、日本人選手が開幕から３連勝をしたの

は実に１３年ぶりと言う事です。確かに韓国人選手が強

くて、軒先貸して母屋を取られる状態が続いていました

が、今年は期待が持てる展開の様です。本日、県議選の

告示が御座いました、ロータリーで政治の話をしますと

怒られてしまいますが、クラブ会員の応援と言う事で皆

様、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 毛塚 宏 

平成３１年３月２９日 

 

Ｈ３１． ３．１５（金） 

第２９回ガバナースタッフ会議       

於・ジョイハウス 

参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・高木 貞一郎  

齊藤  要・石川 長司・小池 敏郎 

後藤 英世・渋澤  勉・関井 宏一 

滝野瀬 博志・中村 研司 

 

Ｈ３１． ３．１６（土）～１７日（日） 

ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ      

於・伊香保 福一 

参加者 高木 貞一郎・宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋 

齊藤  要・松本 耕司・渋澤  勉 

 

Ｈ３１． ３．２２（金） 

館林市社会福祉協議会 第２回評議員会 

参加者 小暮 高史           

於・館林市総合福祉センター 

 

Ｈ３１． ３．２３（土）第４分区Ｂロータリーデー         

於・多々良沼周遊道 

参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・毛塚 宏 

上野 和路・小池 敏郎・小暮 高史 

小島 博夫・鈴木 雅男・関井 宏一 

瀬山 欣春・滝野瀬 博志・多田 善洋 

    中村 研司・根岸 利正・松本 耕司 

山本  樹 

 

Ｈ３１． ３．２３（土） 

第２回地区補助金予備審査会        

於・前橋商工会議所 

参加者 渋澤 勉・関口 昇・長柄 純・本島 克幸 

 

Ｈ３１． ３．２３（土） 

前橋中央ＲＣ創立２５周年記念式典 

於・ロイヤルチェスター前橋 

参加者 高木 貞一郎・宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋 

松本 耕司・瀬山 欣春 

 

 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 
Club ID  １３９５６ 

２０１９年３月２９日 第２９８６回例会報告（Ｎｏ，３３） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０１8～２０１9 年度 

インスピレーションになろう 
第２８４０地区 ２０１8～２０１9 年国際ロータリーのテーマ 
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Ｈ３１． ３．２４（日） 

館林駅西口駅前広場オープニングセレモニー   

於・館林駅西口 

参加者 毛塚 宏 

 

Ｈ３１． ３．２５（月） 

高崎ＲＣ創立６５周年記念例会  

於・ホテルグランビュー高崎 

参加者 宮内 敦夫 

 

Ｈ３１． ３．２６（火） 

第４回地区研修委員会         

於・伊勢崎プリオパレス 

参加者 宮内 敦夫 

 

Ｈ３１． ３．２６（火） 

館林市緑化推進委員会            

於・館林市役所 

参加者 小堀 良武 

 

Ｈ３１． ３．２６（火） 

毛塚年度第３回親睦ゴルフコンペ    

於・唐沢ゴルフ俱楽部 

参加者 青山 守治・新井 保・飯塚 一成 

石川 長司・浦野 隆・岡田 雅一 

小池 敏郎・小島 博夫・齋藤 佳延 

鈴木 雅男・滝野瀬 博志・田部井孝一 

    谷田川敏幸・山本  樹・横田 善次 

 

Ｈ３１． ３．２６（火）    〃   懇親会           

於・城町食堂 

参加者 毛塚 宏・松本 耕司・ゴルフ参加者 

 

Ｈ３１． ３．２７（水） 

館林市健康づくり推進協議会      

於・館林市保健センター 

参加者 上野 和路 

 

Ｈ３１． ３．２８（木）～３１日（日） 

インターアクト海外研修        

於・台湾 

参加者 館林高校インターアクター 渡辺 智和 

 

 

今後の予定 
 

Ｈ３１． ３．３１（日） 

米山記念奨学生学友会イベント（お花見）  

於・高崎城址公園 

 

Ｈ３１． ４． ５（金） 

第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ親睦ゴルフ大会 

於・鳳凰ゴルフ倶楽部 

 

Ｈ３１． ４． ７（日） 

第２０回ＲＩ囲碁大会    

於・韓国大邱市内徳栄歯科病院ビル 

 

Ｈ３１． ４． ９（火） 

２０周年記念式典・記念誌委員会     

於・ガバナー事務所 

 

Ｈ３１． ４．１０（水） 

つつじまつり開園式           

於・つつじが岡公園 

 

Ｈ３１． ４．１３（土） 

第２回ガバナー補佐・委員長合同会議 

於・伊勢崎プリオパレス 

 

Ｈ３１． ４．１３（土） 

地区研修・協議会分科会打ち合わせ会議 

於・伊勢崎プリオパレス 

 

Ｈ３１． ４．１３（土） 

館林市子育連 平成３１年度定期総会及び懇親会 

於・館林市文化会館小ホール 

 

Ｈ３１． ４．１４（日） 

第１回ホストクラブオリエンテーション 

於・前橋問屋センター会館 

 

Ｈ３１． ４．２０（土） 

地区補助金最終審査会          

於・前橋商工会議所 

 

Ｈ３１． ４．２０（土） 

館林東ＲＣ創立３５周年記念例会       

於・ジョイハウス 

 

Ｈ３１． ４．２０（土） 

（公財）米山梅吉記念館 春季例祭  

於・米山梅吉記念館ホール 

 

Ｈ３１． ４．２１（日） 

米山新規カウンセラーセミナー   

於・前橋問屋センター会館 

 

Ｈ３１． ４．２１（日） 

継続米山記念奨学生資格面談    

於・前橋問屋センター会館 

 

Ｈ３１． ４．２１（日） 

米山記念奨学委員会 現新委員合同連絡会議 

於・ガバナー事務所 
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Ｈ３１． ４．２１（日） 

米山記念奨学委員会 新旧情報交換会   

於・kankan kitchen 

 

Ｈ３１． ４．２３（火） 

グローバル補助金委員会（学習会）      

於・菜香家・わ 

 

Ｈ３１． ４．２７（土） 

足利ＲＣ・佐野ＲＣ・館林ＲＣ合同夜間例会 

於・ホテルサンルート佐野 

 

Ｈ３１． ４．２８（日） 

第３７回茶の湯研修会             

於・清浄院 

 

Ｈ３１． ５．１２（日） 

地区研修・協議会      

於・伊勢崎市境総合文化センター 

 

Ｈ３１． ５．１９（日） 

沼田ＲＣ創立６０周年記念式典    

於・ホテルベラヴィータ 

 

Ｈ３１． ５．２５（土）～２６日（日） 

親睦家族旅行           

於・北海道 

 

Ｈ３１． ６． ２（日） 

国際大会 第２８４０地区夕食会         

於・未定 

 

Ｈ３１． ６． ８（土） 

第３０回関東ブロックローターアクト研修会 

於・静岡 クロスホール 

 

Ｈ３１． ９．１４（土） 

米山梅吉記念館創立５０周年記念式典 

於・東レ総合研修センター 

 

 

 

 

      ― 幹 事 報 告 ― 
幹事 上野 和路 

平成３１年 ３月２９日   通算２９８６回 

 

１．例会場・例会時間の変更 

◆大泉ＲＣ       

４月２４日（水）→ ４月２５日（木）夜間例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 コサリ 

 

◆館林ミレニアムＲＣ  

４月１１日（木）→ 花見例会 

点 鐘 １２：００ 

会 場 未 定 

４月２５日（木）→ ４月１９日（金） 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 つかさ本店 

 

◆太田中央ＲＣ     

４月 ５日（金）→ 第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ親睦

ゴルフ大会（ホスト） 

会 場 鳳凰ゴルフ倶楽部 

４月１２日（金）→ ４月１３日（土）・１４日（日） 

友好クラブ 新潟中央ＲＣ合同例会 

４月２６日（金）→ 夜間例会 

点 鐘 １９：００ 

会 場 シャングリラ モティ 

 

◆桐生西ＲＣ      

４月 ５日（金）→ ４月７日（日） 

春の家族会行事「日帰りバス旅行」 

４月２６日（金）→ 早朝清掃奉仕 

集 合 ６：３０ 

場 所 桐生南公園 

 

◆富岡ＲＣ       

４月１０日（水→４月９日（火）友好クラブ合同例会

「岡谷ＲＣ・深谷ＲＣ・富岡ＲＣ」 

点 鐘 １５：００ 

会 場 伊香保温泉 福一 

４月１７日（水）→ ４月１８日（木）第６分区合同

ロータリーデー 

時 間 １２：３０～１３：３０ 

場 所 碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」 

入り口前の公園 

 

◆富岡中央ＲＣ     

４月１１日（木）→富岡中央ＲＣ創立２５周年記念例会 

点 鐘 １８：００ 

会 場 ホテルアミューズ富岡 

４月１８日（木）→ 第６分区ロータリーデー 

時 間 １２：３０～１３：３０ 

場 所 碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」 

入り口前の公園 

 

２．会報、週報 

◆大泉ＲＣ → 会 報 

◆館林東ＲＣ → 会 報 
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３．その他 

◆国際ロータリー → ２０１９－２０年度クラブ

役員ご報告のお願い 

◆（公財）米山梅吉記念館 → ①館報 Vol．３３ 

②賛助会ご入会及び全国１人１００円募金運動のご

案内 

賛助金  お一人 年間３，０００円（一口） 

③春季例祭のご案内 

【日 時】４月２０日（土）  

受 付 １３：００                        

開 会 １４：００ 

【会 場】米山梅吉記念館ホール 

【講 師】村上 昇男 氏 

（伊豆湯ヶ島温泉 落合楼村上 主人） 

【登録料】無 料 

④米山梅吉記念館創立５０周年記念式典のご案内 

【日 時】９月１４日（土） 

式典前の見学  １０：００～１３：００ 

（会場：米山梅吉記念館） 

式典・講演   １３：００～１５：３０ 

祝賀会     １６：００～１８：００ 

    （会場：東レ総合研修センター） 

【登録料】１０，０００円                              

◆第４分区ガバナー補佐 → ①ＩＭ参加の御礼状 

◆次年度 第４分区Ｂ鑓田ガバナー補佐 → クラ

ブ現況報告のお願い 

◆太田中央ＲＣ → １０クラブ親睦ゴルフ大会組

み合わせ表 

◆高崎ＲＣ → 創立６５周年記念例会 次第（案） 

◆館林市役所 → 平成３１年度つつじまつり開園

式のご案内 

【日 時】４月１０日（水） １４：００～ 

【会 場】つつじが岡公園 観光案内所前 

◆館林市子ども会育成団体連絡協議会 → 平成３

１年度定期総会及び懇親会開催のご案内 

【日  時】４月１３日（土） １７：３０受付                        

１８：００開会 

【会  場】館林市文化会館小ホール 

【懇親会費】５，０００円 

◆館林つつじサポーターズ倶楽部 → 会員への特

典等のご送付 

◆ガバナー事務所 → ①２０１９年４月のロータ

リーレート １ドル＝１１０円 

②ハンブルグ国際大会信任状証明書ご提出のお願い 

③米山記念奨学生学友会イベント（お花見）のご案内

【日  時】３月３１日（日１４：００～１６：００ 

【会  場】高崎城址公園 

【集  合】１３：３０ 高崎駅西口改札口 

【参 加 費】無 料 

【持 ち 物】好きなお菓子・食べ物 

【昼  食】お弁当と飲物は用意します。 

④２０周年記念式典・記念誌委員会開催のご案内 

【日 時】４月９日（火） １１：３０～１４：００ 

【会 場】ガバナー事務所 

⑤青少年交換第１回ホストクラブオリエンテーショ

ン等のご案内 

【日 時】４月１４日（日） 

１２：００～１３：３０ 第７回委員会会議（準備） 

１４：００～１６：００ オリエンテーション 

【会 場】前橋問屋センター会館 

⑥地区補助金最終審査会のご案内 

【日 時】４月２０日（土）１０：００～１４：００ 

【会 場】前橋商工会議所 ３Ｆ リリー 

⑦米山新規カウンセラーセミナー等のご案内 

【日 時】４月２１日（日）１０：５０～１６：５０ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

⑧継続米山記念奨学生資格面談のご案内（米山記念奨

学生宛） 

【日 時】４月２１日（日） 受 付 １５：２０ 

 面 談 １５：３０～１６：１５ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

⑨米山記念奨学委員会 現新委員合同連絡会議及び

懇親会のご案内 

【日 時】４月２１日（日） １６：２０～ 

【会 場】ガバナー事務所 

⑩米山記念奨学委員会 新旧情報交換会のご案内 

【日 時】４月２１日（日）１７：００～１９：００ 

【会 場】kankan  kitchen 

⑪グローバル補助金委員会（学習会）のご案内 

【日 時】４月２３日（火）１７：３０～２０：００ 

【会 場】菜香家・わ 南町店 

【登録料】３００円 

⑫ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳの御礼状 
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◇◇ 委 員 会 報 告 ◇◇ 
◎親睦活動委員会       山本 樹 委員長 

 

毛塚年度 第３回ゴルフコンペ～の表彰式 

 

 
絶好のゴルフ日和(^o^)丿唐沢ゴルフ倶楽部唐沢コース 

 

 
堂々のベスグロ優勝 齋藤 佳延 会員 

 

 
城町食堂での表彰式…美味しい料理とお酒で賑やかに 

楽しみました。ヽ(^。^)ノ 

 

 
松本 耕司 副会長も駆け付けカンパイの御発声♪ 

 

 
山本 樹 親睦活動委員長から成績と当り馬券の発表！ 

 

 
参加者全員に豪華商品券が渡り、皆ニコニコです。 

               (*^^)v(*^^)v(*^^)v 
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◎出席委員会報告（例会出席報告） 

 

通算２９８６例会    委員長 根岸 利正 

会 員 数 ５４名 

出 席 者 数 ４０名 

欠 席 者 数 １４名 

出 席 率 ７４．０７％ 

前前回修正 64.81%～85.19％ 

 

― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム健康増進委員会  

             委員長 古川 正道 

 

 

谷田川 敏幸 会員の卓話 

 

【２０１８年  

全日本ダートトライアル活動報告】 

 

勝負に掛ける情熱を、熱く語って頂きました。 

 

 
助手席に座り、共に走っているような臨場感！ 

 
㈱ワールドさん編集の大迫力の作品を 

          拳を握りしめ鑑賞しました。 
   

 
 

 

 

 
車載カメラからがとらえた 

谷田川選手の歓喜の声 

『ヨッシャ―』にはぐっときました。 
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安全運転でＶ７！ 

           

 
夜間例会です。お酒も用意され 

にこやかにカンパイ 

 
瀬山 欣春 直前会長 

 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

             委員長 根岸 利正 
 

  ☆毛塚 宏  会長  大変頂きました。 

  当社の仕事も第４コナーをまわり、直線に入りました。

老骨にムチを打ちもう少し頑張ります。 

 

  ☆新井 進  会員 

  本日の例会日がきしくも磐泰の誕生日です。 

  又、ロータリーの友にて、佐々木先生選の 

  歌壇に掲載されましたので。 

 

  ☆小暮 高史 会員 大変頂きました。 

  新井 進さん、誕生日おめでとうございます。 

  また本日、多田会員の二度目の出陣式が有りました。 

  諸兄の絶大なるご指授をお願い致します。 

☆青山 守治 会員 

  ３月２６日のクラブコンペで、浦野さん田部井さん 

  特に新井 保さんにご指導頂きましたので。 

 

  ☆多田 善洋 会員  大変大変頂きました。 

  本日より４月７日投票日までお世話になります。 

  ２回目の厳しい戦いです。ご家族と社員の皆様に 

  宜しくお伝え頂ければ幸いです。 

また４月３日夕方６時４０分にて放映されますので

ご覧ください。 

 

  ☆谷田川 敏幸 会員 大変頂きました。 

  本日、昨年の全日本ダートトライアルの活動報告 

  をさせて頂きますので。ちなみに過日行われました 

  開幕戦は残念ながら３位でした。 

  製作して下さいました、ワールドさんありがとう 

  ございました。 

 

  ☆中村 研司 会員 大変頂きました。 

  先週の金曜日、無事に長男が小学校を卒業しました   

  ので。 

 

  ☆鈴木 雅男 会員 

  谷田川会員の卓話を楽しみにしています。 

  また、今シーズンも期待しています。 

  ガンバってください！ 

 

  ☆山本 樹  会員 

  親睦ゴルフコンペでは大変お世話になりました。 

  ７日よろしくお願いします。 

 

 

☆堀越 貴之 会員  大変頂きました。 

  ごぶさたしております。 

  イルミネーション撤去では大変お世話になりました。 

 

☆根岸 利正 会員 

  父が統計調査員関係で表彰されましたので。 

 

☆齋藤 佳延 会員 

  ゴルフコンペにて運良く優勝させて頂きましたので。 

 

 

◆例会日 毎週金曜日 12：10より 

◆例会場 レストランジョイハウス２Ｆ 

     館林市美園町 15-7 TEL0276-73-4669 

◆事務所 館林信用金庫本店内 

     館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181 

◆E:mail  tatebayashi.rc@cc9.ne.jp 

第 2840地区ガバナー 宮内 敦夫 

会 長 毛塚  宏   副会長 松本 耕司 

幹 事 上野 和路   副幹事 渋澤  勉 

会報 委員 岡田 雅一・根岸 利正・小池 敏郎 

発行責任者 毛塚  宏 ・編集責任者 岡田 雅一 

 


