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ロータリーは世界をつなぐ
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館林ロータリークラブ会報
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点

第３０２７回例会報告（Ｎｏ，３０）

鐘・我らの生業
会 長 挨 拶
会長 松本

― 会
耕司

改めましてこんばんは。
本日は第３例会ですので、夜間という事でございます。
まだ、お見えになっていない方もおりますが是非、愉快に
そしてこれからのロータリーの価値をしっかりと皆様方
と話し合いながら頑張っていければなと思っております。
今日、お客様で徐亭々さんがお見えでございますけれど
も、いよいよ卒業だそうでございまして、もう就職も決ま
ったという事で、おめでとうございます。３月の第一、第
二例会にも参加されるという事でございますので、是非そ
の時は、みなさんでお祝い等、出来ればよいなと思ってお
ります。
また、今月の末に米山奨学生の卒業式が、高崎で行われる
そうです。
先日２名の新入会員を迎えられましたが、さらに小池会
員に頑張って頂きましてお声がけをしている方がいらっ
しゃいます。
私の方も、四月にお一方ご紹介させていただける方がいら
っしゃいます。
谷田川年度でも、すでに何名かの方がご紹介頂けるお約束
との事でございます。
なんとか会員を増やして参りたいと思っておりますので、
是非、皆様方のご指導をよろしくお願い致します。
また、コロナの勢いが衰えるどころか、どんどん蔓延す
るばかりで皆様もご心配の事と思いますし、例会も休むよ
うにいわれてしまう事も無きにしも非ずかなと思います
が、皆様と注意して頑張りましょう。
よろしくお願い致します。
◆例会日
◆例会場
◆事務所
◆E:mail

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

毎週金曜日 12：10 より
レストランジョイハウス２Ｆ
館林市美園町 15-7 TEL0276-73-4669
館林信用金庫本店内
館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181
tatebayashi.rc@cc9.ne.jp
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報

告 ―
会長

松本

耕司

Ｒ２．２．１５（土）第４回ガバナー諮問委員会
於・前橋商工会議所会館
参加者 小暮 雅𠀋・齊藤
要・宮内 敦夫
Ｒ２．２．１５（土）山田年度 地区チーム研修セミナー
於・前橋商工会議所会館
参加者 小暮 雅𠀋・宮内 敦夫
Ｒ２．２．１７（月）地区会員組織強化委員会
於・伊勢崎プリオパレス
参加者 宮内 敦夫
Ｒ２．２．１８（火）地区戦略計画委員会
於・伊勢崎プリオパレス
参加者 宮内 敦夫
Ｒ２．２．１９（水）館林つつじサポーターズ倶楽部
通常総会及び懇親会
於・館林市文化会館
参加者 松本 耕司

今後の予定
Ｒ２．２．２２（土）児童向けイベント
「野鳥の森でつくってあそぼう」
於・東武トレジャーガーデン
Ｒ２．２．２２（土）イルミネーション撤去作業
於・館林駅前通り
Ｒ２．２．２９（土）米山記念奨学生修了式及び歓送会
於・ホテルメトロポリタン高崎
Ｒ２．３．４（水）地区運営連絡会議
於・伊勢崎プリオパレス
Ｒ２．３．７（土）伊勢崎南ＲＣ創立４０周年記念式典
於・プラザ・アリア
Ｒ２．３．８（日）館林市国際交流協会 日本語発表会
於・西公民館
Ｒ２．３．１４（土）ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ
於・高崎経済大学
Ｒ２．３．１５(日)館林市国際交流協会 英会話料理講座
於・城沼公民館
Ｒ２．３．１９（木）館林市緑化推進委員会
第 2840 地区ガバナー 森田 高史
会
長 松本 耕司
副会長 谷田川 敏幸
幹
事 渋澤 勉
副幹事 本島 克幸
会報 委員 根岸 利正
中世 吉昭
発行責任者 松本 耕司
編集責任者 根岸 利正

於・館林市文化会館
Ｒ２．３．２３（月）ロータリーの友地区代表委員
オリエンテーション
於・メルパルク東京
Ｒ２．４．４（土）第４分区ＩＭ
於・未定
Ｒ２．４．１７（金）第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ
親睦チャリティーゴルフ大会（ホスト）
於・唐沢ゴルフ倶楽部
Ｒ２．４．１９（日）群馬境ＲＣ創立５０周年記念式典
於・伊勢崎プリオパレス
Ｒ２．４．２４（金）２４・２５年会
於・サポーリ・ディ・ノモト
Ｒ２．４．２５（土）地区大会記念ゴルフ大会
於・軽井沢７２ゴルフ
Ｒ２．５．３０（土）館林ミレニアムＲＣ
創立２０周年記念式典
於・ジョイハウス
Ｒ２．６．７（日）日本人親善朝食会
於・シェラトン ワイキキ ホテル
Ｒ２．６．７（日）国際大会 ２８４０地区・地区ナイト
於・ロイズ・ワイキキ

― 幹

事

報

＜変更前＞【日 時】３月１４日（土）～３月１５日（日）
【会 場】伊香保 福一
↓↓↓
＜変更後＞
【日 時】３月１４日（土）９：３０～１７：００
【会 場】高崎経済大学
◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 →
「ハイライトよねやま２３９号」
◆群馬境ＲＣ → 創立５０周年記念式典のご案内
【日 時】４月１９日（日）
登録受付１４：００～１４：３０
記念式典 １４：３０～１５：４５
祝 賀 会 １６：００～１８：３０
【会 場】伊勢崎プリオパレス
【登録料】ご一名様 １０，０００円
◆前橋東ＲＣ → 「２４・２５年会」開催のご案内
【日 時】４月２４日（金） １９：００～
【会 場】サポーリ・ディ・ノモト
【会 費】８，０００円
◆館林市緑化推進員会 → 館林市緑化推進委員会開催
のご案内（小堀会員宛）
【日 時】３月１９日（木）１４：００～
【会 場】館林市文化会館 １号室

告 ―
幹事 渋澤

― お客様 ―

勉

１．例会場・例会時間の変更
◆大泉ＲＣ
３月２５日（水）→ ３月２９日（日）
親睦 ホワイトデー婦人感謝祭
４月８日（水）→４月４日（土）第４分区ＩＭ
４月２２日（水）→ ４月２３日（木）親睦夜間例会
点 鐘 １８：３０
会 場 コサリ
４月２９日（水）→ 祝日休会
◆館林西ＲＣ
３月２４日（火）→３月２９日（日）
清掃例会
点 鐘 ８：００
場 所 邑楽町鶉 農村広場～ガバ沼周辺
３月３１日（火）→ ５週目休会
◆前橋北ＲＣ ３月２３日（月）→ 観桜夜間例会
３月３０日（月）→ 休 会（ＩＭに振替）
４月１３日（月）→ 休 会
（相馬ＲＣ合同夜間例会に振替）
２．会報、週報
◆館林東ＲＣ → 会

米山奨学生

徐

亭亭さん

― 三分間スピ－チ ―
石川 正直 会員
「自己紹介・新入会員の石川です」

報

３．その他
◆ガバナー事務所 → ①会員増強促進のお願い
②ロータリー財団・米山記念奨学会寄付のお願い
③次年度会長・幹事の顔写真提出のお願い
④地区運営連絡会議のご案内
【日 時】３月４日（水）１４：００～１６：００
【会 場】伊勢崎プリオパレス
⑤「会長エレクト・幹事エレクト研修セミナー」
日程変更のお知らせ
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― 委員会報告 ―

― 懇親会―
― 乾杯―

出席委員会報告（例会出席報告）
通算３０２７回例会
委員長 中村 研司
会 員 数
出 席 者 数
欠 席 者 数
出 席 率
前前回修正

ヽ(^。^)ノニ

５０名
２８名
２２名
５６．００％
76.00%～80.00％

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ
直前会長 毛塚 宏

☆松本 耕司 会長
大変頂きました。
新型コロナウイルスの勢いが止まるどころか、益々
感染者が増加している中、本日夜間例会にご出席有難う
ございます。
皆様と一緒になって、拡大しないよう頑張りましょう。
☆谷田川 敏幸 副会長
本日は夜間例会ですので、美味しいお酒を頂きます。
☆渋澤 勉 幹事
お世話になります。
亭亭ちゃん卒業おめでとうございます。
本日は夜間例会ですので沢山飲みましょう！！
☆野辺 昌弘 会員
こんばんはお世話になります。
☆長柄 純 会員
夜間例会でお世話になりますので。
☆小島 博夫 会員
新型コロナでイベントが飛んでます。
☆上野 和路 会員
飲みます！！
☆毛塚 宏 会員
おいしいお酒をごちそうになりますので。
☆中村 研司 会員
本日も美味しいお酒をいただきますので。
☆関口 昇 会員
本日は夜間例会という事で、お世話になります。
☆横田 善次 会員
夜間例会、出席可能ですので大変感謝しております。
☆本島 克幸 会員
おいしい食事と飲み物いただきます。
☆山本 樹 会員
夜間例会出席ありがとうございます。
徐さん、卒業おめでとうございます。
☆根岸 利正 会員
本日も楽しく飲ませていただきますので。
☆帆足 秀司 会員
楽しみに来られました。
☆中世 吉昭 会員
本日の例会では、美味しいお酒を頂きますので。
☆石川 正直 会員
初の夜の例会という事で楽しみたいと思います。
よろしくお願いします。

― 締め―

パスト会長

瀬山 欣春

―イルミネーション撤去作業―

館林のまつり委員長 小堀
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良武

