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第３０２８回例会報告（Ｎｏ，３１）

鐘・奉仕の理想
会 長 挨 拶
会長 松本

― 会

務

報

告 ―
会長

耕司

松本

耕司

Ｒ２．２．２２（土）イルミネーション撤去作業
於・館林駅前通り
参加者 渋澤 勉・石川 正直・小島 博夫・小堀 良武
鈴木 雅男・瀬山 欣春・多田 善洋・中村 研司
根岸 利正・本島 克幸・谷田川敏幸・山本 樹
館高生１５名・先生１名・ＪＣ１０名
Ｒ２．２．２３（日）国際ロータリー第２８４０地区
２０周年記念祝賀会
於・伊勢崎プリオパレス
参加者 松本 耕司・渋澤 勉・小暮 雅𠀋・宮内 敦夫
山本 樹

今後の予定
改めましてこんにちは。
ご多忙の中、本日も例会出席ありがとうございます。
今朝の新聞では、今年は観測史上最高の暑さだそうです。
1946 年の統計開始以来最も高い気温だそうで、それに伴い
乾燥もしている為、新型ウイルスが流行しやすくなってい
るのかなと思っております。
約２．２度高いということでございまして、そういうこと
が「記録的暖冬・各地が余波」と日経に載っておりました。
皆様方にも、あれを中止しろこれを中止しろということ
が通達されていると思いますが、昨日大きな発表が国から
ありました。
学校を休みにしろという事です。
ロータリークラブもガバナー事務所からこういう事はや
めろ、ああいう事はやめろということで指令が参っており
ます。
大変申し訳ございませんが、それを踏まえまして本日例会
終了後に理事の方々にご意見を頂戴できればと思ってお
ります。
そんな形で取り組みをさせて頂きます。
基本的には、例会も２週間くらいは休会にするよう連絡が
来ておりますが、会長が勝手に決めてしまうわけにはいき
ませんので、よろしくお願い致します。
すでに休会を決定しているクラブもございます。
皆様方のご協力をお願いいたしまして、ご挨拶とさせて頂
きます。
本日もよろしくお願い致します。
◆例会日
◆例会場
◆事務所
◆E:mail

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

Ｒ２．３．４（水）地区運営連絡会議
於・伊勢崎プリオパレス
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
於・館林市文化会館
Ｒ２．３．２５（水）館林市健康づくり推進懇話会
於・館林市保健センター
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
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

Ｒ２．６．７（日）国際大会
於・ロイズ・ワイキキ

― 幹

事

２８４０地区・地区ナイト

報

― 委員会報告 ―

告 ―
幹事 渋澤

勉

プログラム・健康増進委員会

１．例会場・例会時間の変更
◆館林ミレニアムＲＣ ３月 ５日（木）→新型コロナ
ウイルス感染症対策の基本方針を受け自粛のため休会
◆藤岡北ＲＣ
３月 ３日（火）→ 休 会
◆伊勢崎ＲＣ
３月 ４日（水）→ 休 会
３月１０日（火）→
３ＲＣ合同例会中止に伴い休会
（理 由）政府決定の「新型コロナウイルス感染症対策の
基本方針」等、及び地区内行事の中止・延期状況を受けて
(根拠規定)定款第７条(会合)第１節‐例会（ｄ）取消（３）
◆前橋南ＲＣ ３月 ４日（水）→新型コロナウィルス感
染症の動向に鑑みて休会
３月１１日（水）以降は状況を確認しながら連絡

横田 善次副委員長
健康診断のご案内

２．会報、週報
◆館林西ＲＣ

→ 会

報

出席委員会報告（例会出席報告）

３．その他
◆ガバナー事務所 →
①米山記念奨学生修了式・歓送会延期のお知らせ
②ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ登録料についてのお知らせ
【日 時】３月１４日（土）
９：３０～ 登録受付
１０：００ 開会
１７：００ 閉会
【会 場】公立大学法人高崎経済大学
【登録料】無 料
◆ （公財）ロータリー米山記念奨学会 →
事務局開室時間変更のお知らせ
【現 状】９：００～１７：００
【変更後】９：３０～１７：３０
◆（一社）ロータリーの友事務所 →
３月２３日前会合取り止めのお知らせ
◆藤岡北ＲＣ → メールアドレス変更のお知らせ
【旧メールアドレス】 shokokai@shinmachi.or.jp
↓（変更）
【新メールアドレス】 fujioka-kita@rid2840.jp
◆伊勢崎南ＲＣ →
創立４０周年記念式典及び祝賀会延期のお知らせ
◆ 館林市役所→館林市健康づくり推進懇話会
開催のご案内（上野会員宛）
【日 時】３月２５日（水） １４：００～（１時間程度）
【会 場】館林市保健センター １階 予防接種室

通算３０２８回例会
会 員 数
出 席 者 数
欠 席 者 数
出 席 率
前前回修正

副委員長 泉田
５０名
３５名
１５名
７０．００％
74.00%～80.00％

嘉弘

― 卓話 ―
プログラム・健康増進委員会

― 三分間スピ－チ ―
小曽根 久八 会員
「家族との係り方の変化」

鈴木
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雅男委員長

2019 全日本ダートトライアル選手権 D クラス結果報告

谷田川

スタッフのおかげで無事参戦する事が出来ました。
今年は、第 1 戦から第６戦まで優勝者が違うという異
例の事態でした。
後半戦で僅かなミスが出てしまった事と、第 9 戦での
練習走行中にミッションが故障し、徹夜で載せ換え作
業をするもセッティングがうまくいかなかったこと
がチャンピオンを逃した要因と思います。
来年は、チャンピオンを取り戻せるよう頑張ります！

敏幸副会長

ヽ(^。^)ノニ

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ
委員長

ＡＤＶＡＮ ＴＲＵＳＴ ＣＵＳＣＯ ＷＲＸ
ＳＵＢＡＲＵ ＷＲＸ―ＳＴＩ（ＧＶＢ型）

ＴＲＵＳＴ ＡＤＶＡＮ ＣＵＳＣＯ
ＳＵＢＡＲＵ （ＹＤ3）

松本 耕司 会長
大変頂きました。
本日も例会出席お疲れ様です。昨日国より、大きな
指導が発表されました。本日は例会終了後、臨時で理
事の方々にご相談がありますので、理事の皆様のご協
力をお願い申し上げます。
☆ 谷田川 敏幸 副会長
大変頂きました。
本日、卓話にて全日本ダートトライアルのご報告を
させて頂きますので。
☆ 毛塚 宏 会員
妻の誕生日に美しい花をいただきましたので。
☆ 横田 善次 会員
３月より健康診断です。ご参加よろしく。
新型コロナの方が恐いですが。
☆ 鈴木 雅男 会員
本日の卓話
谷田川敏幸副会長、よろしくお願いします。
☆ 関井 宏一 会員
先週はお休み頂き申し訳ございませんでした。
本日は谷田川副会長、卓話ありがとうございます。

ＢＲＺ

第１戦より順に３位、２位、３位、３位
２位、１位、１位、３位、４位、５位、計１０戦
総合順位

関井 宏一

☆

―SAA よりお知らせ― 山本 樹会員
今後の例会食事メニュー

２位

第 1 戦～第４戦までＷＲＸにて参戦。
第 5 戦からＢＲＺで参戦。
市販のＢＲＺはフロントエンジン後輪駆動の仕様で
すが、ダートトライアルでは 4ＷＤでないと戦えませ
んので、かなり改造をしまして 4ＷＤにしてあります。
雑誌に取り上げて頂けるくらい、大変な改造です。

３月６日
以降
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桜御膳・桜のロールケーキ付
予定 未定

