
 

クリスマス例会 

点 鐘・国歌 我らの生業 

会 長 挨 拶 
会長 松本 耕司 

 
 改めまして皆さん今晩は。  

今日は、皆様一年で一番のお待ちかねのクリスマス家族会

でございます。 

ここのところ陽気が不順になりまして、大変寒くなってお

りますが、沢山の方々のご参加ありがとうございます。 

是非、これから時間の許す限り親睦を深めて頂ければと思

います。 

中々いろいろなことがございまして、本日は全日本フィ

ギュアスケートの男子決勝がございます、皆様の中には羽

生選手が気になっておられる方もいらっしゃるかと思い

ますが、是非パーティーをお楽しみいただいた後、ご確認

いただければと思います。 

 いずれにいたしましても、皆様とロータリー活動を長く

やっておりますといろいろな事がございます。 

ロータリーはやはり、ロータリー精神にのっとって、地域

の奉仕といいますか地域活動にしっかりと足をつけて頑

張る、という事がロータリーの原理原則と思いますので、

是非これからも皆様と共に、そういったことを踏まえて歩

んで参りたいと思っております。 

私も先が短くなってきた歳でございますが、是非これから

も御指導いただければなと思っております。 

また、お子様方も大勢ご参加いただいておりますが、これ

からいろいろな楽しい事が用意されておりますので、是非

楽しんでいって下さい。宜しくお願い致します。 

今日はお忙しいところ、須藤市長様をはじめお越しを頂

きました皆様に、厚く御礼を申し上げましてご挨拶とさせ

て頂きます。宜しくお願い致します。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 松本 耕司 

Ｒ１．１２．１４（土）野鳥の森清掃活動        

於・東武トレジャーガーデン 

参加者 渋澤 勉・飯塚 一成・小堀 良武・根岸 利正 

古川 正道・山本 樹 

Ｒ１．１２．１５（日）ボーイスカウト館林第一団 

創立６０周年記念式典・祝賀会 

於・茂林寺境内スカウト広場 

参加者 松本 耕司・渋澤 勉・青山 守治・毛塚 宏 

   小暮 雅𠀋・多田 善洋・中村 研司・野辺 昌弘

根岸 利正・原 初次・宮内 敦夫・谷田川敏幸 

Ｒ１．１２．１７（火）２０周年記念式典・記念誌委員会   

於・伊勢崎プリオパレス 

参加者 山本 樹 

Ｒ１．１２．１７（火）第２回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 
                       

今後の予定 
Ｒ１．１２．２６(木)2020－21年度第２回理事・役員会       

於・吉川 

Ｒ２．１．１０（金）新年例会                

於・ジョイハウス 

Ｒ２．１．１１（土）地区戦略計画委員会         

於・伊勢崎プリオパレス 

Ｒ２．１．１１（土）第３回ガバナー諮問委員会     

於・伊勢崎プリオパレス 

Ｒ２．１．１１（土）ガバナーエレクト壮行会      

於・伊勢崎プリオパレス 

Ｒ２．１．１４（火）館林商工会議所 議員新年懇談会      

於・ジョイハウス 

Ｒ２．１．１５(水)(公社)館林青年会議所 新年祝賀会    

於・ジョイハウス 

Ｒ２．１．１７(金)館林つつじサポーターズ倶楽部役員会 

於・つつじが岡公園総合管理事務所 

Ｒ２．１．１７(金)地区２０周年記念式典・記念誌委員会  

於・ガバナー事務所 

Ｒ２．１．１８（土）２０２０学年度 新規米山記念 

奨学生選考会 
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於・伊勢崎プリオパレス 

Ｒ２．１．１９(日)第 47回館林市子ども会 

上毛かるた大会  

於・城沼総合体育館 

Ｒ２．１．１９（日）第５回青少年交換委員会 

派遣候補生第２回オリエンテーション 

於・前橋問屋センター会館 

Ｒ２．２．２２（土）イルミネーション撤去作業         

於・館林駅前通り 

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 

Ｒ２．４．４（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 

Ｒ２．４．２５（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 
 

― 幹 事 報 告 ― 
幹事 渋澤 勉 

１．例会場・例会時間の変更 

２．会報、週報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 → ①ガバナー、ガバナーエレクト事

務所年末年始休暇のお知らせ 

  １２月２８日（土）～２０２０年１月５日（日）まで 

 ＜緊急連絡先＞ 

 ２０１９－２０年度地区幹事 新井 良和 

  携帯電話 ０９０－３２３５－０１３３ 

 ２０２０－２１年度地区幹事 岡部 幹雄 

  携帯電話 ０９０－１０５９－３８２４ 

②２０周年記念式典・記念誌委員会のご案内 

【日 時】2020年 1月 17日(金)１１：３０～１４：００ 

【会 場】ガバナー事務所 

③２０２０学年度新規米山記念奨学生選考会のご案内 

【日 時】2020年 1月 18日(土)１０：００～１５：００ 

【会 場】伊勢崎プリオパレス 

④第５回青少年交換委員会・派遣候補生 

第２回オリエンテーションご案内 

【日 時】2020年 1月 19日(日)１２：３０～１７：００ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 →  

「ハイライトよねやま ２３７号」 

◆ 館林つつじサポーターズ倶楽部→①会報及び 

日本遺産認定啓発活動クリアファイルのご送付

②役員会開催のご案内 

【日 時】2020年 1月 17日(金)１０：００～１１：３０ 

【会 場】つつじが岡公園総合管理事務所 
 

 

 

 

― お客様 ― 

 
館林ＲＣ名誉会員 館林市長      須藤 和臣様 

 
館林副市長              小山 定男様 

 
第 2840 地区 第４分区Ｂガバナー補佐 鑓田 貴一郎様 

 
第 2840 地区 直前ガバナー       宮内 敦夫様 

 
米山記念奨学              徐 亭亭様 
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― 寄付金贈呈 ― 

 
松本会長から須藤市長へ寄付金の贈呈 

 

― 来賓挨拶― 

 
館林市長               須藤 和臣様 

 

 
第 2840 地区 直前ガバナー       宮内 敦夫様 

 

 
第 2840 地区 第４分区Ｂガバナー補佐 鑓田 貴一郎様 

  

 

 

― 委員会報告 ― 
       

出席委員会報告（例会出席報告） 

 
通算３０２０回例会    委員長 中村 研司 

会 員 数 ５０名 

出 席 者 数 ３７名 

欠 席 者 数 １３名 

出 席 率 ７４．００％ 

前前回修正 76.00%～80.00％ 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
           副委員長 荒木 千津子 
ご芳志 

☆ 館林市長 須藤 和臣様 

☆ 第 2840地区 直前ガバナー 宮内 敦夫様 

☆ 第 4分区Ｂガバナー補佐 鑓田 貴一郎様 

 

☆ 松本 耕司 会長    大変頂きました。 

 本日は、皆様方ご苦労様です。 

令和も残り１０日程で、新年を迎えます。 

ご家族でご参加の皆様はじめ、是非お楽しみ下さい。 

また、市長様はじめご来賓賜り頂いた方々に心から、 

御礼申し上げます。 

☆ 谷田川 敏幸 副会長  大変頂きました。 

今夜はクリスマス家族例会です。日頃の家族への 

感謝。楽しい一夜になりますように。 

来年度も宜しくお願い致します。 

皆様、健康第一です。ご自愛下さい。 

☆ 渋澤 勉 幹事     大変頂きました。    

メリークリスマス！ 

ご来賓の皆様ありがとうございます。 



 4 

☆ 小池 敏郎 会員  大変×4頂きました。     

   今年も楽しみにしていた、クリスマス例会に大勢で 

お世話になります。 

☆ 長柄 純 会員   大変頂きました。     

   今年のクリスマス家族会に女房が出張となり、 

  娘（文子）と参加いたします、宜しくお願いします。 

☆ 小島 博夫 会員  大変頂きました。     

   メリークリスマス！ 

☆ 瀬山 欣春 会員    

   メリークリスマス！ 

☆ 中村 研司 会員  大変頂きました。     

   先週は、職業奉仕でお休みさせていただきました。 

☆ 関口 昇 会員   大変大変頂きました。    

   本日は妻、百合子、娘、瑠璃と共に参加させていた

だきます。お世話になります。 

☆ 本島 克幸 会員    

 メリークリスマス！ 

☆ 石川 長司 会員  大変頂きました。    

   本日、クリスマス家族会にて親睦委員長として司会

を務めさせて頂きます。宜しくお願いします。 

☆ 山本 樹 会員    

 須藤市長、鑓田ガバナー補佐をお迎えして例会がで

きましたので。 

☆ 小堀 良武 会員    

 メリークリスマス！ 

☆ 飯塚 一成 会員   

   今年も家族で参加させていただきます。 

  ありがとうございます。 

☆ 根岸 利正 会員   

  なんとか半年間、会報を無事に出す事が出来ました。 

 来年もよろしくお願いします。 

☆ 荒木 千津子 会員    

 Ｍｅｒｒｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ！！ 

 
例会 司会進行       山本 樹会場運営委員長 

― クリスマス家族会 ― 

 
クリスマス家族会 司会進行  石川 長司親睦委員長 

―会長挨拶― 

 
    松本 耕司会長 

―乾杯― 

 
                 毛塚 宏直前会長 

 

―アトラクション― 

 
バルーンアート            尾林 紫さん 

 

 
サンタさんからプレゼント      飯塚 一成会員 
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ジャズライブ         宮原 美絵カルテット 

 

―ご歓談― 
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―次年度挨拶― 

 
            谷田川敏幸会長エレクト 

 
            飯塚 一成親睦活動副委員長 

―閉会の辞― 

 
本島 克幸副幹事 

 

 

 

 

 

 

―手に手つないで― 
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