
 

 

点 鐘・ソング 国歌 奉仕の理想 

 

―会 長 挨 拶― 
谷田川 敏幸会長 

 
 

皆様、新年明けましておめでとうございます。 

令和３年の新年をご家族皆様と穏やかにお迎えの

こととお慶び申し上げます。 

このコロナ禍では有りますが、多くの会員の皆様に

例会にご出席頂きまして、誠にありがとうございます。 

昨年の暮れのクリスマス家族例会、そして先週の新

年祝賀例会を休会とさせて頂きました。本日が本年初

めての例会になります。 

昨年は年が明けて間もなく、新型コロナウイルス感

染が世界中に発生し、日本中にも感染が広まり、あら

ゆる事業や経済に影響を与えて参りました。現在も第

3波の中で、収束しないまま本年を迎えました。その

中で緊急事態宣言が発令され、本日の例会開催もどう

するべきか考えておりました。ロータリーは不要不急

のもと、どの様な位置付けになるのか考えておりまし

た。 

ある方が、「たかがロータリー、されどロータリー」

と言う本を書かれました。私の父ですが・・・。ロー

タリーの始まりもそうでしたが、会員が一堂に会して

歓談や情報交換を行うことだと思っております。その

ロータリーの中でも不要不急を考えたときに本日の

例会は、今年初めての例会として新年をスタートさせ

たいとの思い、そして昨年承認されました4名の新入

会員の入会式をさせて頂き、こちらもロータリアンと 

 

 

 

 

 

してスタートして頂きたいという思いで開催させて

頂きました。 

先ほど別室にて理事会を開催させて頂き、今後の例

会開催につきましてご提案させて頂きました。来週の

２２日は休会とし、２９日は開催させて頂きます。理

由としましては、ご承知の通りジョイハウスが今月い

っぱいで閉店となります。長きにわたりお世話になり

ましたジョイハウスで最後となりますので開催させ

て頂きます。 

また、２月からは文化会館内のニューミヤコで例会

を開催させて頂きますが、５日は緊急事態宣言が７日

までですので、休会とさせて頂き、１２日から再開と

させて頂きます。 

今後コロナの感染がどの様になるか分かりません

が、状況によりましては理事の皆様と協議を行い、例

会の開催は決めさせて頂きたいと思いますので、ご承

知おきの程宜しくお願い致します。 

さて、本日新しい会員さんが、４名全員出席して頂

きました。このコロナ禍にもかかわらず館林ロータリ

ークラブにご入会を頂きまして、心から歓迎を致しま

すし、心から感謝申し上げます。ありがとうございま

した。 

昨年７月に入会された方もおられますが、半年で後

輩が出来ました。是非とも皆様が入会された時を思い

出していただき、お心遣いやご配慮をお願い致します。

そして多くの先輩方にもメンターの意識を持って頂

き、優しくご指導頂けたらと思います。 

新入会員の皆様は分からないことだらけでしょう

が、早く当クラブになじんで頂きたいと思いますし、

大変期待できる皆様だと思いますので、宜しくお願い

致します。 

この１年がどの様な年になるか分かりませんが、本

年はコロナも明けて、素晴らしい年になります事をご

祈念申し上げ、新年のご挨拶に代えさせて頂きます。

本年も何かとお世話になりますが、宜しくお願い申し

上げます。 

 

 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２１年１月１５日(金) 第３０５８回例会報告（Ｎｏ，２３） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０２０～２０２１度 

  ロータリーは機会の扉を開く  
第２８４０地区 ２０２０～２０２１年ロータリーのテーマ 
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―米山記念奨学金授与― 

 

韓 陶磊（かん とうらい）君 

 
 

―近 況 報 告― 

 

 
 

 

 

―新入会員紹介・バッジ授与― 

 

紹介者 本島 克幸幹事 

 
 

 

 

 

小池 和敏会員 

 
 

 
 

 
 

（株）小池鉄工 代表取締役 

昭和 50年生 

趣味：ゴルフ、野球 
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齊藤 一則会員 

 
 

 
 

 
 

（株）斉藤商事 専務取締役 

昭和 50年生 

趣味：仕事 

 

 

 

 

 

 

 

長柄 光則会員 

 
 

 
 

 
 

          社会福祉法人 ひかり会 

青柳保育園 園長 

昭和 52年生 

趣味：スキー、バイク 
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森田 信一郎会員 

 
 

 
 

 
 

館林倉庫（株）専務取締役 

昭和 50年生 

趣味：スポーツ観戦 

 

 

 

 

 

 

―会 務 報 告― 
谷田川 敏幸会長 

 
 
（1）Ｒ２．１２．１２（土） 

第１回ガバナー補佐・委員長予定者合同会議 

参加者 小暮 高史            

於・ロイヤルチェスター前橋 

（2）Ｒ２．１２．１８（金） 

２０２１－２２年度第２回理事・役員会      

於・吉川 

 参加者 石川長司・関口 昇・新井 進・飯塚一成 

     小池敏郎・小暮雅𠀋・渋澤 勉・瀬山欣春 

     中村研司・長柄 純・根岸利正・野辺昌弘 

     松本耕司・本島克幸・谷田川敏幸・山本 樹 

 

今 後 の 予 定 

⑴ Ｒ３．１．１６（土） 

第１回地区補助金予備審査会   

於・前橋問屋センター会館 

        対象者 毛塚  宏 

⑵ Ｒ３．１．１６（土） 

米山記念奨学生選考会     

             於・前橋問屋センター会館 

        対象者 飯塚 一成 

⑶ Ｒ３．１．１８（月） 

館林つつじサポーターズ倶楽部役員会 

対象者 谷田川敏幸       

 於・つつじが岡公園旧管理事務所２階 

⑷ Ｒ３．１．２４（日） 

新会員セミナー             

                 於・オンライン 

       対象者 概ね入会３年未満の会員 

⑸ Ｒ３．１．２７（水） 

（公社）館林青年会議所２０２１年度新年祝賀式典 

対象者 谷田川敏幸        

於・館林市文化会館 カルピスホール 

⑹ Ｒ３．１．３０（土） 

第３回ガバナー諮問委員会       

                 於・アルバート邸 

       対象者 宮内 敦夫 

⑺ Ｒ３．１．３０（土） 
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足立ガバナーエレクト激励会      

 於・アルバート邸 

        対象者 宮内 敦夫 

⑻ Ｒ３．１．３１（日） 

新会員セミナー             

                 於・オンライン 

        対象者 概ね入会３年未満の会員 

⑼ Ｒ３．２．７（日） 

新会員セミナー             

於・オンライン 

        対象者 概ね入会３年未満の会員 

⑽ Ｒ３．２．２０（土） 

イルミネーション撤去作業         

於・館林駅前通り 

⑾ Ｒ３．４．２１（水） 

第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会 

於・太田双葉カントリークラブ 

⑿ Ｒ３．４．２５（日） 

地区大会      

於・文右衛門ホール（サテライト会場） 

⒀ Ｒ３．６．１２（土）～１６日（水） 

国際大会              

於・台湾 台北 

⒁ Ｒ３．６．１３（日） 

国際大会 ２８４０地区 地区ナイト  

於・台湾 満穂台菜 

 

―理 事 会 報 告― 

 
本島 克幸幹事 

２０２０～２０２１年度・館林ロータリークラブ 

1月 定 例 理 事 会 

  令和３年１月１５日  AM：11：00～ 

於：ジョイハウス                                                                                        

                                                                                                                                            

１．会 長 挨 拶 

２．出 席 者 確 認    

※義務出席者  １５人中 １４人出席 

出席者              （敬省略） 

  谷田川敏幸・石川長司・松本耕司・本島克幸 

  瀬山欣春・小堀良武・新井進・野辺昌弘・長柄純 

毛塚宏・中村研司・渋澤勉・関口昇・山本樹  

  オブザーバー 中世吉昭 

３. 資 料 確 認 

４. 報 告 事 項 

５．今 後 の 予 定 

６．協 議 事 項 

⑴ ＲＩ人頭分担金及びＲＩ比例人頭分担金支払いに

関する件         

－承認－ 

 

 令和３年１月１日現在  会員数５６名   

１ドル＝１０４円 

 

 １０４円×３４．５ドル×５６名＝２００，９２８円 

新入会員 １０４円×５．７５ドル×１０ヶ月＝  

５，９８０円   

    合   計        ２０６，９０８円 

 

⑵ 下期地区資金並びにその他各種負担金支払いに 

関する件               －承認－ 

 

  地区活動資金下期  ６，４００円×５２名＝ 

３３２，８００円 

  地区事務所運営資金  ３，６９５円×５２名＝ 

１９２，１４０円 

  地区事業資金下期   ２，２５５円×５２名＝ 

１１７，２６０円 

    合   計        ６４２，２００円 

 ※新型コロナウイルス感染症の影響により活動が出

来ていない事業の年予算額を相殺 

    青少年交換１，２００円   

インターアクト１，３００円   

ローターアクト５７０円   

ＲＹＬＡ６２０円 

合  計  ３，６９０円×５２名＝ 

（※）１９１，８８０円 

６４２，２００円－（※）１９１，８８０円＝ 

４５０，３２０円 

 

   米山奨学金下期   １，５００円×５２名＝ 

７８，０００円 

 

⑶ １月・２月例会開催に関する件                    

－承認－ 

１月２２日（金） 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

  ２９日（金） 開会（お弁当持ち帰り）  

（ジョイハウス最終） 

２月 ５日（金） 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

  １２日（金） 開会（お弁当持ち帰り）  

（ニューミヤコホテル館林） 

 

⑷ ２月定例理事会開催日に関する件                   

－承認－ 

令和３年２月１２日（金） １１：００～   

於：ニューミヤコホテル館林 

 

⑸ 第５回クラブ協議会開催に関する件                  

－承認－ 

   館林ロータリークラブ上期仮決算について 

   令和３年２月１２日（金）  例会終了後  

於：ニューミヤコホテル館林 

（補正予算の必要が無ければ中止） 

⑹ 新会員セミナーに関する件               

－承認－ 

   オンライン開催 

   登録料一人１，０００円 クラブ負担 
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⑺ 地区大会に関する件                

－承認－ 

   分区ごとにサテライト会場を設置 

   ＷＥＢ配信 

 

⑻ ㈱ジョイフルパークへの謝意に関する件                

－承認－ 

記念品を贈呈 

 

⑼ コロナ禍における欠席の取り扱いに関する件              

－承認－ 

 

⑽ その他 

 

７．そ の 他 

⑴ 各委員会報告・提案 

１月 卓話予定 

2020～2021年度 

プログラム・健康増進委員会 

委 員 長 根岸 利正 

 

日  程       予 定 者 

１月 １日      （休 会） 

１月 ８日      （休 会） 

１月１５日       各種祝い 

１月２２日       な し 

１月２９日       な し 

 

★ 次回理事・役員会開催日  

２０２１年 ２月１２日（金） １１：００～   

於・ニューミヤコホテル館林 

 

 
 

―幹 事 報 告― 
幹事 本島 克幸 

 

１．例会場・例会時間の変更 

◆大泉ＲＣ        

１月１３日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 １月２０日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により

１月２７日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月度 全例会 → 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月２０日（土）→ 地区補助金事業  

城之内公園桜植樹 

◆館林西ＲＣ       

１月１９日（火）→ コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止 

          （定款第７条第１節（ｄ）により） 

 １月２６日（火）→ コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止 

          （定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月度 全例会 → コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

          （定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆館林東ＲＣ        

≪２０２１年２月より例会場変更≫ 

   （旧）例会場 → ジョイハウス 

   （新）例会場 → つかさ 本店 

           館林市本町４丁目１０－３２ 

        ＴＥＬ ０２７６－７４－１２２４ 

◆館林ミレニアムＲＣ   

１月１４日（木）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 １月２１日（木）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 １月２８日（木）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月 ４日（木）→ ２月７日（日）  

多々良沼清掃活動 

            時 間 ８：３０～ 

 ２月１１日（木）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月１８日（木）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月２５日（木）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆太田ＲＣ        

１月１４日（木）→ 新年会（通常例会形式） 

         点 鐘 １２：１０ 

         会 場 ロイヤルチェスター太田 

◆太田南ＲＣ       

１月１２日（火）→ コロナ感染症拡大防止により 

休会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 １月１９日（火）→ コロナ感染症拡大防止により 

休会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 １月２６日（火）→ コロナ感染症拡大防止により 

休会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

   なお、状況を鑑みて２月度例会も中止と致します。 

◆伊勢崎ＲＣ       

１月１５日（金）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 １月２２日（金）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 



 7 

◆伊勢崎東ＲＣ      

１月１５日（金）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 １月２２日（金）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月 ５日（金）→ 休会  

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月１２日（金）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月１９日（金）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆前橋西ＲＣ       

１月１５日（金）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆前橋北ＲＣ       

１月１８日（月）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 １月２５日（月）→ 休会   

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月 ７日（月）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆前橋南ＲＣ       

１月１３日（水）→ 新年夜間例会は中止 

 １月２７日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆前橋中央ＲＣ      

２月１７日（水）→ 夜間例会中止 

 ３月２４日（水）→ 夜間例会中止 

◆藤岡北ＲＣ       

１月１２日（火）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆安中ＲＣ       

 １月１２日（火）→ 新年夜間例会中止に伴い休会 

          （定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆富岡かぶらＲＣ     

２月２３日（火）→ 休会（定款第８条第１節により） 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①Zoom新年互例会についてのお詫び 

パソコンの不具合により互例会そのものが予告させ

ていただいた日時に開催できませんでした。参加されよ

うとされた会員の方々には、年明け早々の貴重なお時間

を浪費させてしまい誠に申し訳ございませんでした。 

②新会員セミナー開催方法等変更のお知らせ及び出席

会員取り纏めのお願い 

新会員セミナーにつきまして、群馬県内に於ける「社

会経済活動再開に向けたガイドライン」の警戒度が昨年

末に「４」に引き上げられたことに鑑み、オンラインに

よる開催方法のみに変更させて頂きます。 

予定通り３回実施いたしますが、講話の内容は同じです

ので、ご都合のよろしい日にご参加ください。 

≪２０２０－２０２１年度・新会員セミナー開催日時≫ 

【開催日及び時間帯】  

１月２４日（日）１４：００～１６：００ 

１月３１日（日）１４：００～１６：００ 

２月 ７日（日）１４：００～１６：００ 

【登録料】１，０００円／一人（クラブ負担） 

(セミナーのコーディネイトを外部委託しますので費用

が発生します。) 

＊前半は本田博己地区研修リーダーによる講話『ロータ

リーの基本と魅力』、 

後半は本田地区研修リーダー進行による参加者との意

見交換の予定です。 

③下期地区分担金送金のお願い 

 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

①当面の事務局勤務体制および申告用領収証について

のご連絡 

 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

本年も米山記念奨学事業へのご支援ご厚情を賜ります

よう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、すでに報道等でご承知のことと存じますが、１都

３県に緊急事態宣言が再発令されました。 

感染拡大防止のため、また職員の安全確保のため、当会

も当面の間、スタッフの在宅勤務体制を前提に業務を進

めてまいります。つきましては、重ねてのお願いで恐縮

ですが、当会へのお問い合わせは、原則としてメールで

ご連絡ください。ご不便をおかけしますが、何とぞご理

解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

【実施期間】 １月末まで ※状況によって延長させて

いただく場合があります 

【期間中の問い合わせ対応】 

原則としてメールでお願いいたします。 

ご用件によって、下記の各メールアドレス宛てにご連絡

ください。 

・寄付金関連：

kifu@rotary-yoneyama.or.jp 

・奨学生・奨学金関連：

scholars@rotary-yoneyama.or.jp 

・広報関連：

highlight@rotary-yoneyama.or.jp 

・その他：

mail@rotary-yoneyama.or.jp 

・ＦＡＸ： 03-3578-8281 

※電話（緊急時のみ）：03-3434-8681  

平日 10:00～16:00 

②クラブ休会の場合の奨学金支給方法について 

さて、新型コロナウイルスの急激な感染拡大に伴い、

昨日、首都圏の１都３県に緊急事態宣言が再発令されま

した。関西等他の地域でも要請を検討しているとの報道

で、今後、宣言が発令される地域は増えることも予想さ

れます。このような状況により、クラブが休会となり、

やむを得ず、米山奨学生に例会で奨学金を支給できない

場合は、奨学生の銀行口座への振り込みや、会員から個

別に渡していただくなど、柔軟にご対応いただけますよ

うお願いいたします。 

 

mailto:kifu@rotary-yoneyama.or.jp
mailto:scholars@rotary-yoneyama.or.jp
mailto:highlight@rotary-yoneyama.or.jp
mailto:mail@rotary-yoneyama.or.jp
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◆館林西ＲＣ 

 創立４０周年記念行事中止のお知らせ 

 未だ一向に収束が見えない新型コロナウィルス感染

症拡大の動向を鑑みて開催を中止させて頂くことを決

定させていただきました。 

◆館林商工会議所 

    「商工たてばやし №４４５」 

◆（公社）館林青年会議所 

 ２０２１年度新年祝賀会開催形式変更のご案内 

 新型コロナウイルス感染拡大の現状に鑑み、無観客で

の開催および、収録した映像を後日ＷＥＢ上で配信と変

更させていただく運びとなりました。 

【動画配信予定日】 ２月３日（水）を目途にＷＥＢ上

にて動画配信致します。 

【配信ＵＲＬ】（公社）館林青年会議所 YouTubeチャ

ンネル       

https://www.youtube.com/channel/UC5nbDuhOGf1EDGhV

LDTlSWg 

◆新年のご挨拶 

＜年賀状＞ 太田ＲＣ・長良睦会  

会長 小林但弥 様・㈱オクトン 

 

 

―2021－22 年度理事会報告― 
関口 昇次年度幹事 

 
 

 ２０２１～２０２２年度・館林ロータリークラブ 
第１回 理事会・役員会 

令和 2年 12月 18日  

PM6：00～                                                                                 

於：吉川 

 

協議事項 

 ①委員会委員長に関する件 

                  ―承認― 

 

 ②ロータリー財団地区補助金申請書に関する件 

                  ―承認― 

 

 

 

🔸各種お祝いの発表🔸 

 

―在籍年数の発表―  
出席・ニコニコ BOX 委員会 

矢島 孝昭委員長 

 
 

浦野 隆会員 昭和 62年 1月入会  在籍 34年 

齊藤 要会員 昭和 62年 1月入会  在籍 34年 

原 初次会員 平成 6年 1月入会  在籍 27年 

上野和路会員 平成 11年 1月入会  在籍 22年 

毛塚 宏会員 平成 12年 1月入会  在籍 21年 

堀越貴之会員 平成 27年 1月入会  在籍 6年 

 

 

―会 員 の お 祝 い― 
親睦活動委員会 飯塚 一成委員長 

 
                   （敬省略） 

会員誕生日 

 山岸 孝昭    昭和 50年 1月 10日 

 長柄 光則    昭和 52年 1月 27日 

（Ⅳ型会員） 

 齋藤 佳延    昭和 53年 1月 11日 

ご夫人誕生日 

 谷田川敏幸夫人  昭和 38年 1月 30日 

 関井 宏一夫人  昭和 46年 1月 3日 

 泉田 嘉弘夫人  昭和 36年 1月 13日 

https://www.youtube.com/channel/UC5nbDuhOGf1EDGhVLDTlSWg
https://www.youtube.com/channel/UC5nbDuhOGf1EDGhVLDTlSWg
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結婚記念日 

 横沢 淳夫会員  昭和 42年 1月 18日          

田部井孝一会員  昭和 54年 1月 13日 

磯野 哲也会員  平成 17年 1月 11日 

 

― 委員会報告 ―    

  
クラブ会報・広報委員会 中世 吉昭委員長 

 ロータリーの友 1月号の紹介をいたします。 

70 ページの歌壇に新井進会員の短歌が 4 席に入選さ

れ掲載されております。誠におめでとうございます。 

 あと、職業奉仕月間の特集で 9 ページに同じ 2840 地

区である前橋ロータリークラブの望月和子会員が、67

ページに友愛の広場のコーナーで高崎シンフォニーの

金子秀隆会員の記事が掲載されております。 

 

出席・ニコニコ BOX委員会 

矢島 孝昭委員長 

例会出席報告 

通算３０５８回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５６名 

５５名 

出 席 者 数 ３８名 

欠 席 者 数 １７名 

出 席 率 69.10％ 

前前回修正 76.92%～80.77％ 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長        大変×２ 

新年明けましておめでとうございます。本年も皆様

にご協力を賜りますが、宜しくお願い申し上げます。

そして本日より４名の新会員さんがお仲間になりま

した。心より歓迎致しますと共に、ご入会して頂き心

より感謝申し上げます。 

☆石川 長司副会長        大変           

明けましておめでとうございます。今年も宜しくお

願いします。本日、小池和敏様、長柄光則様、齊藤一

則様、森田信一郎様 新入会員の入会を歓迎致します。 

☆本島 克幸幹事           

本年も宜しくお願い申し上げます。新入会員の皆様、

館林 RC にようこそ。 

☆宮内敦夫パストガバナー     大変 

 皆様明けましておめでとうございます。 

新会員の皆様ご入会おめでとうございます。 

よろしくお願いいたします。 

☆新井 保会員 

 明けましておめでとうございます。 

又 4人の新会員の入会を歓迎して。 

☆新井 進会員 

 本日は新入会員を大勢お迎えした事。又「ロータリ

ーの友」1月号に短歌 4席に掲載されましたので。 

☆野辺 昌弘会員        大変 

 新年おめでとうございます。 

そして新会員の皆様歓迎いたします。 

☆松本 耕司会員        大変 

全世界が、コロナ騒ぎで大変な中、新年を迎えまし

た。本県も非常事態寸前ですが、本日新年の理事会も

無事終了することが出来ました事に感謝致して。 

☆坂村 吉保会員  

 明けましておめでとうございます。4人の新入会員

を歓迎します。頑張って下さい。今年もよろしくお願

いいたします。 

☆齊藤 要会員         大変 

☆小池 敏郎会員        大変 

☆長柄 純会員         大変 

 息子達が入会致します。宜しくご指導願います。 

☆浦野 隆会員 

 明けましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いいたします。 

☆小暮 高史会員 

 新年おめでとうございます。今年も宜しくお願い致

します。 4名の新入会員を歓迎します。 

☆田部井 孝一会員 

 新年明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いします。又、本日 4名の新会員をお迎え致

しまして。 

☆小暮 雅𠀋会員        大変 

 おめでとうございます。今年もよろしくお願いしま

す。新会員の皆さん入会おめでとう。 

☆瀬山 欣春会員        大変 

 新年おめでとうございます。新型コロナに負けずに

頑張りましょう。今年もよろしくお願いします。 

☆中村 研司会員        大変 

新年明けましておめでとうございます。 

新入会員の皆さんようこそ館林ロータリークラブへ。

これから一緒に楽しいロータリーライフを過ごしま

しょう。 

☆渋澤 勉会員         大変 

 新年明けましておめでとうございます。 

新入会員の皆様入会おめでとうございます。今後共宜

しくお願い致します。 

☆関口 昇会員           

小池さん、長柄さん、齊藤さん、森田さん、皆さん

の入会を歓迎致します。これからもよろしくお願い致

します。 

☆横田 善次会員 

 新年明けまして。今後もロータリーよろしくお願い

いたします 

☆山本 樹会員         大変          

明けましておめでとうございます。また本日 4名の

新入会員を迎えて新年スタート出来ます。小池君、齊

藤君、長柄君、森田君入会おめでとうございます。楽

しいロータリー活動を送りましょう。 
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☆小堀 良武会員 

本年もどうぞ宜しくお願いします。 

☆飯塚 一成会員 

 新年あけましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いします。 

☆根岸 利正会員 

 皆様、本年もよろしくお願いいたします。また、新

会員の皆様方これからもよろしくお願いいたします。 

☆中世 吉昭会員 

 本年もよろしくお願いいたします。 

☆本島 勝則会員 

 明けましておめでとうございます。 

 本年もよろしくお願いいたします。 

☆矢島 孝昭会員 

 新年明けましておめでとうございます。 

本年も皆様の出席、宜しくお願い致します。 

4 名の新入会員の皆様、入会おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S・A・A   小堀 良武委員長 

 
               お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 山田 邦子 

会   長 谷田川 敏幸   副会長 石川 長司 

幹   事 本島 克幸    副幹事 関口 昇 

会報  委員 中世 吉昭    飯塚 一成 

発行責任者 谷田川 敏幸  編集責任者 中世 吉昭 
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