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ロータリーは機会の扉を開く
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館林ロータリークラブ会報
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奉仕の理想
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谷田川

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

敏幸会長

皆様、こんにちは。新型コロナウイルス感染が収束
しない中ではございますが、多くの会員の皆様にジョ
イハウスでの最後例会にご出席頂きまして、誠にあり
がとうございます。
本日は村上社長をお招きいたしましての例会にな
ります、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
私事で恐縮ですが、城町食堂を経営しております次
男が、新しくレストランをオープンいたしました。群
馬県立館林美術館内のイルコルネットさんが１２月
で閉店いたしました。その後の募集に際しエントリー
をしておりましたが、決定していただきました。美術
館もしばらく休館しておりましたが、先週の土曜日か
ら竹下夢二展が始まることに合わせてオープンさせ
て頂きました。
店名は「エミール」です。ベルギーの画家のエミー
ル・クラウスから名前を使わせていただいたようです。
城町食堂とは違った雰囲気と食事で楽しんでいただ
けると思いますが、オープンして間もないのでメニュ
ーは少ないですが、美術館に訪れた際には、お茶でも
お飲みになっていただけたらありがたいです。ＰＲに
なってしまいました。
さて、先週はお休みさせて頂きましたが、本日はご
案内の通り、長年お世話になりましたジョイハウスで
最後の例会という事で実施させて頂きました。

ここジョイハウスにつきましては皆様にとりまし
ても沢山思い出があるのではないでしょうか。私も
色々な団体等でお世話になりました。
ＪＣ時代には先輩をお見送りする事があったり、自
分達の卒業例会でワインをしこたま飲まされて懇親
会でダウンしてしまう失態をしたり、ＹＥＧ会長時代
に３０周年を開催させて頂きました。自分の結婚披露
宴もこちらで行わせて頂きましたが、私ではなく父親
の披露宴のようで、当時ロータリーの先輩方を沢山お
招きさせて頂いたと思いますが、コンパニオンは無い
時代でしたので、スナックのママさんやお姉さん達を
お願いしていまして、皆さん顔なじみで、正田宏二ご
夫妻に仲人をして頂きましたが、仲人のご挨拶が終わ
り、乾杯した途端に大宴会になってしまいました。ご
来賓のスピーチはそれにより聞こえず、大変申し訳な
い気持ちで過ごしていたことを今でも覚えておりま
す。
おそらくここにお集まりの皆様も色んな出来事を
思い出しているのではないでしょうか。
今後、新しくなってオープンされることを願ってお
りますし、お世話になりました歴代の社長様とスタッ
フの皆様に、心から感謝を申し上げ、挨拶に代えさせ
て頂きます。ありがとうございました。

―お

客

様―

（株）ジョイフルパーク代表取締役社長
村上 仁様
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谷田川 敏幸会長
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
参加者 毛塚 宏
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
参加者 飯塚一成
Ｒ３．１．１８（月）
館林つつじサポーターズ倶楽部役員会
於・つつじが岡公園旧管理事務所２階
参加者 谷田川敏幸
Ｒ３．１．２４（日）
新会員セミナー
於・オンライン
参加者 菊地晴美・小池和敏・齊藤一則
長柄光則・羽鳥紫乃・森田信一郎

拶―

今 後 の 予 定
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
Ｒ３．１．３０（土）
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
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
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
Ｒ３．２．１２（金）
理事会／通常例会
於・ニューミヤコホテル館林
Ｒ３．２．２０（土）
イルミネーション撤去作業
於・館林駅前通り
Ｒ３．４． ３（土）
第４分区Ｂ ＩＭ
中止（紙面開催）
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
Ｒ３．４．２５（日）
地区大会（地区役員・会長・幹事以外はＷＥＢ参加）
於・ベイシア文化ホール
（地区役員・各クラブ会長・幹事）
Ｒ３．６．１２（土）～１６日（水）国際大会
於・バーチャル

館林ロータリークラブより、記念品を頂戴いたしま
した。ジョイハウス全従業員を代表して、心より厚く
御礼を申し上げます。
ジョイハウスは 1 月 31 日を最後に一時休店という
事になります。1971 年に開店し 50 年になりますが、
その間、ロータリークラブの皆様を始め地元の方々に
愛され、御利用して頂き、心より重ねて御礼申し上げ
ます。
これから、全ての建物を取り壊し、その後改めて建
物を立て直し、概ね 2 年後にジョイハウスとして戻っ
てきて、皆様とお会い出来るように色々と計画を進め
ている所でございます。その間、従業員の雇用維持を
したいと思っており、3 月中に三の丸芸術ホールの隣
のレストランを借り受け、中華料理専門店‟桃林”を
開店する準備を進めています。またもう一軒、正田醤
油本社ビルの一部を改築し、4 月より和洋のレストラ
ンの開店を目指し準備を進めております。開業の際に
はご案内を差し上げます。変わらぬご愛顧を頂戴出来
ればと思いますので宜しくお願い致します。
本日は本当にありがとうございました。
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２月１６日（火）→ 休会（定款第７条第１節により）
２月２３日（火）→ 休会（祝日 天皇誕生日）
◆安中ＲＣ
２月 ９日（火）→ Ｗｅｂ例会
（Ｚｏｏｍミーティング）
２月１６日（火）→ Ｗｅｂ例会
（Ｚｏｏｍミーティング）
２月２３日（火）→ 休会（祝日）
◆碓氷安中ＲＣ
２月１１日（木）→ 休会（祝日）
２月２５日（木）→ 追悼例会
点 鐘 １２：３０

告―

１． 例会場・例会時間の変更
◆太田西ＲＣ
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）
◆高崎東ＲＣ
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）→ 休会
（定款第７条第１節（ｄ）により）
２月１１日（木）→ 休会（祝日）
２月１６日（火）→ 高崎北・高崎セントラルとの
合同例会 中止
２月１８日（木）→ 休会
２月２１日（日）→ 第３分区ＩＭ 中止
２月２５日（木）→ 休会
◆伊勢崎ＲＣ
１月３０日（土）→ 休会
（定款第７条第１節により）
卒園生スーツ寄贈式は関係者のみで実施
２月 ５日（金）→ 休会（定款第７条第１節により）
２月１２日（金）→ 休会（定款第７条第１節により）
２月１９日（金）→ 休会（定款第７条第１節により）
２月２６日（金）→ 休会（定款第７条第１節により）
◆伊勢崎南ＲＣ
２月 ２日（火）→ 休会
（定款第７条第１節（ｄ）により）
２月 ９日（火）→ 休会
（定款第７条第１節（ｄ）により）
２月１６日（火）→ 休会
（定款第７条第１節（ｄ）により）
２月２３日（火）→ 休会（祝日）
◆前橋西ＲＣ
１月２２日（金）→ 休会
（定款第７条第１節（ｄ）により）
１月２９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）
◆前橋東ＲＣ
１月２８日（木）→ 休会（定款第７条第１節により）
２月 ４日（木）→ 休会（定款第７条第１節により）
２月１１日（木）→ 休会（定款第７条第１節により）
２月１８日（木）→ 休会（定款第７条第１節により）
２月２５日（木）→ 休会（定款第７条第１節により）
◆富岡かぶらＲＣ
１月２６日（火）→ 休会（定款第７条第１節により）
２月 ２日（火）→ 休会（定款第７条第１節により）
２月 ９日（火）→ 休会（定款第７条第１節により）

２． 会報、週報
◆サントリースコールサロン事務局 → 会 報
３． その他
◆ガバナー事務所
①２０２３―２０２４年度ガバナー候補者について
のお知らせ
２０２３－２０２４年度ガバナーノミニー・デジグ
ネート
保坂 充勇（ほさか みつお）
（沼田ロータリークラブ所属）
②新規米山記念奨学生 世話クラブ募集について
今年度も新規の米山記念奨学生を選考し、今年の
４月から新たに１５名の留学生を迎えることにな
りました。本年度も多くのクラブから世話クラブ及
びカウンセラーになっても良いというクラブを募
集いたします。
◆第４分区Ｂ 中山 勉ガバナー補佐
ＩＭ開催方法変更についてのお知らせ
昨今、全国・群馬県・館林地区とコロナ感染症拡大
が続いている状況下では一堂に会しての「ＩＭ開催」
は困難と判断し、４月３日（土）ＩＭは中止とし、
「紙
面ＩＭ開催」といたします。
各クラブ様の発表を紙面にて纏めて「ＩＭ開催」と
致します。
１．テーマ：
『日本のロータリー１００周年を祝い、
これからのクラブや奉仕活動のあり方について
語り合う』
２．原稿データ要項として、１クラブＡ４用紙
１ページ程度（別紙添付）
クラブの写真（公式訪問集合写真・奉仕活動写真）
計２枚
３．発表者は各クラブにおまかせ致します
４．締切日：２月２５日（木）
◆（公財）ロータリー米山記念奨学会
「ハイライトよねやま ２５０号」
◆前橋ＲＣ
地区大会変更のご案内
昨今の新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑
み、会員のより一層の感染リスクを防止するためにサ
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くいていくか、更に活性化し強化するためには何を行う
かを考えて頂く大事な役割が残っております。2 月に入
りましたら理事会等で案をご提示して頂き、協議し今年
度中に仕上げたいと考えております。皆様の御協力を得
て進めて行きたいと思いますので、その節は宜しくお願
い致します。

テライト会場は取りやめ、メイン会場のみの開催とさ
せていただきます。
メイン会場での参加者は地区役員（パストガバナー
ご夫妻等含む）、各クラブの会長・幹事、前橋・前橋
東・前橋西クラブのスタッフを予定しています。
その他の皆様は Web（You Tube）での参加となります。
【日 時】４月２５日（日）１３：３０～
（登録は１２：４５～）
【会 場】ベイシア文化ホール
（群馬県民会館大ホール）
（住所：前橋市日吉町１丁目１０番地の１
ＴＥＬ：027-232-1111）
【登録料】なし（全会員）
◆（公社）館林青年会議所
２０２１年度新年のご挨拶
【動画配信予定日】２月３日（水）を目途に
ＷＥＢ配信
【配信ＵＲＬ】（公社）館林青年会議所
YouTube チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC5nbDuhOGf1EDG
hVLDTlSWg
◆和光
→ カタログ１部

上野

和路会員

今年 6 月に予定されていました、台湾でのロータリ
ークラブ国際大会の開催が中止となりました。
バーチャルで開催されることになりました。

― 委員会報告 ―
クラブ研修常任委員会
新井 進常任委員長

出席・ニコニコ BOX 委員会
矢島 孝昭委員長

谷田川年度においては、女性会員も含め大変多くの会
員に入会して頂き、非常に有り難い年度だと思います。
しかし、コロナ禍の中、皆様と集まり研修事業を行った
り、意見を交わす事が難しい状況です。本来であれば、
食事をしながら、或いはお酒を酌み交わしながら、色々
なロータリーの話をしたい所ですが、それが出来ないの
が心残りであります。
さて、クラブ研修常任委員会の事業の中に第 3 期
（2020～23 年）戦略計画の作成があります。
谷田川年度、次の石川年度、さらに中村年度に向けて、
このロータリークラブをどの様にしてより良いものに

例会出席報告

通算３０５９回例会
会 員 数
出席率算出会員数
出 席 者 数
欠 席 者 数
出 席 率
前前回修正
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５６名
５２名
３９名
１３名
75.00％
71.15%～75.00％

使用済切手寄贈

☆石川 正直会員
久しぶりの参加で申し訳ありません。よろしくお願
いいたします。
☆羽鳥 紫乃会員
入会から 7 ケ月、ジョイハウス様にお世話になりと
ても感謝しています。メニューを変えて頂いたり助け
られていましたので、再度ここへ戻って来られる日を
楽しみにしています。
☆山岸 孝昭会員
今年、初めての例会なので。
☆矢島 孝昭会員
いよいよ本日が、この会場での最終例会になりました。
ジョイフルパーク様には、大変お世話になり、ありが
とうございました。
また、会員の皆様にはたくさんの出席ありがとうご
ざいました。

（株）館林うどん

ヽ(^。^)ノニ

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

☆谷田川 敏幸会長
大変
ジョイフルパーク様、長い間大変お世話になり、あ
りがとうございました。心より感謝申し上げます。
☆石川 長司副会長
大変
本日ジョイハウスでの例会最後になります。
村上社長様、長い間大変ありがとうございました。
☆原 初次会員
大変
おくればせながら「おめでとうございます」
本年も宜しくご指導のほど！
☆瀬山 欣春会員
長いことジョイハウス様には、お世話になり有難う
ございました。
☆中村 研司会員
大変
長い間通ったジョイハウスも閉店へのカウントダ
ウンとなりました。明日は家族で食事に参ります。村
上社長お世話になりました。鶏焼きそばをじっくり味
わいます。
☆関口 昇会員
ジョイハウスでの例会が最後という事で。村上社長
を始めスタッフの皆様大変お世話になりました。再開
する日を楽しみにしております。
☆関井 宏一会員
前回の例会欠席してしまいすみませんでした。本年
もよろしくお願い申し上げます。長年に渡りお世話に
なったジョイハウスに感謝して。ありがとうございま
した。お疲れ様でした。
☆山本 樹会員
ジョイフルパーク様、例会永らくお世話になりあり
がとうございました。
☆小堀 良武会員
ジョイハウス様ありがとうございました。
☆荒木 千津子会員
ジョイフルパーク様、長きに渡り大変お世話になり
ました。スタッフの皆様方には心より感謝申し上げま
す。
☆飯塚 一成会員
本日でジョイハウス最後となります。今までありが
とうございました。
☆根岸 利正会員
ジョイフルパーク様に感謝致します。貴重な経験を
させて頂く場所を有難うございました。
◆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

S・A・A

小堀 良武委員長

お疲れ様でした。

第 2840 地区ガバナー 山田
会
長 谷田川 敏幸
幹
事 本島 克幸
会報 委員 中世 吉昭
発行責任者 谷田川 敏幸
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