
 

 

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、こんにちは。本日も例会出席ありがとうござ

います。 

さて、今週の日曜日は館林市長選挙の投票日でした。

皆様のお陰で我々の仲間に満開の桜が咲き誇りまし

た。皆様の応援を心から感謝申し上げます。 

先ほど別室におきまして理事会を開催させて頂き

ました。この度新市長になられました、多田善洋氏を

名誉会員にご推薦させて頂き承認を頂きました。 

本日、多田名誉会員にご出席を頂いておりますので、

この後ご挨拶を頂きたいと思いますので、宜しくお願

いします。 

今日までの15年間の政治活動や、今後市長としての

市政のあり方など、お話し頂けることと思います。 

そして、本日より4年の任期がスタートします。午

後1：30より初登庁となります。お時間の許す方は、

どうぞ随行して頂ければと思いますので、宜しくお願

い申し上げます。 

また、今後の例会の進め方ですが、本日は通常のタ

イムスケジュールで行わせて頂きますが、来週から3

月と同様に例会を最後まで通して行い、全てのプログ

ラムが終了した後、会食という内容にさせて頂きたい

と思います。 

やはりまだコロナ渦と云うことで、職業柄や様々な

お考えの中で、まだ会食は遠慮したいとお考えの方が 

おられるのは事実だと思います。そこで、その様な方

のためにも、事前にご連絡頂いた方には、お持ち帰り

のお弁当をご用意させて頂けるよう、配慮させて頂き

たいと思います。 

例会出席を最優先と考えておりますので、ご理解の

程、宜しくお願い申し上げます。 

今後、コロナが早く終息することと、多田新市長の

ご活躍をご祈念申し上げ、会長挨拶とさせて頂きます。 

本日も、宜しくお願い申し上げます。 
 

―米山記念奨学金授与― 
韓 陶磊（かん とうらい）君 

 
 

―近 況 報 告― 

 
  大学での研究論文を紹介して頂きました。 

 

 

 

 

 

 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２１年４月２日(金) 第３０６６回例会報告（Ｎｏ，３１） 

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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―名誉会員挨拶― 
館林市長 多田 善洋様 

 
 市政の発展、市民の福祉向上に向けての熱い決意を

お話頂きました。 

 

―会 務 報 告― 
谷田川 敏幸会長 

 
 
Ｒ３．３．２７（土）第２回地区補助金予備審査会 

参加者 毛塚 宏    於・前橋商工会議所会館 

 

今 後 の 予 定 
⑴ Ｒ３．４．３（土） 

足立年度第２回ガバナー補佐・委員長合同会議 

  対象者 小暮 高史 於・ロイヤルチェスター前橋 

⑵ Ｒ３．４．１８（日） 

新規米山記念奨学生オリエンテーション 

対象者 飯塚 一成  於・前橋問屋センター会館 

⑶ Ｒ３．４．１８（日） 

継続米山記念奨学生資格面接   

於・前橋問屋センター会館 

  対象者 米山記念奨学生 韓 陶磊 

⑷ Ｒ３．４．１８（日） 

米山記念奨学委員会情報交換会   於・山人 

  対象者 飯塚 一成 

⑸ 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 

⑹ Ｒ３．４．２４（土） 

地区リーダーシップセミナー   

 於・前橋商工会議所会館 

  対象者 谷田川敏幸・本島 克幸・新井 進 

⑺ 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 

⑻ Ｒ３．５．２（日）第３９回茶の湯研修会 

於・野田宿、森田家 

⑼ Ｒ３．５．２３（日）足立年度地区研修・協議会 

  於・前橋商工会議所 

  対象者 石川長司・関口 昇・小暮高史・小暮雅𠀋

小堀良武・渋澤 勉・宮内敦夫 

⑽ Ｒ３．６．５（土）米山学友会総会 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

  対象者 飯塚 一成・米山奨学生 

⑾ Ｒ３．６．１２（土）～１６日（水）国際大会 

対象者 全会員         於・バーチャル 

⑿ Ｒ３．６．２６（土） 

足立年度第３回ガバナー補佐・委員長合同会議 

  対象者 小暮 高史 

 

―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 
４月 定 例 理 事 会 次 第 

令和３年４月 2日 ＡＭ１１：００～ 

           於・ニューミヤコホテル館林 
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１．会 長 挨 拶 

２．出 席 者 確 認   

 ※義務出席者  １５人中 １３人出席（敬称略） 
  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・原初次 

長柄純・中村研司・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 ４月・５月例会日・例会場所・例会時間変更に 

関する件              －承認－ 

   ４月 ９日（金） → 例会終了後会食 

   ４月１６日（金） →    〃 

   ４月２３日（金） →    〃 

   ４月３０日（金） → 休会 
（定款第７条第１節（ｄ）により） 

   ５月 ７日（金） → 例会終了後会食 

⑵ 花と緑のフェスティバル２０２１協賛金に 

関する件               －承認－ 

     １０，０００円（クラブ負担） 

⑶ クールビズに関する件         －承認－ 

５月１日より６月末まで 

⑷ 地区研修・協議会に関する件      －承認－ 

    出席担当者（5名×1000円クラブ負担） 

    地区役員 2名 

⑸ 会計事務の監査依頼に関する件     －承認－ 

新井 保 会員 

⑹ 名誉会員に関する件          －承認－ 

    新館林市長  多田 善洋 会員 

    館林高校校長 塩田 久敬 様 

⑺ その他 

健康診断 延期 

７．そ の 他 
⑴ 各委員会報告・提案 

４月 卓話予定 

４月 ２日 な し（各種祝い） 
４月 ９日  藤島  厚 会員 

４月１６日  上野 和路 会員 

４月２３日  館林市長 多田 善洋 様 
４月３０日  な し（休 会） 

★ 次回理事・役員会開催日  

２０２１年（Ｒ３年）５月 ７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 

◆前橋東ＲＣ      

４月８日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｃ）により） 

４月２２日（木）→４月２４日（土） 

早朝清掃奉仕移動例会 

         点鐘 ７：００ 

         場所 前橋公園 臨江閣西側周辺 

４月２５日（日）→ 地区大会 

         点鐘 １３：３０ 

         会場 ベイシア文化ホール 

４月２９日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）  

◆碓氷安中ＲＣ     

４月１５日（木）→ 休 会 

４月２２日（木）→ ４月２５日（日）地区大会に振替 

４月２９日（木）→ 休 会（祝日） 

２．会報、週報 

◆館林西ＲＣ → 会 報 

◆館林東ＲＣ → 会 報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①ガバナー月信４月号のご送付 

②第９回全国ＩＡ研修会「中止」のお知らせ 

③ガバナー事務所 臨時閉所のお知らせ 

【日 時】４月８日（木） 終日 

【緊急連絡先】 

２０２０－２０２１年度 代表地区幹事 岡部幹雄 

携帯電話 ０９０－１０５９－３８２４ 

２０２１－２０２２年度 地区幹事 石原保幸 

 携帯電話 ０９０－２５３８－６６６９ 

④ＰＥＴＳ資料のご送付 

◆国際ロータリー日本事務局 

「在宅勤務延長」のお知らせ 

国際ロータリー日本事務局（東京都港区）は、現在、東

京都はじめ、隣接する各県における新型コロナウイルス

感染者数の発症状況を鑑みて、５月初旬の連休後とな 

る ２０２１年５月７日（金）までの間、在宅勤務を延

長させて頂きます。 

１．勤務形態：在宅勤務 

２．期 間：２０２１年４月１日（木）～５月７日（金） 

３．業務時間：９：３０～１７：３０ 

４．連絡方法：お電話や一部郵送物によるご対応が叶い

ませんので eメール、または、FAXでご連絡いただけま

すようお願い致します。 

クラブ・地区支援室：rijapan@rotary.org 

財団室：rijpntrf@rotary.org 

経理室：rijpnfs@rotary.org 

業務推進・IT室：rijpnpi@rotary.org 

FAX（各部署共通）：03-5439-0405 

◆前橋ＲＣ 

地区大会プログラム等のお届け 

今地区大会は地区役員や各クラブの会長・幹事様等の少

数に限らせて頂いた会場参加とＷｅｂ配信のハイブリ

ッド方式で行います。Ｗｅｂ参加される会員様は、大会

プログラムをご参照の上ご覧下さい。 

この機に各ロータリークラブ様に対して下記をお届け

致したく、発送をさせて頂きます。 

・地区大会プログラム 全会員対象 

・地区大会記念品   全会員対象 

 （日本ロータリークラブ１００周年記念切手） 

・表彰品       表彰対象者・対象クラブのみ 

 



 4 

◆前橋西ＲＣ 

地区研修・協議会開催のご案内  

【日 時】５月２３日（日）  

登録受付 １２：３０～１３：００ 

開  会 １３：００ 

閉  会 １７：１５ 

【会 場】メイン会場：前橋商工会議所 

     分科会会場：前橋商工会議所 

【登録料】一人 １，０００円  ※地区役員は不要 

【対象者】２０２１－２２年度の地区役員・会長・幹事・

会員増強委員長・奉仕委員会委員長・ロータリー財団委

員会委員長 

◆（公財）米山梅吉記念館 

①「館報 Vol．３７」のご送付 

②賛助会ご入会及び 

全国１人１００円募金運動のご案内 

  賛助金  お一人 年間３，０００円（一口） 

◆館林市役所 

 館林市健康づくり推進懇話会（書面開催）についての

ご案内 

◆館林市国際交流協会 

 「心とこころ Vol．４２」のご送付及び 

令和３年度会費無料のお知らせ 

◆花と緑の館林づくり協議会 

 「花と緑のフェスティバル２０２１」に伴う飾花作

業のご協力についてのお願い 

①飾花作業 

【日時】４月１４日（水） １０：００～（雨天中止） 

【会場】グリーンバンク 

【内容】プランターへの花苗の植込み作業 

②花の手入れ作業（花がら摘み） 

【日時】５月７日（金） １０：００～（雨天中止） 

    ５月１４日（金） １０：００～（雨天中止） 

【会場】尾曳駐車場（仮） 

【内容】尾曳橋等の花の手入れ 

 

🔸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 

 
 

小暮 高史会員 平成 1年４月入会  在籍 32年 

田部井孝一会員 平成 １年４月入会  在籍 32年 

小暮 雅𠀋会員 平成 1年４月入会  在籍 32年 

横田 善次会員 平成 18年 4月入会  在籍 15年 

古川 正道会員 平成 21年 4月入会  在籍 12年 

飯塚 一成会員 平成 28年 4月入会  在籍 5年 

岡田 雅一会員 平成 28年 4月入会  在籍 5年 

小倉 敏雄会員 平成 28年 4月入会  在籍 3年 

羽鳥 紫乃会員 令和 2年 4月入会  在籍 1年 

（Ⅳ型会員） 

齋藤 佳延会員 平成 30年 4月入会  在籍 3年 

 

在籍年数記念品贈呈者（5年） 
飯塚 一成会員 

 
岡田 雅一会員 

 

―会 員 の お 祝 い― 
親睦活動委員会 飯塚 一成委員長 

 
会員誕生日             （敬省略） 

 青山 守治    昭和 24年 4月 28日 

 谷田川敏幸    昭和 35年４月 6日 

 矢島 孝昭    昭和 47年４月 4日 

ご夫人誕生日 

 野辺 昌弘夫人  昭和 17年 4月 3日 

 田部井孝一夫人  昭和 25年 4月 25日 

 小池 敏郎夫人  昭和 28年 4月 1日 
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 原  初次夫人  昭和 22年 4月 7日 

 森田信一郎夫人       4月 17日 

結婚記念日 

 齋藤  要会員  昭和 47 年 4月 9日          

青山 守治会員  平成 1 年 4月 8日 

小池 敏郎会員  昭和 50 年 4月 6日 

新井  進会員  昭和 39 年 4月 14日 

矢島 孝昭会員  平成 14 年 4月 6日 

小倉 敏雄会員  昭和 54 年 4月 1日 

荒木千津子会員  平成 1 年 4月 10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 4月号」の紹介を致します。 

60ページの歌壇に新井進会員の短歌が 10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。 

18ページの「ガバナーのロータリー・モメント」

のコーナーに当地区の山田邦子ガバナーの記事が掲

載されております。ちなみにロータリー・モメントと

いうのは、「心に残るロータリー体験」という事だそ

うです。 
 

親睦活動委員会 飯塚 一成委員長 

 4月 21日の第 4分区 A・B10RC親睦ゴルフ大会に御

参加される方は、登録料のお支払いをお願いします。 

 

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３０６６回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５６名 

５１名 

出 席 者 数 ３８名 

欠 席 者 数 １３名 

出 席 率 74.51％ 

前前回修正 88.00%～92.00％ 

 

―使用済切手寄贈― 

館林倉庫（株） 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長       大変×２ 

 多田善洋新市長を心よりお祝い申し上げます。 

☆石川 長司副会長       大変 

 多田市長誕生おめでとうございます。 

☆本島 克幸幹事        大変 

 多田市長、おめでとうございます。 

☆宮内 敦夫パストガバナー   大変 

 多田さんの当選を祝して 

☆新井 進会員 

 ロータリーの友 4 月号の歌壇にされ願いを込

めて。 多田さんおめでとうございます。 

☆野辺 昌弘会員        大変 

 多田会員、市長当選おめでとうございます。 

 妻の誕生日にきれいな花束を頂きありがとう

ございます。 

☆松本 耕司会員        大変×２ 

過日の市長選、皆様方の力強いご支援を賜り、会員

の多田善洋市長が、誕生することが出来ました。今後

とも新リーダーの元、素晴らしい館林づくりに、心よ

りのご支援お願い申し上げます。有難うございました。 

☆齊藤  要会員         大変 

 多田新市長、見事な勝利、バンザイ。おめでとうご

ざいました。市民の熱い期待を背負って大変でしょう

が頑張って下さい。 

☆田部井 孝一会員        大変 

 多田善洋会員、市長選に見事当選されまして、おめ

でとうございます。今後のご活躍を期待します。 

 又、内孫（女の子）がようやく生まれましたので。 

☆小暮 雅𠀋会員         大変 

 新市長誕生おめでとうございます。活気ある館林づ

くりをお願い致します。 

☆小池 敏郎会員 

 多田新市長おめでとうございます！板倉も宜しく

お願いします。 

又、妻にきれいなお花有難うございます。 

☆原  初次会員         大変 

 多田さん ご当選誠におめでとうございます。 

☆長柄  純会員         大変 

 多田会員、当選おめでとうございます！今後は市役

所に新しい風を吹き込まれることと期待しておりま

す。 

☆上野 和路会員         大変 

 多田市長誕生を喜びまして！ 

そして皆様の御協力に感謝しまして！ 

☆多田 善洋会員         大変×６ 

 本日７代市長に就任させて頂きます。 

皆様の御厚情に感謝申し上げます。 
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☆瀬山 欣春会員         大変 

 多田会員の市長当選をお祝い致します。これからの

活躍をご祈念申し上げます。 

☆中村 研司会員         大変 

多田会員、ご当選おめでとうございます。 

館林丸の舵取りをよろしくお願いします。 

☆関口  昇会員 

 多田新市長就任おめでとうございます。 

☆横田 善次会員         大変 

 多田様、当選おめでとうございます。当館林ロータ

リークラブより輩出したことは、名誉であり誇らしく

思っております。市政に頑張って下さい。 

☆関井 宏一会員 

 多田会員のご当選おめでとうございます。 

☆山本  樹会員         大変×２            

大輪の花が咲きました。皆様のご支援のおかげです。

ありがとうございました。また、本日この後新市長の

初登庁です。見て頂ければ幸いです。多田市長の長い

活躍を祈念しまして。 

☆小堀 良武会員         大変 

 多田市長おめでとうございます！ 

☆荒木 千津子会員        大変 

 多田新市長のご誕生おめでとうございます。 

心よりお祝い申し上げます。 

☆飯塚 一成会員 

 多田会員おめでとうございます。 

また、ロータリーに入り 5年になりました。ありがと

うございます。 

☆中世 吉昭会員 

 多田市長の誕生、おめでとうございます。 

☆小池 和敏会員        大変×２ 

 入会させて頂きありがとうございます。初めてのニ

コニコカードが遅くなってしまい申し訳ありません。

これからたくさんニコニコ出来る様に頑張ります。 

☆矢島 孝昭会員 

 多田善洋新市長、おめでとうございます。 

心よりお祝い申し上げます。 

 

S・A・A   小堀 良武委員長 

 
               お疲れ様でした。 

―理 事 会 報 告― 
２０２１～２０２２年度・館林ロータリークラブ 

第３回理 事 ・ 役 員 会 次 第 

令和 ３年 ４月 ２日                                           

例会終了後～                                            

於・ニューミヤコホテル館林 

 
１． 会長エレクト挨拶 

２． 出 席 者 確 認    

※義務出席者  １５人中 １３人出席（敬省略） 

 石川長司・中村研司・谷田川敏幸・関口昇・瀬山欣春

根岸利正・新井進・野辺昌弘・小暮雅𠀋・小池敏郎 

長柄純・本島克幸・山本樹  

（オブザーバー 飯塚一成） 

３. 資 料 確 認 

４. 協 議 事 項 
⑴ ２０２１～２０２２年度委員会構成に関する件      

－承認－ 

⑵ ２０２１－２２年度地区委員長・委員候補者推薦に

関する件              －承認－ 

   ＩＣＴ委員会委員・・・・・関井 宏一 会員 

⑶ 第１回クラブ協議会開催に関する件   －承認－ 

【日 時】令和３年５月２８日（金）  例会終了後～ 

【会 場】ニューミヤコホテル館林 

【登録料】なし 

⑷ クールビズに関する件         －承認－ 

    ７月１日～１０月３１日まで 

⑸ 地区研修・協議会に関する件      －承認－ 

【日  時】５月２３日（日）  

登録受付 １２：３０～１３：００ 

      開  会 １３：００ 

      閉  会 １７：１５ 

   【会  場】前橋商工会議所 

   【集合場所】 未定 

   【集合出発】 未定 

  【移動手段】 未定 

   【協議会終了後懇親会】 未定 

   【懇親会登録料】 未定 

⑹ その他 

★ 第４回理事・役員会開催日  
２０２１年（Ｒ３年）６月 ４日（金） 例会終了後～ 

於・ニューミヤコホテル館林 
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―多田市長初登庁― 

 

 
 

 
おめでとうございます！ 

ご活躍をお祈り申し上げます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆例会日 毎週金曜日 12：10 より 

◆例会場 ニューミヤコホテル館林（館林市文化会館内） 

     館林市城町 3-1 TEL0276-50-1541 

◆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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