
 

 

点 鐘・ソング 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。 

先週の例会後は、新市長の初登庁でした。多くの皆

様に見守られての登庁でしたが、改めて我々の仲間が

市長に当選しましたことを嬉しく思いました。 

その後、直ぐに戻り九州に向かい、全日本九州大会

に行って参りました。結果は2位と残念でしたが、次

戦ではリベンジしたいと思います。 

さて、今月は「母子の健康月間」です。今月の月信

に前橋ロータリークラブの五味会員さんが寄稿して

おりますのでご紹介させて頂きます。 

「デジタル庁」が今秋にも発足し、その基本政策の

一つが「マイナンバーカードの多目的利用」となった。

健康保険証や医療機関ごとに出されていた診察券の

機能もマイナンバーカードによって代替され、一枚の

「共通診察券」となって、受診者の利便性が高まるこ

とになる。 

私たち（一社）ＩＣＴまちづくり共通プラットフォ

ーム推進機構（ＴＯＰＩＣ）は１０年前からこうした

課題に取り組んできた。特に「母子健康手帳の電子化」

において、マイナンバーカードを用いて国の公的個人

認証システムによる本人確認を行い、母子健康情報サ

ービスの登録・利用ができるようになった。この「前

橋モデル」は全国１２自治体にまで広がっている。こ

れは、妊娠・出産・乳幼児期における健康や成長の記

録といった、従来の母子健康手帳の機能をクラウド化

することにとどまらず、生涯にわたっての傷病記録、

投薬履歴、医療画像データ、予防接種履歴等、健康に

関する全ての個人データを自分自身が一元的に保有する

ことができ、いわゆる「私の生涯健康手帳」に発展さ

せることができる。また、その蓄積した健康・医療情

報を本人の意思に基づき「公的個人認証」とマイナン

バーカードを使いＰＨＲ（パーソナル・ヘルス・レコ

ード）として、個人の健康管理はもとより、社会全体

のビッグデータとして、新しい健康政策・医療行政に

役立てることができる。結果として医療コストの削減

や健康寿命の増進につながり、医療分野における多職

種連携に寄与することが想定される。こうした取り組

みに対する診療報酬の検討も視座に置くことができ

るだろう。母子健康情報サービスは自治体が窓口とな

り、自治体が僅かな利用料を拠出するだけで、利用者

の負担は無い。しかし、現実的にはさまざまな分野に

関わることなので、診療所、病院等の医師、歯科医師、

薬剤師等の一層の理解と協力が必要不可欠のものと

なり、保健所の職員、行政トップの判断と併せ、今後、

このサービスの展開、進捗の鍵となる。そうした関係

者が未来社会とこれから生まれてくる子ども達とど

う向き合うのか、一人ひとりの志と情熱と覚悟が求め

られている。 

以上、ご紹介させて頂きます。 

本日の卓話は、藤島会員によるゴルフの上達方法で

す。彼は何度もクラブチャンピオンとなっています。

今日はアプローチのについてお話しして頂けるよう

ですが、今月の21日に行われる10クラブゴルフコンペ

では、プロのアドバイスを受けて団体優勝が出来ると

思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

―会 務 報 告― 
谷田川 敏幸会長 

Ｒ３．４．３（土） 

足立年度第２回ガバナー補佐・委員長合同会議 

参加者 小暮 高史・宮内 敦夫 

於・ロイヤルチェスター前橋 

今後の予定 

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 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２１年４月９日(金) 第３０６７回例会報告（Ｎｏ，３２） 

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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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 

Ｒ３．４．１８（日）米山記念奨学委員会情報交換会 

対象者 飯塚 一成          於・山人 

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 

Ｒ３．４．２４（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 

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） 

Ｒ３．５．２（日）第３９回茶の湯研修会 

於・野田宿、森田家 

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 

Ｒ３．５．２８（金） 

２０２１－２２年度 第１回クラブ協議会 

  対象者 ２０２１－２２年度の会長・幹事・理事 

地区役員・地区委員・各委員会委員長 

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 

Ｒ３．６．１２（土）～１６日（水）国際大会 

対象者 全会員           於・バーチャル 

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 

 

―幹 事 報 告― 
幹事 本島 克幸 

 
 

１．例会場・例会時間の変更 

◆太田ＲＣ       

４月 ８日（木）→ 休 会 

４月２２日（木）→ 社会奉仕委員会「ロータリーの森

清掃例会」 

  清 掃 太田市健康センター南側太田中央公園内 

  例 会 太田グランドホテル 

４月２９日（木）→ 祝日のため休会 

◆前橋西ＲＣ      

４月３０日（金）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆高崎東ＲＣ      

４月 ８日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

４月１５日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

４月２２日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆伊勢崎東ＲＣ     

５月 ３日（月）→ 憲法記念日のため休会 

５月１０日（月）→ ５月１４日（金）夜間例会 

          点 鐘 １８：００ 

          会 場 伊勢崎プリオパレス 

５月１７日（月）→ ５月１９日（水）５ＲＣ合同例会 

          点 鐘 １７：３０ 

          会 場 プラザ・アリア 

５月３１日（月）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆富岡ＲＣ       

４月２１日（水）→ 移動例会 

   点 鐘 １２：１０ 

   会 場 北部運動公園 富岡市民球場入り口前 

４月２８日（水）→ 移動例会 

   点 鐘 １２：１０ 

   会 場 北部運動公園 富岡市民球場入り口前 

５月 ５日（水）→ 休 会（こどもの日） 

◆富岡かぶらＲＣ    

５月 ４日（火）→ 休  会（ゴールデンウィーク） 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①地区会員必携用お写真ご送付のお願い 

 次年度の会長・幹事の顔写真の提出 

◆大泉ＲＣ 

 第４分区Å・Ｂ１０クラブ親睦チャリティーゴルフ

大会の各賞についてのご案内 

 団体表彰は、いつも通り両コース合わせて集計いた

しますが、個人表彰は、各コース別に集計しそれぞれ

表彰致します。（コース別に優勝が決まります。） 

◆館林商工会議所 

  「商工たてばやし №４４８」のご送付 

 

―次年度理事会報告― 
関口 昇副幹事 
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２０２１－２２年度第 3回理事・役員会 
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 

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 

 

― 委員会報告 ―  

クラブ研修常任委員会  新井 進常任委員長 

 
 第 3期中長期戦略計画作成委員会を、本日例会 

終了後に開催します。 

委員の方は御参加よろしくお願いいたします。 

 

インターアクト委員会（地区）   山本 樹委員 

 

 来年 7月にインターアクト年次大会が、館林に於い

て、館林高校と館林ロータリークラブのホストで開催

されます。 

中村年度が始まってすぐになります。今後準備を進め

ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

プログラム・健康増進委員会  根岸 利正委員長 

 
 卓話の件ですが、現在新型コロナウイルス感染症の

影響で、外部の方にお願いするのが非常に難しい状況

になっております。 

クラブ会員の皆様で、自薦他薦は問いませんので、卓

話をして頂ける方は、私の方までお願いします。 

 

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３０６７回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５６名 

５０名 

出 席 者 数 ３９名 

欠 席 者 数 １１名 

出 席 率 78.00％ 

前前回修正 86.27%～88.24％ 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長      大変 

 本日は藤島会員によります貴重なゴルフのテ

クニックが聞けますので。 
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☆石川 長司会員          

本日藤島厚会員に卓話をして頂きます。 

宜しくお願いします。 

☆本島 克幸幹事 

 藤島会員、卓話宜しくお願いいたします。 

☆横沢 淳夫会員       大変×１２ 

4月 3日会社創立 60年を迎えることが出来ました。

これも御得意様と社員皆さんの協力、そして会社の努

力と運の良さと全ての人と事と物に心から感謝して

います。有難うございました。 

☆原  初次会員       大変                 

四月七日、妻に素敵な花束をいただきましたので。

又コロナが増えております。お互いに気を付けましょ

う！ 

☆毛塚  宏会員        大変 

 春爛漫、館林邑楽地区の教科書納入が無事に完了し

ました。遅ればせながら多田市長、就任おめでとうご

ざいます。 

☆根岸 利正会員 

 本日、小堀 S.A.Aがお休みの為、進行をさせて頂き

ます。また、卓話を藤島厚会員にして頂きます。よろ

しくお願いいたします。 

☆磯野 哲也会員 

本日は藤島会員の卓話を大変楽しみにしております。 

☆藤島  厚会員 

 本日は卓話をさせて頂きます。 

宜しくお願い致します。 

☆本間 美儀男会員 

 本日は新入会員であります藤島会員からの卓話、 

大変楽しみにしております。 

☆矢島 孝昭会員 

 本日は、藤島会員 卓話宜しくお願いします。 

又、横澤先輩、会社創立 60周年おめでとうございま

す。たくさんのニコニコありがとうございました。 

 

― 卓 話 ― 
紹介：プログラム・健康増進委員会 

根岸 利正委員長 

 

藤島  厚会員 

 
  

 本日は、ゴルフのスコアアップに即効性のあるアプ

ローチショットのお話をさせて頂きます。 

 アプローチショットには大きく 3つの打ち方があ

ります。 

 ・ピッチショット（高く上げて止める） 

 ・ピッチ＆ラン（半分飛ばして、半分転がす） 

 ・ランニング（転がす） 

 では、それぞれのショットをする際、どの様なこと

に注意するかを説明します。 

 ・ピッチショット 

① アドレスはハンドファーストにし過ぎない 

② アドレスした時、グリップエンドと体の間隔

はこぶし 1個か 1個半 

③ 手打ちではなく、振り子をイメージして 

体の回転で打つ 

④ インパクトの瞬間まで頭を残す 

 ・ピッチ＆ラン 

① スタンスの幅はこぶし 2個くらい 

② 左足に 6割体重をかけるイメージ 

③ ハンドファーストに構える 

（左の太ももの前に手がくる） 

構えた位置がインパクトの位置と同じ 

 ・ランニング 

  ①状況が許せば、ウェッジ等を使用するより 

パターを使用するのが安全で確実 

 （パターを使用して行うアプローチをテキサスウェ

ッジと呼びます。これはテキサス州出身のベン・ホー

ガンが広めた言葉だと言われています） 

 これらのアプローチショットを、状況に応じ組み合

わせてプレイすることが上達に繋がるのではないか

と思います。 

 次にアプローチの距離感をつかむ方法を説明しま

す。 

時計の文字盤をイメージし、振り幅を決めます。 

例えば、テイクバックを 7時、フォローを 5時の時は

何ヤード飛び、どれくらい転がるか。8時～4時では

何ヤードか、9時～3時では何ヤードか等、反復練習

をして自分の距離感を把握してください。 

 以前、本番のラウンドは練習の成果を出すところだ

と教わりました。皆様も是非練習をして、それを本番

で試して頂いてゴルフを楽しんでください。 
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＜本日のお食事＞ 

 
 

 

S・A・A   根岸 利正副委員長 

 
お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

◆例会日 毎週金曜日 12：10 より 

◆例会場 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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