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

館林ロータリークラブ会報
２０２１年４月２３日(金)
点

鐘・ソング
―会

長

挨

第３０６９回例会報告（Ｎｏ，３４）

奉仕の理想
拶―
谷田川

敏幸

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

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。
本日は大変お忙しい中、館林市長多田善洋様をお迎
えしての例会です。後ほど講話をして頂きますが、本
日は館林市に対して寄付金の贈呈を行わせて頂きま
す。本来でしたら昨年暮れのクリスマス家族例会でお
渡しするはずでしたが、ご承知の通りコロナ渦で中止
となりました。本日お越し頂けるという事でしたので、
贈呈させて頂きます。どうぞ館林市発展のためにお役
立て頂ければ幸いです。
さて、嬉しいニュースがございます。今週の21日水
曜日、第4分区Ａ・Ｂ10クラブゴルフコンペが太田双
葉カントリークラブで開催されました。当クラブから
4組、15名の参加を頂きました。天候にも恵まれ、楽
しくプレーをさせて頂きました。先週の例会でもお話
をしておりましたが、10クラブゴルフコンペで是非団
体優勝をしましょうと申しておりましたが、この度見
事に団体優勝をする事が出来ました。後ほど飯塚委員
長から発表があると思いますが、藤島会員が優勝、本
島幹事が3位、磯野会員が4位となり、ダントツで団体
優勝となりました。確かにハンディーにも恵まれたこ
ともありましたが、それなりに皆さん真剣に取り組ん
でいたと思います。そして飯塚委員長の計らいで、キ

ャディーも付けて頂きましたが、なんと女子プロのキ
ャディーをしている方で、群馬県中のゴルフコースは
全て知っているとのことでした。更にキビキビ動いて
くれるし、かけ声も凄く嬉しく、「ナイスショット」
や「行け行け」「ゴーゴー」などとプレイヤーを気持
ち良くさせてくれる方でした。そのお陰で藤島プロも
良い成績が出たと思います。
そして、先々週の卓話で藤島会員によるアプローチ
の話をして頂きましたが、改めて御礼申し上げます。
機会があれば、希望者にレッスンをして頂ければあり
がたいと思いますので、宜しくお願いします。
また、ゴルフだけでは無く、この度ご案内させて頂
きましたが、高尾山の日帰り旅行でハイキングも予定
しています。今後は上野会員を中心にハイキング部も
やっていければと思いますので、宜しくお願いします。
さて、25日の日曜日は2840地区大会です。先週皆様
には大会プログラムをお配りしましたが、コロナ渦な
ので少人数で開催されます。当日の様子はyoutubeで
配信されますので、お時間の取れます方は是非ご覧頂
き、ご参加頂ければと思います。
そして、本来でしたら大会で新井保会員が永年在籍
表彰を受け取る予定でしたが、昨今の事情でかないま
せんでしたので、本日私の方から後ほどお渡ししたい
と思います。
本日も宜しくお願い申し上げます。

―

お

客

様―

館林市長 多田 善洋 様

―永

年

在

籍

表
新井

保

入会

―会

務

報

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

彰―
会員

44 年

告―

谷田川 敏幸会長
Ｒ３．４．１８（日）
新規米山記念奨学生オリエンテーション
参加者 飯塚 一成
於・前橋問屋センター会館
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
参加者 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
参加者 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
参加者 谷田川敏幸・本島克幸・新井 進・荒木千津子
飯塚一成・石川長司・磯野哲也・岡田雅一
小池敏郎・田部井孝一・羽鳥紫乃・藤島 厚
本間美儀男・矢島孝昭・山本 樹

―幹

事

報

告―
関口 昇

副幹事

１．例会場・例会時間の変更
◆館林西ＲＣ
５月 ４日（火）→ 祝日のため休会
５月１１日（火）→ 理事会・短縮例会
点 鐘 １１：００
会 場 陣 屋
５月１８日（火）→ 短縮例会
点 鐘 １２：１０
会 場 陣 屋
５月２５日（火）→ 短縮例会
点 鐘 １２：１０
会 場 陣 屋
※５月の例会は、コロナ感染症対策の為すべて短縮例会、
持ち帰り弁当となります
※今後のコロナ感染症の状況により変更することもあ
ります
◆太田南ＲＣ
５月４日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）
５月１８日（火）→ 休 会
◆富岡中央ＲＣ
５月６日（木）→ 休会（定款第８条第１節により）
２．会報、週報
３．その他

今後の予定
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
Ｒ３．５．８（土）地区補助金最終審査会
対象者 毛塚
宏
於・前橋商工会議所
Ｒ３．５．１４（金）第３回中長期戦略計画作成委員会
於・ニューミヤコホテル館林
対象者 谷田川敏幸・本島克幸・新井 進・原 初次
石川長司・中村研司・宮内敦夫・小池敏郎
関口 昇・山本 樹
Ｒ３．５．１６（日）親睦家族旅行
於・東京方面（高尾山）
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― 委員会報告 ―
親睦活動委員会 飯塚

一成

ヽ(^。^)ノニ

委員長

☆谷田川敏幸会長
大変
本日は多田市長をお迎えしての例会です。宜
しくお願い致します。また、10 クラブゴルフコ
ンペで団体優勝できましたので。
☆石川 長司副会長
本日 多田市長に講話をして頂きます。
宜しくお願い致します。
☆新井
保会員
大変
多田新市長のご来訪を歓迎し、又、永年在籍表彰を
受けましたので。
☆新井
進会員
当クラブから館林市長誕生を祝して。
多田市長身体に気を付けて。
☆松本 耕司会員
大変
本日は、ご就任なされた多田新市長をお迎えし、本
市の発展の為の方針等を、楽しみに致して居ります。
☆坂村 吉保会員
多田市長のご来訪を歓迎致します。
☆小暮 高史会員
大変
多田市長ようこそいらっしゃいました。
歓迎いたします。
☆田部井孝一会員
今日は多田市長さんの講話を楽しみにしています。
又、先日 10 クラブゴルフコンペにて団体優勝をしま
した。個人戦では藤島会員が優勝しました。本島会員
も 3 位になりました。素晴らしい成績でありました。
ゴルフ部長として大変嬉しく思っております。
☆小池 敏郎会員
館林市長 講話楽しみです！
☆原
初次会員
大変
多田新市長のご来訪を歓迎致します。
☆長柄
純会員
大変
多田市長さん、公職としての講話楽しみにしていま
す。
☆毛塚
宏会員
コロナワクチンは当たりませんでしたが、多田市長
の来訪に感謝！
☆多田 善洋会員
大変×２
本日館林市長として講話をさせて頂ける事に感謝
をし。ゴルフ優勝おめでとうございます。また、館林
市への寄付金ありがとうございました。
☆瀬山 欣春会員
多田市長、これから館林発展の為、活躍を期待して
おります。本日の講話を楽しみにしています。
☆中村 研司会員
大変
多田市長、本日はよろしくお願いします。
10 クラブゴルフ、優勝おめでとうございます。
☆横田 善次会員
多田市長さんご来訪にて

4 月 21 日（水）に太田双葉カントリークラブに於
いて開催されました第 4 分区 A・B 10 クラブ親睦チ
ャリティーゴルフ大会の成績を発表いたします。
（敬省略）
【団体戦】 優勝：館林ＲＣ
【個人戦】 優勝：藤島 厚 3 位：本島克幸
4 位：磯野哲也
ニヤピン賞：谷田川敏幸・荒木千津子
谷田川年度第 3 回親睦インコンペの成績を発表いた
します。
優勝：磯野哲也 2 位：谷田川敏幸
3 位：本間美儀男
5 月 16 日に家族親睦旅行を計画しておりますので、
皆様の御参加をお待ちしております。
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３０６９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

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

５６名
５０名
３８名
１２名
76.00％
88.00%～90.00％
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☆関井 宏一会員
多田善洋市長の講話ありがとうございます。
☆山本
樹会員
大変
本日、多田市長様の講話を聞かせて頂きます。
また、
多田市長様のますますのご活躍を期待いたします。
☆荒木千津子会員
大変
先日の 10 クラブゴルフコンペでは大変お世話にな
りました。また本日は多田市長の講話、よろしくお願
い致します
☆飯塚 一成会員
大変
先日の 10 クラブゴルフ大会は、お疲れ様でした。
団体優勝出来ありがとうございました。
☆根岸 利正会員
先日の 10 クラブ合同チャリティーゴルフコンペ
色々おめでとうございます。
本日、館林市長 多田善洋様に講話を頂戴いたしま
す。よろしくお願いいたします。
☆磯野 哲也会員
10 クラブゴルフコンペで館林 RC が団体優勝！
インコンペでは同伴者と天気に恵まれて優勝する
ことができました。大変ありがとうございました。
☆藤島
厚会員
過日の 10 クラブゴルフコンペでは個人優勝とクラ
ブ優勝が達成できて大満足です。
☆本間 美儀男会員
先日の 10 クラブコンペ参加させて頂きました。団
体優勝おめでとうございます。またインコンペでは 3
位になり大変ありがとうございました。
☆矢島 孝昭会員
多田善洋市長、本日は講話ありがとうございます。
また、皆様に、先日は 10 クラブゴルフコンペでは大
変お世話になりました。

―寄

付

金

贈

―

講

話

―

館林市長 多田 善洋

様

市長としての活動のご報告と、
・広域連携 ・教育、子育て ・医療、福祉、生活
・活力ある産業政策 ・協働のまちづくり
に対する施策をお話し頂きました。
S・A・A

小堀 良武

委員長

お疲れ様でした。

呈―
― 本

4

日

の 昼 食―

10 クラブ親睦チャリティーゴルフ大会
ニヤピン賞

谷田川敏幸会長

おめでとうございます！

第３回親睦ゴルフインコンペ
優勝

◆例会日
◆例会場
◆事務所
◆E:mail

磯野

哲也

会員

毎週金曜日 12：10 より
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
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

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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