ロータリー２０２１～２０２２度

奉仕しよう みんなの人生をゆたかにするために
第２８４０地区 ２０２１～２０２２年ロータリーのテーマ

館林ロータリークラブ会報

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID

２０２２年４月１５日(金)

１３９５６

第３１０２回例会報告（Ｎｏ，２５）
単位で配送される手はずになっておりますのでよろし

点

鐘・ソング

国歌・奉仕の理想

くお願いいたします。
そしていよいよ館林にとって特別な季節がやってま

― 会

長

挨

拶

―

いりました。先週の日曜日から 5 月 15 日までつつじが
岡公園で「つつじまつり」が開催中です。ここでしか見
られない貴重な品種のツツジを含め約 100 種・1 万株も
のツツジが植えられており、特に有名なものが推定樹齢
800 年のヤマツツジや標高 4 メートルを超えるツツジ巨
樹群です。地元だからいつでも見られると思い、足が遠
のいている方も多いのではないでしょうか。コロナ禍で
日常生活がストレスに感じている方も多いと思います。
ぜひ気分転換に足を運んでいただきたいと思います。
この後、ご紹介があるかと思いますが、本日は群馬
銀行館林支店の新支店長、桜井和幸さんを新入会員とし
てお迎えしておりますので、入会式を予定しております。

石川

長司 会長

先輩会員の皆さん、どうぞ温かく歓迎していただきます
ようお願い申し上げます。

皆さんこんにちは。例会出席ありがとうございます。
先週のガバナー公式訪問例会では、皆様のご協力のも

以上で私の挨拶とさせていただきます。本日もよろ
しくお願いいたします。

と無事に開催できましたことに感謝を申し上げます。2
月に急遽キャンセルになったときは皆さんがお迎えの

―

お

客

様

―

準備をほぼ終えたところでしたので、非常に心苦しい気
持ちでいっぱいでしたが、先週もまた同じくお迎えの準
備をしてくださったことに改めて感謝を申し上げます。
さて、今月初めの例会でも申し上げた通り 4 月 24
日（日）には地区大会が開催されます。参加される皆さ
んはすでにご存じかと思いますが、当日 7 時 20 分に三
の丸南面駐車場集合でお願いいたします。バスで会場に
なっている前橋のベイシア文化ホールへ向かいます。ま
た、日にちが前後いたしますが 4 月 19 日（火）には第
4 分区 A・B 10 クラブチャリティー親睦ゴルフ大会が開
催されます。館林クラブからは 3 組が参加となっており
ます。参加者される方には大変ご協力いただきありがと
うございます。当日表彰式は行わず、賞品は後日クラブ

館林市長 多田 善洋 様

― 新会員

入会式

於・オリムピックスタッフ足利ゴルフコース

―
Ｒ

４． ４．２３（土）
（公財）米山梅吉記念館
春季例祭
於・米山梅吉記念館ホール

Ｒ

４． ４．２３（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 石川 長司・関口

昇・小暮 高史

宮内 敦夫
Ｒ

４． ４．２４（日）地区大会
於・ベイシア文化ホール（大会）

Ｒ

紹介者

４． ５． ４（水）花と緑のフェスティバル

谷田川 敏幸 会員

２０２２イベントお手伝い
対象者 長柄 光則
Ｒ

於・陽だまりの広場

４． ５． ６（金）第７回日台ロータリー
親善会議
於・ホテルニューオータニ博多

Ｒ

４． ５． ８（日）次世代リーダーセミナー
於・前橋商工会議所会館

対象者 入会３年以下の新会員
Ｒ

４． ５． ９（月）～１１（水）大口寄付 恒久
基金 入門セミナー

於・Zoom

対象者 小暮 雅𠀋
Ｒ

４． ５．１４（土）地区補助金最終審査会

群馬銀行 桜井 和幸 会員

於・前橋商工会議所会館
対象者 小暮 雅𠀋

― 会

務

報

Ｒ

告 ―

４． ５．１４（土）第１９回ロータリー
全国囲碁大会

石川 長司 会長

於・日本棋院本院

Ｒ ４． ４．１０（日）中野年度第２回
Ｒ

ガバナー補佐・委員長予定者合同会議
参加者 山本

樹

於・サンコー７２カントリークラブ

於・前橋問屋センター会館
Ｒ

Ｒ ４． ４．１２（火）次世代リーダーセミナー
参加者 小暮 高史

４． ５．１５（日）地区大会記念ゴルフ大会
４． ５．２１（土）地区研修・協議会

打ち合わせ会議

於・ティアラグリーンパレス

於・前橋問屋センター会館

対象者 ２０２２－２３年度

今後の予定

地区役員・地区委員・会長・幹事

Ｒ ４． ４．１６（土）花と緑のフェスティバル

会員増強委員長・

対象者 長柄 光則

２０２２飾花作業

公共イメージ・環境問題に関する委員長

於・グリーンバンク

ロータリー財団委員長
Ｒ

Ｒ ４． ４．１６（土）新規米山記念奨学生

４． ５．２２（日）親睦家族旅行

（日帰りバス旅行）

・カウンセラーオリエンテーション

Ｒ

・米山記念奨学委員会情報交換会

於・東京（高尾山）方面

４． ５．２７（金）太田中央ＲＣ創立３０周年
記念式典

対象者 小堀良武・渋澤勉 於・前橋問屋センター会館

対象者 石川 長司・関口

Ｒ ４． ４．１９（火）第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ

宮内 敦夫

親睦ゴルフ大会
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於・マリエール太田
昇・小暮 高史

Ｒ ４． ５．２８（土）前橋北ＲＣ創立４０周年
記念式典

担当会員・女性会員クラブリーダー・会長・幹事などが

於・前橋商工会議所

出席し、その様子を写真撮影する。

対象者 石川 長司

②２０２４－２５年度ガバナー候補者指名の公表につ

Ｒ ４． ６． ５（日）ヒューストン国際大会

いてのご連絡

日本人親善朝食会

２０２４－２５年度ガバナー候補者

於・Marriott Marquis Houston

森 末廣（もり すえひろ）氏（桐生ＲＣ）
③次世代リーダーセミナーのディスカッションリーダ

― 幹

事

報

ーのお願い

告 ―

【対象者】毛塚

宏

④地区補助金最終審査会のご案内
【日 時】５月１４日（土） １３：００～１６：００
【会 場】前橋商工会議所会館
【対象者】小暮 雅𠀋
⑤地区リーダーシップセミナープログラム内容変更の
お知らせ
◆（公財）ロータリー米山記念奨学会
「ハイライトよねやま２６５号」のご送付
▼全文は、こちらよりご覧ください。

根岸

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/su

利正 副幹事

１．例会場・例会時間の変更

mmary/highlight265_pdf.pdf

◆富岡かぶらＲＣ

◆太田西ＲＣ

５月１０日（火）→ 移動例会

創立５０周年記念式典の御礼状のご送付
◆太田中央ＲＣ

会 場 花菜園

創立３０周年記念式典のご案内

５月３１日（火）→ ５月２８日（土）移動例会に振替

【日 時】５月２７日（金） 登 録 １６：００～

日帰り親睦旅行

式 典 １７：００～１７：５０

２．会報、週報

祝賀会 １８：００～２０：００

３．その他
◆ガバナー事務所

【会 場】マリエール太田

①インターアクトクラブ推奨高校への感染症対策物品

【登録料】お一人様 １０，０００円

の寄贈のスケジュールについてのお知らせ

【対象者】会長・幹事・ガバナー補佐

１．推奨高校へ主旨をお伝えの上、高校が寄贈を希望す

◆新田ＲＣ

る感染症対策物品の聞き取りを行う。予算は、税込５万

次年度秋の１０ＲＣゴルフ大会日程のお知らせ

円以下とする。

【日 程】１０月１３日（木）

２．各クラブでは、決まった感染対策物品の見積もりを

【会 場】太田双葉カントリークラブ

クラブ宛名で取り、それに従って購入する。購入代金は、

◆前橋北ＲＣ

クラブで立て替える。立替金については、寄贈後、領収

創立４０周年記念式典のご案内

書を確認した後、クラブ宛に入金。領収書の宛先は各提

【日 時】５月２８日（土）

唱ロータリークラブとする。

登録受付 １４：００～１４：３０

３．領収書は、桐生西ロータリークラブ事務局 浦野幸

記念式典 １４：３０～

子女性ネットワーク委員長宛に送付する。４月中に購入

祝 賀 会 １６：００～

してもＯＫ。

【会 場】前橋商工会議所

４．５月２３日～３０日の期間に物品をインターアクト

【登録料】お一人様 １０，０００円

推奨高校へ寄贈する。寄贈する際には、インターアクト

【対象者】会長
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◆前橋西ＲＣ

くお願いいたします。

事務局住所変更のお知らせ

☆上野 和路副会長

【新住所】〒２７１－０８５５

本日は、多田市長様に卓話していただきますので。

前橋市問屋町１－１０－５ ＴＡＧビル３Ｆ

大変頂きました

また群銀支店長の桜井和幸さんの入会を歓迎いた

【電話・ＦＡＸ】変更なし

しまして。

◆館林市国際交流協会

☆松本 耕司会員

令和４年度会費納入のお願い

先週のガバナー公式訪問例会、大変ご苦労様でし

【年会費】個人会員 2,000 円（家族会員は 500 円）

大変頂きました

た。本日、途中退場になりますが、お許し下さい。

団体会員 10,000 円

桜井新入会員のご活躍を、お願い申し上げます。

◆花と緑の館林づくり協議会

☆小暮 高史会員

大変頂きました

花と緑のフェスティバル協賛金の御礼状のご送付

先週のガバナー公式訪問では、大変お世話になり

◆館林つつじサポーターズ俱楽部

ました。この訪問は、ガバナーにとって 45 番目、

会員カード等のご送付

最後の公式訪問です。皆様ありがとうございまし

◆㈱生駒時計店

た。

２０２２－２０２３年度カタログのご送付

☆小暮 雅𠀋会員

大変頂きました

桜井支店長様、入学ご苦労様です。早く皆さんと
うちとけて下さい。

― 委員会報告 ―

☆多田 善洋会員

出席・ニコニコ BOX 委員会

大変頂きました

本日令和 4 年度の館林市予算として卓話をさせて
頂きますので。また社員の皆様のワクチン接種に
ご協力お願い致します。
☆谷田川敏幸会員

大変頂きました

本日より群馬銀行の桜井支店長が、仲間入りにな
ります。皆様宜しくお願い致します。
☆山本

樹会員

頂きました

群馬銀行館林支店長桜井和幸様入会ありがとうご
ざいます。歓迎いたします。
☆根岸 利正会員

頂きました

先週は足立ガバナーよりポールハリスフェローバッチを

田部井 孝一 委員長

頂きました。ありがとうございます。桜井さんようこそ

例会出席報告

館林ロータリークラブへ。本日、幹事報告をさせて頂き

通算３１０２回例会
５６名

ます。

出席率算出会員数

５２名

☆矢島 孝昭会員

出 席 者 数

２９名

桜井和幸様、ようこそ館林ロータリークラブへ。末永く、

欠 席 者 数

２３名

宜しくお願い致します。また多田市長、本日は卓話宜し

出

55.77％

くお願いします。

81.13%～81.13％

☆中世 吉昭会員

会

員

席

数

率

前前回修正

頂きました

頂きました

本日は、館林市長 多田善洋様に講話をしていただきま

―

す。よろしくお願いします。

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ―

☆石川 長司会長

☆桜井 和幸会員

大変頂きました

頂きました

伝統のある館林ロータリークラブに入会させていただき

先日はガバナー公式訪問例会ご協力ありがとうご

ます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

ざいました。そして桜井和幸様ご入会して頂き心
より歓迎致します。本日多田市長には卓話よろし
4

―

卓

話

ます。

―

今年の市の予算ですが例年より 0.5％増の 294 億
8000 万円です。ポイントとして「少子化対策・子育て
応援」
「産業支援」
「まちなか活性化」また「デジタル化
の推進」を重点項目としました。少子化対策事業でこど
も誕生祝い金として第１子第 2 子が金券１万円ずつ、第
３子が 10 万+金券１万円です。また幼稚園の認定こど
も園化を予定しています。
産業振興では雇用の安定をはかる為、定住新卒就職者奨
励金を盛り込んでおりますが、メインは産業団地の造成
です。北部第三の隣にブルドックソースが工場棟を新設

紹介：プログラム・健康増進委員会委員長
中世
＜令和 4 年度

しますし、またその隣に第４が 20ha など調整しており

吉昭 会員

ます。たてばやし商業支援では店舗ウエルカム補助など

市予算について＞

1 つ 1 つ予算組してきました。
また選挙における期日前投票所を今回アゼリアモール
で出来るよう検討しています。子供の ICT 教育化と導
入、英語教育推進、令和 9 年度の国体でレスリングの招
致を県に働きかけています。体育館の冷暖房完備、バリ
アフリー、エレベーター整備や観客席の問題等、公共施
設の改善など今やるべき事と今後財源を確保しなけれ
ばならない事、例えば将来の投資としてインターチェン
ジの改造やコストコが来た時の道路の渋滞対策があげ
られるでしょう。

館林市長 多田 善洋 様
貴重なお時間を頂きましてありがとうございます。

長所を伸ばし、欠点を改善する。板倉町との合併も 1 つ

昨年 4 月 2 日より就任 2 年目となりました。就任直後は

1 つクリアしながら広域連携していけたら、ロータリー

コロナもありましたが決められた予算で一つ一つ着実

クラブをお手本にし、会長、ガバナーも板倉町からでて

にやらせていただきました。4 月 1 日より令和 4 年度の

いますので館林と地域発展に繋がっているのかなと思

予算編成をそして人事もしました。私が民間企業出身で

います。ありがとうございました。

すので長所を伸ばし、欠点を改善する発想が必要です。
比較的、公務員は目的意識が希薄なところです。常に公
正公平に業務を行い、平等に市民を扱わなければなりま
せん。
一例としまして、つつじが岡公園の運営の企画書を見る
と、コロナ対策がはじめで、売上目標と動員目標はない
のです。4Ｄシアターのセット販売の案も出しましたが、
これを実行するには条例を変えなくてはならないので
す。パークインの活用も同様です。職員に説明し理解し
てもらうには民間企業と違い時間とのたたかいになり
◆例会日

毎週金曜日

◆例会場

ニューミヤコホテル館林（館林市文化会館内） 会

長

石川

長司

副会長

上野

和路

館林市城町 3-1

事

関口

昇

副幹事

根岸

利正

委員

飯塚

一成

小池

発行責任者

石川

長司

◆事務所

12：10 より

パエリアとタラの芽のフリッタ

TEL0276-50-1541

館林信用金庫本店内
館林市本町 1-6-32

◆E:mail

第 2840 地区ガバナー
幹
会報

TEL･FAX 72-8181

tatebayashi.rc@cc9.ne.jp
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