
 

点 鐘・ソング 国歌 奉仕の理想 

 

― 会 長 挨 拶 ― 

 
石川 長司 会長 

皆様こんばんは。 

本日の最終例会に大勢の皆様のご出席を賜りまして

誠にありがとうございます。そして本日は、新入会員の

入会式をさせていただきます。私の年度最後の例会で入

会式を行えることを大変喜ばしく思っております。新し

く入会していただく関口様と井野口様におかれまして

は、心から歓迎させていただきたいと思います。 

RI 会長シェカール・メータ氏は会員増強がロータリ

ーの最優先事項だと提唱しています。会員増強に関しま

しては私が就任時にクラブ目標で純増 5 名を掲げさせ

ていただきました。皆様のご協力により今年度は 5 名拡

大するこができましたが、残念ながら 2 名の退会者があ

りましたので純増は 3 名となりました。クラブ目標の達

成はできませんでしたが、メータ氏は毎年 5 パーセント

の会員数純増の達成は可能だと確信しているとのこと

でした。その点におきましては、おかげさまで 5 パーセ

ント以上達成することができました。 

この一年を振り返ってみますと、やはり新型コロナウ

イルスの影響が非常に印象に残っております。去年の 7

月に会長の任を仰せつかってすぐにデルタ株により休

会になり、今年に入ってからはオミクロン株の流行によ

り休会となりました。コロナ禍の緊急事態宣言やまん延

防止等重点措置によりロータリー活動の要である例会

が思うようにできなかったことが非常に残念でした。地

区事業では中止になったものもありましたが、クラブ内

の親睦活動事業に関しましては、親睦ゴルフコンペは全

4 回すべて開催することができ、高尾山方面への親睦家

族旅行も実行できました。今月 4 日には今年度中には無

理だと思われていたグルメの会も実現できました。同じ

コロナ禍の過去二年と比べると会員の皆様と親睦を深

める機会を多く設けることができたので、うれしく思い

ます。 

来月からはじまる上野年度に対しましても皆様の変

わらぬご支援を賜りますよう引き続きお願い申し上げ

ます。 

そして伝統と歴史ある館林ロータリークラブ第 64 代

目の会長職を皆様のご協力のおかげをもちまして無事

務めることができました。心より感謝申し上げたいと思

います。 

以上で私の最後の会長挨拶とさせていただきます。一

年間大変ありがとうございました。 

 

― お 客 様 ― 

 
館林市長 多田 善洋 様 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２２年６月２４日(金) 第３１１０回例会報告（Ｎｏ，３３） 

館林ロータリークラブ会報 

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 
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コロナも収まりつつある中、まつりは中止ですが七夕ま

つりと花火は行う予定です。 

また参院選も実施し期日前投票も始まりました。 

 

― 新入会員認証式 ― 

 
株式会社 幸立技建 関口 良幸 会員 

 

 
株式会社 渡辺精工社 井野口 宗久 会員 

 

― 会 務 報 告 ― 

石川 長司 会長 

Ｒ ４．６．１７（金）第 2 回創立 65 周年実行委員会 

於・ニューミヤコホテル館林 

参加者 上野 和路・根岸 利正・小池 敏郎 

長柄  純・毛塚  宏・石川 長司 

横田 善次・山本  樹・瀬山 欣春 

野辺 昌弘・谷田川敏幸・松本 耕司 

田部井孝一・小暮 雅𠀋・本島 克幸 

Ｒ ４． ６．１８（土）第５回ガバナー諮問委員会   

参加者 宮内 敦夫   於・ロイヤルチェスター前橋 

Ｒ ４． ６．１８（土）現新ガバナー補佐 

及び地区副幹事「引継ぎ会」 

参加者 小暮 高史   於・ロイヤルチェスター前橋 

Ｒ ４． ６．２０（月）第４分区Ｂ会長・幹事会 

参加者 小暮 高史・関口  昇  於・つかさ本店 

Ｒ ４． ６．２２（水）第７２回 

「社会を明るくする運動」館林邑楽推進委員会 

参加者 上野 和路   於・館林市三の丸芸術ホール 

Ｒ ４． ６．２４（金）２０２２－２３年度 

第２回クラブ協議会 

於・ニューミヤコホテル館林 

参加者 上野 和路・根岸 利正・荒木千津子 

飯塚 一成・石川 長司・小池 和敏 

小池 敏郎・小堀 良武・関井 宏一 

関口  昇・瀬山 欣春・中世 吉昭 

長柄  純・長柄 光則・羽鳥 紫乃 

藤島  厚・宮内 敦夫・矢島 孝昭 

谷田川敏幸・山本  樹・横田 善次 

今後の予定 

Ｒ ４． ６．２５（土）歴代地区幹事会 

対象者 小暮 雅𠀋   於・ロイヤルチェスター前橋 

Ｒ ４． ６．２７（月）中野年度  

地区研修・管理運営委員会 

対象者 宮内 敦夫       於・ガバナー事務所 

Ｒ ４． ７． １（金）インターアクト年次大会 

実行委員会 

於・ニューミヤコホテル館林 

対象者 上野 和路・根岸 利正・山本  樹 

毛塚  宏・石川 長司・関井 宏一 

堀越 貴之・田部井孝一・飯塚 一成 

谷田川敏幸・小堀 良武・小暮 雅𠀋 

荒木千津子・長柄  純・矢島 孝昭 

横田 善次・羽鳥 紫乃・瀬山 欣春 

関口  昇 

Ｒ ４． ７． ４（月）令和４年度館林市 

野鳥の森市民協力会総会  於・茂林寺客殿 

対象者 長柄 光則 

Ｒ ４． ７． ７（木）群馬県ＲＣ野球大会 

コミッショナー会議 於・前橋商工会議所 

Ｒ ４． ７． ８（金）ガバナー補佐訪問       

於・ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ４． ７．１１（月）セブポートセンターＲＣ 

会長就任式 

対象者 上野 和路・小暮 高史 

於・セブカントリークラブ 
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Ｒ ４． ７．１５（金）２０２４－２５年度 

会長指名委員会    於・増喜 

対象者 パスト会長・会長・幹事 

Ｒ ４． ７．１７（日）第１回諮問委員会 

対象者 宮内 敦夫         於・音羽俱楽部 

Ｒ ４． ７．１８（月）中野年度ロータリー財団 

委員会合同会議 

対象者 谷田川敏幸     於・前橋商工会議所会館 

Ｒ ４． ７．２３（土）インターアクト年次大会 

（ホスト・館林ＲＣ） 

於・館林市文化会館カルピスホール 

Ｒ ４． ８． ５（金）第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ 

会長・幹事会 

        於・太田グランドホテル 

対象者 対象者 上野 和路・根岸 利正・宮内 敦夫 

Ｒ ４． ８． ７（日）ディスカッションリーダー 

研修会 於・前橋問屋センター会館 

対象者 小暮 高史・毛塚  宏 

Ｒ ４． ８．２４（水）第４分区Ｂ５クラブ 

合同納涼例会（ホスト・館林東ＲＣ） 

於・ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ４． ９．２５（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅠ   

於・前橋商工会議所会館 

Ｒ ４．１０．１６（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅡ   

於・前橋商工会議所会館 

Ｒ ４．１１．２７（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅢ   

於・前橋商工会議所会館 

 

― 幹 事 報 告 ― 

 
関口 昇 幹事 

１．例会場・例会時間の変更 

２．会報、週報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①中野年度地区研修・管理運営委員会のご案内 

【日 時】６月２７日（月） １４：００～１６：００ 

【会 場】ガバナー事務所 

【対象者】宮内 敦夫 

②第１回諮問委員会のご案内 

【日 時】７月１７日（日） １０：３０～１２：００ 

【会 場】音羽俱楽部 

【対象者】宮内 敦夫 

③ＲＬＩ研修ディスカッションリーダー受諾のお願い 

および出欠意向確認のお知らせ 

【ＲＬＩ研修セミナー予定】 

８月 ７日（日）  ディスカッションリーダー研修会 

     １２：００～１３：００ 登録及び昼食 

     １３：００～１５：００ 研修会 

              前橋問屋センター会館 

９月２５日（日）  ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ 

     ９：３０～１７：００ 前橋商工会議所会館 

１０月１６日（日）  ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ 

     ９：３０～１７：００ 前橋商工会議所会館 

１１月２７日（日）  ＲＬＩ研修セミナー パートⅢ 

     ９：３０～１７：００ 前橋商工会議所会館 

 【対象者】小暮 高史・毛塚  宏 

④中野年度「卓話・研修出前サービス」 

ご協力のお願い及び実施のご案内 

◆次年度第４分区Ａ・Ｂガバナー補佐 

第４分区Ａ・Ｂ会長・幹事会開催のご案内 

   【日 時】８月５日（金） １８：３０～ 

   【会 場】太田グランドホテル 

   【会 費】６，０００円 

   【対象者】パストガバナー・次年度 会長・幹事 

◆太田中央ＲＣ 

創立３０周年記念式典の御礼状のご送付 

◆館林市野鳥の森市民協力会 

令和４年度総会の開催についてのご案内 

   【日 時】７月４日（月） １０：３０～ 

   【会 場】茂林寺客殿 

   【年会費】２，０００円 

   【対象者】長柄 光則 
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― 委員会報告 ― 

＜ 出席優秀会員表彰 ＞ 

第 1 位 100％ 33/33 

 
新井 進 会員 

 
小暮 高史 会員 

 
小池 敏郎 会員 

 
山本 樹 会員 

第 2 位 96.97％ 32/33 

 
田部井 孝一 会員 

 
小暮 雅𠀋 会員 

 
飯塚 一成 会員 

 
中世 吉昭 会員 
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第 3 位 93.94％ 31/33 

 
新井 保 会員 

 
矢島 孝昭 会員 

 

― 出席・ニコニコ BOX 委員会 ― 

 
            田部井 孝一 委員長 

例会出席報告 

通算３１１０回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５８名 

５６名 

出 席 者 数 ４６名 

欠 席 者 数 １０名 

出 席 率 82.14％ 

前前回修正 81.48%～87.04％ 

ご芳志 館林厚生病院 院長 新井 昌史 様 

― ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ― 

☆石川 長司 会長    大変大変頂きました 

皆様には 1 年間ご支援ご協力ありがとうございました。

そして関口幹事事務局の石川様には私を支えていただき

心より感謝申し上げます。次年度の上野会長根岸幹事を

よろしくお願いいたします。 

☆上野 和路 副会長       大変頂きました 

今夜は最終例会で皆さんにお世話になりますのでよろし

くお願いします。 

☆関口  昇 幹事         大変頂きました 

本年度 1 年間大変お世話になり、ありがとうございまし

た。 

☆宮内 敦夫 パストガバナー   大変頂きました 

石川会長、関口幹事そして役員の皆様 1 年間ご苦労様で

した。コロナ禍を乗り切って、すばらしいクラブ運営あ

りがとうございました。 

☆新井  保 会員           頂きました 

石川会長、関口幹事 1 年間ご苦労様でした。 

☆新井  進 会員         大変頂きました 

ロータリーの友地区代表、新井良和氏(伊勢崎 RC)の 6

月 10 日（金）の例会卓話にて、前任者の当クラブの小暮 

雅𠀋氏と同様「友」の俳壇、歌壇の掲載について高い評

価を頂き恐縮いたしました。“感謝” 

☆野辺 昌弘 会員        大変頂きました 

石川会長、小暮ガバナー補佐、関口幹事ご苦労様でした。

そして上野会長、根岸幹事年度のスタートを祝して。 

☆松本 耕司 会員        大変頂きました 

石川会長様外、本年お支え下さいました皆様、大変お疲

れ様でございました。これからも、どうぞご指導の程、

御願い申し上げます。 

☆齊藤  要 会員        大変頂きました 

今月で 76 回目の誕生日を迎えました。いつ迄仕事やロー

タリー等ができるかわかりませんが、もう少し前向きに

頑張ります。今年度も色々とお世話になりました。会長

幹事ご苦労様でした。 

☆小暮 高史 会員        大変頂きました 

石川会長、関口幹事一年間お疲れ様でした。コロナ禍で

大変な一年間だったと思いますが、大変お疲れ様でした。

じっくり休養して下さい。皆さん、一年間お世話になり

ました。 

☆小暮 雅𠀋 会員        大変頂きました 

石川会長、関口幹事、一年間御苦労様でした。上野次会

長、根岸次幹事、ガンバッテ！ 
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☆小池 敏郎 会員        大変頂きました 

石川丸船頭の関口幹事一年間の航海無事の帰港お疲れ様

でした。又、年度末になってしまいましたが人生の経験

豊富な新会員を紹介させて頂きます。皆さん宜しくご指

導お願いします。 

☆長柄  純 会員        大変頂きました 

石川会長、関口幹事、思い出深い一年となった事と思い

ます。大変お疲れ様でした。いよいよ、上野年度が始ま

ります。楽しい一年になりますように、応援いたします。 

☆大澤 孝司 会員         頂きました 

石川年度大変お疲れ様でした。新会員の関口さん、よう

こそ館林ロータリークラブ入会おめでとうございます。 

☆毛塚  宏 会員         頂きました 

石川会長、関口幹事、一年間の航海が無事おわり、帰港

おめでとうございます。 

☆多田 善洋 会員         頂きました 

石川会長関口幹事お疲れ様でした。上野根岸次年度にご

期待致します。又、本日市長挨拶をさせて頂きますこと

に感謝致します。 

☆谷田川敏幸 会員       大変頂きました 

石川会長、関口幹事、一年間大変お疲れ様でした。上野

副会長、根岸副幹事、来年度頑張って下さい。応援致し

ます。 

☆瀬山 欣春 会員       大変頂きました 

石川会長、関口幹事、一年間大変ご苦労様でした。次年

度の上野、根岸丸の出航を祝います。 

☆渋澤  勉 会員       大変頂きました 

お世話になります。石川会長、関口幹事一年間お疲れ様

でした。 

☆横田 善次 会員       大変頂きました 

石川会長ご苦労様でした。上野会長頑張って下さい。 

☆関井 宏一 会員       大変頂きました 

石川会長関口幹事一年間お疲れ様でした。上野会長・根

岸幹事一年間よろしくお願い致します。 

☆山本  樹 会員       大変頂きました 

石川会長関口幹事一年間お疲れ様でした。SAA として

一年間お世話になりました。会員の皆様には感謝申し上

げます。 

☆小堀 良武 会員       大変頂きました 

石川会長関口幹事一年間お疲れ様でした。 

☆堀越 貴之 会員       大変頂きました 

石川会長関口幹事一年間おつかれさまでした。 

 

☆荒木千津子 会員        大変頂きました 

石川会長、関口幹事、一年間大変お世話になりました。

お疲れ様でした。 

☆飯塚 一成 会員        大変頂きました 

石川会長、関口幹事、1 年間ご苦労様でした。 

☆根岸 利正 会員        大変頂きました 

本日は、第 2 回クラブ協議会ありがとうございました。

石川年度最終例会です。1 年間ありがとうございました。

次年度もよろしくお願いいたします。 

☆矢島 孝昭 会員        頂きました 

石川会長、関口幹事、1 年間大変お世話になりました。

ありがとうございました。上野年度会長、根岸次年度幹

事、本日より宜しくお願い致します。 

☆小倉 敏雄 会員       大変頂きました 

石川会長一年間お疲れ様でした。なかなか協力が出来ま

せんで、すみませんでした。 

☆中世 吉昭 会員       大変頂きました 

石川会長、関口幹事、一年間お疲れ様でした。 

☆羽鳥 紫乃 会員       頂きました 

石川会長、関口幹事、1 年間大変お世話になりました。

本当にありがとうございました。上野次年度会長、根岸

次年度幹事、新年度よろしくお願い致します。 

☆藤島  厚 会員       大変頂きました 

遅くなりましたが今月、妻の誕生日に素敵な花束をいた

だきましてありがとうございました。また、石川会長、

一年間お疲れ様でした。 

☆本間美儀男 会員       大変頂きました 

石川会長、関口幹事一年間お疲れ様でした。また第 4 回

親睦ゴルフコンペでは優勝ベスグロ平行賞さらには総

合優勝させていただきました。大変思い出になる年度に

なりました。 

☆菊地 晴美 会員       大変頂きました 

短い間でしたが、退会させていただきます。申し訳あり

ません。活動中皆様には大変よくして頂き、とても感謝

しています。ありがとうございました。 

☆小池 和敏 会員        頂きました 

石川会長、関口幹事 一年間大変おつかれさまでした。

また本日は、2 名の新入会員をお迎えできたこと大変う

れしく思います。そして久しぶりの夜間例会を楽しみた

いと思います。 

☆長柄 光則 会員       大変頂きました 

石川会長、関口幹事一年間大変お疲れ様でした。充実し

た一年になりました。ありがとうございました。そして
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上野会長、根岸幹事一年間よろしくお願いします。 

☆鈴木  誠 会員       大変頂きました 

石川会長、関口幹事、一年間大変お疲れ様でした。 

☆今泉 始宏 会員       頂きました 

石川会長、関口幹事、一年間大変お疲れ様でした。上野

会長、根岸幹事一年間よろしくお願い致します。 

☆石倉 利昭 会員       頂きました 

石川会長、関口幹事様一年間大変お疲れ様でした。お世

話になりました。上野会長、根岸幹事様これから一年間

宜しくお願い致します。 

☆関口 良幸 会員     大変大変頂きました 

本日、新規会員として入会させていただきます。伝統あ

るクラブに参加させていただきありがとうございます。 

☆井野口宗久 会員     大変大変頂きました 

由緒ある館林ロータリークラブに、入会させていただき

有難うございます。皆様と、共に社会貢献できるよう、

頑張りたいと思います。 

☆田部井孝一 会員       頂きました 

石川年度最後の出席報告並びにニコニコカードの報告

させていただきます。1 年間ご協力いただきまして、あ

りがとうございました。石川会長、関口幹事 1 年間お疲

れ様でした。 

＜ 懇 親 会 ＞ 

 
司会進行：親睦活動委員会 矢島孝昭 委員長 

― 会 長 挨 拶 ― 

 

― お 客 様 ― 

 
館林商工会議所 会頭 正田 隆 様 

 

 
パストガバナー 宮内 敦夫 様 

 

 
第 4 分区 B ガバナー補佐 小暮 高史 様 
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― バッジ交換セレモニー ― 

 
石川会長から次年度会長 上野和路会員へ 

 
 

 
関口幹事から次年度幹事 根岸利正会員へ 

 

― 乾 杯 ― 

 
谷田川 敏幸 直前会長 
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◆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 足立 進 

会   長 石川 長司   副会長 上野 和路 

幹   事 関口 昇    副幹事 根岸 利正 

会報  委員 飯塚 一成   小池 和敏 

発行責任者 石川 長司  編集責任者 飯塚 一成 
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