
 

 

点 鐘・ソング 国歌 奉仕の理想 

― 会 長 挨 拶 ― 

 

上野 和路 会長  

皆さん明けましておめでとう御座います。 

三週間振りの例会となりましたが年末年始どの様

にお過ごしになりましたか？毎年、母の家に兄弟、甥

っ子、姪っ子が集まるのが恒例になっているのですが、

昨年初孫が産まれ、甥っ子が結婚したのにコロナの為

に集まる所がないという事で、我が家に甥っ子姪っ子

が集まり、母は抜きでしたが賑やかなお正月を過ごし

ました。 

そして昨年暮れから餅つき機でつく餅にハマって

連日食べ続けていたところ体重が増えてしまいまし

た。正月明けてからウォーキングをしまくりましたが、

まだ元の体重に戻って無い状態です。 

また、今週月曜日に館林商工会議所の議員新年会に

参加させて頂きました。正田会頭が見当たらないと思

っていたところ、突然壇上の特大スクリーンに登場し

ました。理由はコロナに感染してしまい、オンライン

での参加となってしまったようでした。でも画面から

は元気にご挨拶していて、きっと本日の当会新年会に

は参加して頂けるだろうなと思っていましたら、予想

通りに元気な姿を見せて頂きました。 

 

今年はコロナが治まると云うより感染者は爆発的

に増えるが重症化はほとんど出ない「with コロナ」

の年となると考えています。心配な方もいらっしゃる

と思いますが、ウォーキングなど適度な運動をして免

疫力を高くして以前の生活をしていきましょう。 

この例会、そしてこの後の当会新年会をよろしくお

願いします。 

 

― 来 賓 挨 拶 ― 

 
館林市長 多田 善洋 様 

 

 
館林商工会議所会頭 正田 隆 様 

 

 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２３年１月１３日(金) 第３１３４回例会報告（Ｎｏ，２４） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０２２～２０２３年度 

みんなのロータリー、みんなでロータリー、 

さあ！奉仕に出かけよう 
第２８４０地区 ２０２２～２０２３年ロータリーのテーマ 
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― 会 務 報 告 ― 

               上野 和路 会長 

Ｒ ４．１２．２６（月）横田年度第２回理事・役員会 

            於・天蝶 

対象者 横田 善次・山本  樹・荒木千津子 

上野 和路・毛塚  宏・小池 敏郎 

小堀 良武・関井 宏一・中世 吉昭 

長柄  純・根岸 利正・矢島 孝昭 

Ｒ ５． １．１０（火）館林商工会議所  

議員新年懇談会 

於・(式典)三の丸芸術ホール・(懇親会)館林市文化会館 

対象者 上野 和路 

今後の予定 

Ｒ ５． １．１５（日）米山記念奨学生選考会 

対象者 小堀 良武    於・前橋問屋センター会館 

Ｒ ５． １．２０（金）ガバナー指名委員会 

対象者 宮内 敦夫    於・前橋問屋センター会館 

Ｒ ５． １．２５（水）（公社）館林青年会議所 

 新年祝賀会 

対象者 上野 和路   於・ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ５． １．２８（土）ローターアクト主催 

「ウクライナ避難民支援チャリティ講演会」 

於・群馬会館ホール 

Ｒ ５． ２．１８（土）第３回諮問委員会 

対象者 宮内 敦夫     於・前橋商工会議所会館 

Ｒ ５． ２．１８（土）地区チーム研修セミナー 

対象者 宮内 敦夫     於・前橋商工会議所会館 

Ｒ ５． ２．１８（土）イルミネーション撤去作業         

於・駅前通り 

Ｒ ５． ２．２５（土）第２３回館林市子ども議会 

 於・館林市議会議場 

Ｒ ５． ３． ３（金）第４分区ＩＭ        

於・ロイヤルチェスター太田 

Ｒ ５． ３． ８（水）女性ネットワーク委員会主催 

   ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ＆バザー 

於・鳳凰ゴルフ倶楽部 

Ｒ ５． ３．１１（土）ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ 

       於・前橋商工会議所会館 

対象者 横田 善次・山本  樹 

Ｒ ５． ３．１８（日）新会員セミナー 

        於・前橋問屋センター会館 

Ｒ ５． ４．２２（土）館林ＲＣ創立６５周年記念式典 

於・三の丸芸術ホール／ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ５． ５．１３（土）新田ＲＣ創立４０周年記念式典 

於・ティアラグリーンパレス 

Ｒ ５． ５．２１（日）地区研修・協議会 

         於・利根沼田文化会館 

Ｒ ５． ５．２７（土）太田南ＲＣ創立４５周年記念式典 

 於・太田グランドホテル 

Ｒ ５． ５．２７（土）～３１日（水）国際大会 

         於・メルボルン 

Ｒ ５． ５．２８（日）メルボルン国際大会日本人朝食会 

於・ジンク フェデレーションスクエア内 

 

― 理 事 会 報 告 ― 

 
根岸 利正 幹事 

 

２０２２～２０２３年度・館林ロータリークラブ 

１月定例理事会次第 

令和５年１月１３日 ＰＭ１７：３０～ 

於・ニューミヤコホテル館林 

１．会長挨拶 

２．出席者確認 ※義務出席者 １５人中１４人出席 

上野 和路・横田 善次・石川 長司・根岸 利正 

瀬山 欣春・飯塚 一成・小池 敏郎・毛塚  宏 

谷田川敏幸・関口  昇・関井 宏一・山本  樹 

小堀 良武・荒木千津子 

オブザーバー 小池 和敏 

３．資料確認 

４．協議事項 

(1)ＲＩ人頭分担金及びＲＩ比例人頭分担金支払い 

に関する件 －承認－ 

令和 5 年１月１日現在 会員数５8 名 １ドル＝１３２円 

５８名×３５．５ドル×１３２円＝２７１，７８８円 

比例（新入会員） ８ヶ月×５．９２ドル×１３２円＝  

６，２４８円   

   合   計        ２７８，０３６円 
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⑵下期地区資金並びにその他各種負担金支払い 

に関する件 －承認－ 

地区活動資金下期   6,400 円×58名=371,200円 

地区事務所運営資金  3,845 円×58名=223,010 円 

地区事業資金下期   1,055 円×58名= 61,190 円   

  合   計            655,400円 

米山奨学金下期    1,500 円×58 名＝87,000 円 

⑶館林つつじサポーターズ俱楽部会費納入に関する件 

                 －承認－ 

【前年度】５，０００円  【今年度】５，０００円 

(4) （公社）館林青年会議所２０２３年度新年祝賀会 

              に関する件 －承認－ 

⑸第５回クラブ協議会開催に関する件   －承認－ 

  館林ロータリークラブ上期仮決算について 

  令和５年２月３日（金）  例会終了後 

 於：ニューミヤコホテル館林 

  ※補正予算が発生する場合、開催する。 

⑹第２３回館林市子ども議会の協賛及び助成金の交付 

に関する件 －承認－ 

【助成金】１０，０００円 

⑺ロータリーデーに関する件       －承認－ 

【日 時】２月１８日（土） 

【内 容】イルミネーション撤去作業終了後鶴生田川清掃 

⑻第４分区ＩＭに関する件        －承認－ 

【日 程】２０２３年 ３月 ３日（金） 

【会 場】ロイヤルチェスター太田 

【内 容】第４分Ａ・Ｂ合同開催 

⑼例会日・例会時間・例会場所変更に関する件－承認－ 

①２月１７日（金）→２月１８日（土） 

イルミネーション撤去作業及び鶴生田川清掃に振替 

②３月 ３日（金）→休 会(定款第７条第１節(ｄ)により) 

⑽ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ＆バザー 

に関する件 －承認－ 

 参加者がいる場合 １名につき１，０００円補助 

⑾次年度地区委員選出に関する件     －承認－ 

条件付きで 

⑿セブポートセンターＲＣ主催 

ロータープラスト医療ミッションに関する件 

 －否決－ 

６５周年記念式典の中で対応 

⒀会員退会に関する件          －継続－ 

⒁その他 

 

５．その他 

⑴各委員会報告・提案 

卓話予定 プログラム・健康増進委員会 

委員長 本島 克幸 

１月(職業奉仕月間) 

（日 程）    （予 定 者 ） 

１月 ６日 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

１月１３日 新年例会 なし（各種お祝い） 

１月２０日 群馬県館林警察署 生活安全課 

      課長 古澤
ふるさわ

 滋
しげる

 様 

１月２７日 館林地区消防組合 館林消防団 

      団長 服部
はっとり

 覚
さとる

 様 

 

★ 次回理事・役員会開催日  

２０２３年（Ｒ５）２月 ３日（金）１１：３０～ 

   於・ ニューミヤコホテル館林 

 
 

― 幹 事 報 告 ― 

１．例会場・例会時間の変更 

◆大泉ＲＣ 

１月１１日（水）→ 新年会 

          点 鐘 １８：３０ 

          会 場 幸すし 

◆桐生西ＲＣ 

１月 ６日（金）→ 新年初例会 

          点 鐘 １８：３０ 

１月１３日（金）→ クラブフォーラム 

１月２０日（金）→ クラブフォーラム 

◆安中ＲＣ 

１月１７日（火）→ 新年夜間例会 

          点 鐘 １９：００ 

          会 場 磯部ガーデン 
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◆碓氷安中ＲＣ 

１月１２日（木）→ 初詣（咲前神社１８：００～） 

          新年夜間例会 

点 鐘 １９：００ 

会 場 並木苑 

◆富岡ＲＣ 

１月１８日（水）→ 新年夜間例会 

          点 鐘 １８：３０ 

          会 場 ときわ荘 

２．会報、週報 

◆大泉ＲＣ → １２月会報 

◆館林ミレニアムＲＣ → １１月・１２月会報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①ガバナー月信１月号のご送付 

②下期地区運営資金・事業資金案内書のご送付 

③第３回諮問委員会のご案内 

【日 時】２月１８日（土）１０：００～１２：００ 

【会 場】前橋商工会議所会館 

【対象者】宮内 敦夫 

④地区チーム研修セミナーのご案内 

【日 時】２月１８日（土）１３：００～１６：００ 

 【会 場】前橋商工会議所会館 

 【対象者】宮内 敦夫 

⑤女性ネットワーク委員会主催 

ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ 

＆バザー開催のご案内 

 【日  時】３月８日（水）「国際女性デー」 

 【会  場】鳳凰ゴルフ俱楽部 

 【スタート】８：２０ 東ＯＵＴ～西ＯＵＴ（西ＩＮ） 

２コース同時スタート 

 【参加費】個人３，０００円 

（うち１，０００円がチャリティー費） 

      ※当日、現金で受付にてお支払い 

 【プレー費】キャディ付  １２，２５０円 

（キャディフィ・昼食・税込） 

       セルフ     ８，５００円 

（昼食・税込） 

       ※キャディ付は先着２組まで 

 【バザー品】参加クラブにおいて当日までバザー品を

募り、当日参加者が持参。 

       ハーフ終了後やラウンド終了時にレス

トラン前で販売。 

       バザー回収金もチャリティーにあてる。 

       バザー品は賞味期限切れ、開封後の物は

ご遠慮願います。 

 【競技方法】午前９ホールスコア集計でのハーフコンペ 

       新ペリア方式 

       クラブ団体戦は行いません。個人戦のみ

とします。 

       個人戦、同ＮＥＴの場合は 

年齢（上）⇒ハンディの順。 

⑥２０２３年決議審議会「決議案」提出のお願い 

◆国際ロータリー日本事務局 

ＲＩ人頭分担金請求書（下期）のご送付 

◆（一社）ロータリーの友事務所 

ロータリーの友電子版パスワード変更のお知らせ 

現在のパスワードは１月１４日まで有効です。 

１５日以降は新たなパスワードでログインしてく

ださい。 

新たなパスワードは事務局にお問い合わせください。 

◆館林商工会議所 

「商工たてばやし №４６９」のご送付 

◆新年のご挨拶 

＜年賀状＞ ガバナー事務所・太田ＲＣ・ 

長良睦会 会長 小林但弥 様 

㈱オクトン 

 

   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 齊藤 一則 委員長 

齊藤  要会員 昭和 62年 1月入会  在籍 36年 

上野 和路会員 平成 11年 1月入会  在籍 24年 

毛塚  宏会員 平成 12年 1月入会  在籍 23年 

堀越 貴之会員 平成 27年 1月入会  在籍 8 年 

森田信一郎会員 令和 3 年 1月入会  在籍 2年 

小池 和敏会員 令和 3 年 1月入会  在籍 2年 
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齊藤 一則会員 令和 3 年 1月入会  在籍 2年 

長柄 光則会員 令和 3 年 1月入会  在籍 2年 

石倉 利昭会員 令和 4 年 1月入会  在籍 1年 

 

― 会 員 の お 祝 い ― 

 
親睦活動委員会 中世 吉昭 委員長 

会員誕生日              （敬省略） 

 山岸 孝昭会員  昭和 50年 1月 10日 

 長柄 光則会員  昭和 52年 1月 27日 

 井野口宗久会員  昭和 32年 1月 4 日 

（Ⅳ型会員） 

 齋藤 佳延会員  昭和 53年 1月 11日 

ご夫人誕生日 

 谷田川敏幸夫人       1 月 30 日 

 関井 宏一夫人       1 月 3日 

 井野口宗久夫人       1 月 6日 

結婚記念日 

 横沢 淳夫会員  昭和 42年 1月 18日          

田部井孝一会員  昭和 54年 1 月 13日 

磯野 哲也会員  平成 17年 1 月 11日 

 

― 委員会報告 ― 

 

出席・ニコニコ BOX委員会 齊藤 一則 委員長 

例会出席報告 

通算３１３４回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５８名 

５５名 

出 席 者 数 ４４名 

欠 席 者 数 １１名 

出 席 率 80.00％ 

前前回修正 82.14%～85.71％ 

 

― ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ― 

☆上野 和路会長        大変頂きました 

みなさん。新年明けましておめでとうございます。本

日の新年会もよろしくお願いします。 

☆横田 善次副会長       大変頂きました 

あけまして、おめでとうございます。７月より会長に

就任しますので、皆様お手伝いお願いします。 

☆根岸 利正幹事          頂きました 

本年もよろしくお願いいたします。 

☆野辺 昌弘会員         大変頂きました 

新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いい

たします。 

☆松本 耕司会員       大変大変頂きました 

新年を無事に、迎えることが出来ました。本年は、公

私共に、皆様方に旧年に倍して、何かとお世話様にな

りますが、どうぞご指導賜ります様、心より御願い申

し上げます。 

☆田部井 孝一会員          頂きました 

新年あけましておめでとうございます。本年もよろし

くお願いします。 

☆小池 敏郎会員        大変頂きました 

皆様、明けましてお目出度うございます。本年も宜し

くお願いします。 

☆毛塚  宏会員          頂きました 

明けましておめでとうございます。本年、古希を迎え

ます。よろしくお願いします。 

☆多田 善洋会員        大変頂きました 

市に対し寄付金を頂きありがとうございました。大切

に利用させて頂きます。本年も宜しくお願い致します。 

☆谷田川 敏幸会員       大変頂きました 

今年も宜しくお願い致します。 

☆瀬山 欣春会員        大変頂きました 

新年お目出とうございます。身体大事な１年になりそ

うです。今年もよろしくお願い致します。 

☆渋澤  勉会員        大変頂きました 

新年あけましておめでとうございます。会長、幹事あ

と半分頑張って下さい。今後共宜しくお願いいたしま

す。 

☆関口  昇会員          頂きました 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願

い致します。 

☆石川 長司会員          頂きました 

新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお

願い申し上げます。 
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☆関井 宏一会員        大変頂きました 

本年もよろしくお願い致します。妻の誕生日にお花をあ

りがとうございました。 

☆山本  樹会員        大変頂きました 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願

いします。 

☆小堀 良武会員        大変頂きました 

本年も宜しくお願いします。 

☆堀越 貴之会員        大変頂きました 

本年もよろしくお願いいたします。 

☆荒木 千津子会員       大変頂きました 

皆様、明けましておめでとうございます。本年もどう

ぞよろしくお願い申し上げます。皆様方にとってステ

キな一年となりますように… 

☆飯塚 一成会員          頂きました 

本年もよろしくお願いいたします。 

☆矢島 孝昭会員          頂きました 

明けましておめでとうございます。２０２３年も、宜

しくお願い致します。 

☆小倉 敏雄会員        大変頂きました 

新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いしま

す。 

☆中世 吉昭会員          頂きました 

本年もよろしくお願いいたします。 

☆磯野 哲也会員        大変頂きました 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願

いいたします。また先日はすてきな花束をいただきまし

てありがとうございました。 

☆藤島  厚会員        大変頂きました 

本年もよろしくお願いいたします。 

☆本間美儀男会員          頂きました 

今年も宜しくお願いいたします。 

☆小池 和敏会員          頂きました 

本日は楽しみな夜間例会ということでニコニコしており

ます。 

☆鈴木  誠会員          頂きました 

本年も宜しくお願いします。 

☆今泉 始宏会員          頂きました 

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜

しくお願い致します。 

☆石倉 利昭会員          頂きました 

新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお

願い致します。 

☆関口 良幸会員          頂きました 

本年もよろしくお願いします。 

☆井野口 宗久会員         頂きました 

妻の誕生日に素敵な花束をいただきました。ありがとう

ございました。 

☆齊藤 一則会員          頂きました 

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜

しくお願い申し上げます。前回のクリスマス例会、欠席

してしまい申し訳ございませんでした。 

 

―コンサートのご案内― 
 

 
小倉 敏雄 会員 

 

 
S・A・A 飯塚 一成 会員 
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― 新 年 会 ― 

 
司会 中世 吉昭 親睦活動委員長 

 

― 乾 杯 ― 

 
             石川 長司 直前会長 
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―お食事 予定―  

1 月 20 日   魚の煮付定食 

1 月 27 日   エビチリ 

 

― 締めの挨拶 ― 

 
横田 善次 副会長 
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２０２３～２０２４年度・館林ロータリークラブ 

第 ２ 回 理事・役員会次第 

令和 ４年１２月２６日 ＰＭ ６：３０～ 

於・天蝶 

１．会長エレクト挨拶 

２．出席者確認 ※義務出席者 １５人中１２人出席 

横田 善次・関井 宏一・上野 和路・山本  樹 

中世 吉昭・小池 敏郎・長柄  純・毛塚  宏 

小堀 良武・荒木千津子・根岸 利正・矢島 孝昭・ 

オブザーバー 小池 和敏 

３. 資料確認 

４. 協議事項 

⑴ ２０２３～２０２４年度・委員会委員長に関する件 

－承認－ 

⑵ ロータリー財団地区補助金（ＤＧ）申請書に関する件 

                  －承認－ 

⑶ その他 

・飯田ガバナー補佐より地区委員選出について提案 

  東・西ＲＣの会員数少 役員出すのが困難 

  上野年度１月理事会にて協議 

（次回横田年度理事・役員会でも協議） 

 

★ 第３回理事・役員会開催日  

２０２３年（Ｒ ５）１月１３日（金）１７：００～   

於・ニューミヤコホテル館林 

 

 
 

 
２０２３～２０２４年度・館林ロータリークラブ 

第 ３ 回 理事・役員会次第 

令和 ５年 １月１３日 ＰＭ ５：００～ 

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１２人出席 

横田 善次・上野 和路・山本  樹・瀬山 欣春 

小池 敏郎・毛塚  宏・谷田川敏幸・小堀 良武 

根岸 利正・矢島 孝昭 

３. 資料確認 

４. 協議事項 

⑴ ２０２３－２４年度地区委員選出に関する件 

－承認－ 

 他クラブにも相談 

⑵ その他 

★ 第４回理事・役員会開催日  

２０２３年（Ｒ ５）４月 ７日（金）例会終了後～ 

   於・ニューミヤコホテル館林 

 
 

 
 

◆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 中野 正美 

会   長 上野 和路   副会長 横田 善次 

幹   事 根岸 利正   副幹事 山本 樹 

会報  委員 小池 和敏   本間 美儀男 

発行責任者 上野 和路   編集責任者 小池 和敏 
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