
 

 

点 鐘・ソング 我らの生業 

― 会 長 挨 拶 ― 

 

上野 和路 会長  

 

皆さんこんにちは 

今日は 3 週間ぶりの通常例会となりましたが如何

お過ごしでしたでしょうか？ 

第 3 週目の例会は、翌日のイルミネーション撤去

と鶴生田川清掃に振替という事で、前もって決まって

いましたが、第 2 週目の例会は、大雪予報という事

で、前日に会長判断で臨時理事会を持ってお休みとさ

せて頂きました。 

今年当会が 65 周年を迎える歴史の中で、前日判断

での初のお休みとなったようです。確かにやればやれ

たと思う方もいらっしゃったと思いますが、慣れない

雪に足を取られて怪我をしたりして、ましてや今年は

雪が少なく、スタッドレスタイヤを付けていない方も

いらっしゃると思い、事故でも起こしてしまってはと

考えてお休みとさせて頂きました。変なところで歴史

に残る事になってしまいました。 

遅くなりましたがイルミネーション撤去並びにロ

ータリーデーの企画である鶴生田川清掃に参加して

戴いた会員の皆さんお疲れ様でした。昨日 17 時から 

 

 

館林ケーブルテレビでその様子が放映されていまし

たし、まだ数日は放送されますので気になる方はチェ

ックしてみてください。 

当日は館林高校の皆さん、ボーイスカウトの方、館

林青年会議所のお手伝いを頂き、我々会員はロータリ

ージャンバーを着用しての活動となり、少しは当クラ

ブの広報にも繋がったかなと思いました。 

話は変わりますが親睦旅行の日程と行き先が決ま

り皆さんへメールで送られていると思いますが、日程

は 5 月 14 日㈰~15 日㈪で、行き先は東京と鎌倉江ノ

島です。皆さんはもう何度も行ったことがあるとは思

いますが、六本木 金魚のニューハーフショーは一度

は観ておいて良いショーだと思います。特に舞台が階

段になったり奈落になったりと、装置の凄さも見応え

が有ると思います。 

そして玄品というお店で食べるリーズナブルで美

味しいフグは、今まで紹介した人達はみんな再訪して

いるようですので、皆さん沢山の参加をお願いします。 

そして来週は IM が行われますが、私は長男の結婚

式の為参加出来ません。横田副会長、そしてご参加の

会員の皆さんよろしくお願いします。 

本日も宜しくお願いします。 

 

― 会 務 報 告 ― 

               上野 和路 会長 

Ｒ ５． ２．１８（土）第３回諮問委員会 

参加者 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 

参加者 宮内 敦夫     於・前橋商工会議所会館 

 

 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２３年２月２４日(金) 第３１３９回例会報告（Ｎｏ，２９） 

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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Ｒ ５． ２．１８（土）イルミネーション撤去作業 

         於・駅前通り 

参加者 上野 和路・根岸 利正・飯塚 一成 

石川 長司・大澤 孝司・毛塚  宏 

小池 和敏・小暮 高史・関井 宏一 

関口 良幸・長柄 光則・松本 耕司 

    矢島 孝昭・谷田川敏幸・山本  樹 

横田 善次 

館校 先生１名・生徒１１名 

ボーイスカウト１４名、ＪＣ９名 

Ｒ ５． ２．１８（土）ロータリーデー奉仕活動 

（鶴生田川清掃） 

於・鶴生田川周辺 

参加者 上野 和路・根岸 利正・飯塚 一成 

石川 長司・毛塚  宏・小池 和敏 

小暮 高史・関井 宏一・関口 良幸 

長柄 光則・松本 耕司・矢島 孝昭 

谷田川敏幸・山本  樹・横田 善次 

館校 先生１名・生徒１１名 

ボーイスカウト１４名、ＪＣ９名 

 

今後の予定 

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． １（水）館林つつじサポーターズ 

俱楽部通常総会 

対象者 上野 和路       於・館林市文化会館 

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． ３（金）第４分区ＩＭ 

           於・ロイヤルチェスター太田 

対象者  

Ｒ ５． ３． ４（土）米山記念奨学生終了式・ 

奨学生歓送会 

対象者 小堀 良武  於・ホテルメトロポリタン高崎 

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 

対象者 荒木千津子・飯塚 一成・関口  昇 

羽鳥 紫乃 

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・宮内 敦夫 

Ｒ ５． ３．１８（日）新会員セミナー 

        於・前橋問屋センター会館 

対象者 入会３年までの新会員・宮内 敦夫 

Ｒ ５． ３．２３（木）館林市健康づくり懇話会 

対象者 上野 和路    於・館林市保健センター 

Ｒ ５． ３．２６（日）富岡かぶらＲＣ 

創立２０周年記念チャリティーゴルフ大会 

於・ＰＧＭ富岡カントリークラブノースコース 

Ｒ ５． ３．２９（水）第３回ＩＣＴ推進委員会 

対象者 関井 宏一      於・ガバナー事務所 

Ｒ ５． ４． １（土）富岡ＲＣ創立６０周年記念式典 

 於・ホテルアミューズ富岡 

対象者 上野 和路・根岸 利正 

Ｒ ５． ４． ８日（土）ローターアクト 

第２１回地区年次大会 

於・臨江閣／塚越屋七兵衛 

Ｒ ５． ４．１２（水）第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ 

親睦チャリティーゴルフ大会 

於・足利城ゴルフ俱楽部 

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． ５．２０（土）第２１回ロータリー全国囲碁大会 

     於・日本棋院本院 

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 

― 幹 事 報 告 ― 

 
根岸 利正 幹事 
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１．例会場・例会時間の変更 

◆桐生西ＲＣ 

３月３１日（金）→ ４月１日（土）春の家族会に変更 

          会 場 米山記念館 

◆沼田中央ＲＣ 

３月 ２日（木）→ 時短例会 

３月 ９日（木）→ 休 会 

３月３０日（木）→ 休 会 

２．会報、週報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①ローターアクト第２１回地区年次大会登録のご案内 

 【日 時】４月 ８日（土） １３：００～ 

（登録開始１２：００） 

 【会 場】≪本大会≫ 臨江閣 別館大広間 

      ≪懇親会≫ 温泉宿 塚越屋七兵衛（伊香保） 

 【記念講演】日本通信㈱代表取締役社長 福田 尚久 氏 

 【登録料】 

 本大会のみ +懇親会 

（宿泊あり） 

+懇親会 

（宿泊なし） 

ロータリアン 6,000 円 

+16,000 円 +11,000 円 

ローターアクト 4,000 円 

インターアクト 
1,000 円 

米山奨学生 

ローターアクト 

ＯＢ・ＯＧ 

6,000 円 

 

②第３回ＩＣＴ推進委員会のご案内 

 【日 時】３月２９日（水）１５：００～１６：００ 

 【会 場】ガバナー事務所 

 【対象者】関井 宏一 

③ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ組み合わせ表 

のご送付 

④トルコ・シリア大地震義捐金についてのお願い 

 

⑤２０２３－２４年度地区役員・地区委員就任依頼 

のご送付 

 ・ガバナー諮問委員会 委員   宮内 敦夫 会員 

  ガバナー指名委員会 委員 

  奉仕プロジェクトアドバイザー 

 ・ＲＬＩ推進委員会 委員    長柄  純 会員 

 ・グローバル補助金委員会 委員 谷田川敏幸 会員 

 ・ＤＥＩ推進委員会 委員    羽鳥 紫乃 会員 

 ・公共イメージ・ＩＣＴ推進委員会 委員 関井 宏一 会員 

 ・米山記念奨学委員会 委員   矢島 孝昭 会員 

◆第４分区Ｂ飯田 知義ガバナー補佐 

会員組織強化の視点から見たクラブ現況報告書ご提

出のお願い 

◆館林市役所 

館林市健康づくり推進懇話会開催のご案内 

 【日 時】３月２３日（木）１３：００（概ね１時間程度） 

 【会 場】館林市保健センター １階 予防接種室 

 【対象者】上野 和路 

◆花と緑の館林づくり協議会 

総会資料のご送付および結果報告（長柄 光則会員宛） 

◆㈱和光 

カタログのご送付 

 

― 委員会報告 ― 

＜親睦活動委員会から 3 点のご案内＞ 

 
親睦活動委員会 中世 吉昭 委員長 

・３月２６日（日）に富岡かぶらＲＣ創立２０周年記念チ

ャリティーゴルフ大会が、ＰＧＭ富岡カントリークラブ

ノースコースで開催されます。参加希望の方は 2 月中に

事務局までご連絡下さい。 

 

・４月１２日（水）に第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ親睦チャ

リティーゴルフ大会が足利城ゴルフ俱楽部で開催され

ます。このコンペは第３回親睦ゴルフを兼ねたインコン

ペになっておりますので、多くの方のご参加をお待ちし

ております。参加希望の方は 3 月 2 日までに事務局まで

ご連絡下さい。 

 

・5 月 14、15 日に親睦旅行を開催します。コロナの影響

で 2 年振りの親睦旅行となります。多くの方の御参加を

お待ちしております。 
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＜ポリオ撲滅チャリティーバザー品ご協力のお願い＞ 

 
女性ネットワーク委員会 羽鳥 紫乃 会員 

 ３月８日に開催されるポリオ撲滅チャリティーゴルフ

コンペ＆バザーにおきまして、バザー品のご協力を頂ける

方は、羽鳥会員または飯塚 SAA までご連絡ください。 

 

＜創立６５周年記念誌 顔写真撮影について＞ 

クラブ会報・広報委員会 小池 和敏 委員長 

創立６５周年記念誌に掲載するクラブ会員の顔写真を、

今例会から順次撮影させて頂きますのでご協力をお願い

致します。 

 

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３１３９回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５８名 

５３名 

出 席 者 数 ３３名 

欠 席 者 数 ２０名 

出 席 率 62.26％ 

前前回修正 77.36%～79.25％ 

 

 

― ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ― 

☆上野 和路会長        大変頂きました 

先日はイルミネーション撤去ならびにロータリーｄ

ａｙとして鶴生田川の清掃お疲れ様でした。 

☆根岸 利正幹事          頂きました 

先日のイルミネーション撤去作業及び、鶴生田川の

清掃活動にご参加頂きありがとうございました。 

本日は小池研修リーダー、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 

平素は何かと、お世話様になって居ります。又今の

度は、身内の事で皆様方に、種々ご迷惑をお掛けし

て居り、申し訳け有りません。今後共のご指導、ご

鞭撻を、心よりお願い申し上げます。 

☆齊藤  要会員       大変頂きました 

妻の誕生日に美しい花束を頂きました。孫や子供達

からも頂き、部屋に花がいっぱいです。有難うござ

いました。 

☆小暮 高史会員      大変頂きました 

先日の妻の誕生日には、きれいな花束を有難うござ

いました。 

☆田部井 孝一会員         頂きました 

孫が館林女子高の前期試験で合格しましたので。 

☆小池 敏郎会員        大変頂きました 

お世話になります。本日研修委員会として会員満足

度アンケートの結果の報告をさせて頂きます。 

☆石川 長司会員          頂きました 

本日小池敏郎クラブ研修常任委員長に卓話よろしく

お願いします。 

☆山本  樹会員          頂きました 

昨日うれしい事がありましたので。 

☆矢島 孝昭会員          頂きました 

先週土曜日のイルミネーション撤去作業は皆様のご

協力もあり、無事完了しました。ありがとうございま

した。本日は、小池敏郎クラブ研修常任委員長、卓話、

楽しみにさせて頂きます。 
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― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 今泉 始宏 委員 

 

 
クラブ研修リーダー 小池 敏郎 委員長 

クラブ研修委員長の小池常任委員長より、会員満足度

アンケートの集計結果についてご報告頂きました。 

 

＜ 本日のお食事 ＞ 

 
ステーキ 

―お食事 予定―  

3 月 10 日 中華膳 はるまき、からあげ、ゴマ団子 

3 月 17 日  和食膳 アサリご飯 

3 月 31 日  洋食膳 春のロールキャベツ 

 

 
S・A・A 飯塚 一成 会員 

 

＜館林高校レスリング部パンフレット＞ 

 
先日のイルミネーション撤去作業とロータリーデーの鶴

生田川清掃奉仕活動にご協力頂きました館林高校より、レ

スリング部のパンフレットを頂きました。身近に対象の学

生がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けをお願いします。 
 

 

◆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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