
 

 

点 鐘・ソング 奉仕の理想 

― 会 長 挨 拶 ― 

 

上野 和路 会長  

皆さんこんにちは！ 

今日は会長になって初めてマスク無しで挨拶させ

て頂きます。 

先日セブポートセンターRC から連絡がありまし

て、65 周年記念式典に合わせ 11 名のロータリアンと

奥さんを含む 11 名の家族の方、合わせて 22 名の方々

が来日されます。日程は 4 月 20 日から３泊４日です。

初日は焼肉店南大門にて歓迎会を開催し、翌日は伊香

保でゴルフ、ゴルフをやらない方は観光を、そして次

の日に式典に参加し、日曜日には横浜市の港南 RC と

の交流に向かうと聞いております。歓迎会は我々会長

幹事を含め数名にて行う予定ですが、国際交流に興味

があり是非参加してみたいという方はお申し出くだ

さい。 

そして皆さんのところに既にファックスが届いて

いると思いますが、新入会員の申し込みが来ています。

それも待望？の女性会員です。皆さんに異論が無けれ

ば４月から当クラブのメンバーになります。御尽力頂

いた皆様に感謝いたします。 

そして、先日 ANA で関西国際空港行きの飛行機に

乗ったときの話です。良く乗る方は知っている事と思

いますが、羽田空港では通常 JALは第一ターミナル、

ANA は第二ターミナルです。先日は ANA で予約購

入したのでいつも通り第二ターミナルに行ったら、何

とこの便はスターフライヤーのコードシェア便のた

め第一ターミナルだったので、慌てて地下道を渡り何

とか間に合いました。早めに空港に着いていたので間

に合いましたが、こんな事もあるので思い込まずチェ

ックしておく方が良いと、良い教訓になりました。皆

さんも一応頭に入れて置くと良いのでは無いでしょ

うか⁈ 

そういえば館林駅で浅草行きの「りょうもう号」は

東口から入ってすぐの 2 番線から乗るものと思い込

んでいましたが、5 番線で乗らなければならないこと

があり、実は乗り遅れてしまった 10 年程前を思い出

しました。ただその事があった為、今では浅草行きの

りょうもう号に乗る時は必ずチェックして、間違えを

起こさないようになっているので、私は「暇な時にし

てしまった失敗は財産！」と思うようになっています。 

本日もよろしくお願いします。 

 

― 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 

２０２３年３月１７日(金) 第３１４１回例会報告（Ｎｏ，２８） 

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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― お 客 様 ― 

 
（公社）館林青年会議所 理事長 野村 昌士 様 

専務理事 安間 晋 様 

 

― 感謝状授与 ― 

 
館林市長 多田 善洋 様 

 

― 委嘱状授与 ― 

 
羽鳥 紫乃 会員 

 

 

 

 

― 委嘱状授与 ― 

 
上野 和路 会長 

 

― 米山功労者感謝状 ― 

 
正田 隆 会員 

 

― 会 務 報 告 ― 

               上野 和路 会長 

Ｒ ５． ３．１１（土）ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ 

       於・前橋商工会議所会館 

参加者 横田 善次・山本  樹・宮内 敦夫 

 

今後の予定 

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 石倉 利昭・関口 良幸・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 
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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（第３回インコンペ） 

於・足利城ゴルフ俱楽部 

Ｒ ５． ４．１６（日）新規米山記念奨学生・ 

カウンセラーオリエンテーション 

於・前橋問屋センター会館 

対象者 羽鳥 紫乃・米山記念奨学生 トゥブシン・

ホンゴルゾル 

Ｒ ５． ４．１６（日）米山記念奨学委員会情報交換会           

対象者 小堀 良武・矢島 孝昭     於・山人 

Ｒ ５． ４．２２（土）館林ＲＣ創立６５周年記念式典 

於・館林文化会館小ホール／ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ５． ５． ５（金）～１６日（火）ＲＩ会長杯 

ワールドゴルフ大会 

Ｒ ５． ５．１３（土）第２１回（通算４１回） 

ＲＹＬＡ研修会 

於・高崎市総合福祉センター 

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 

対象者 上野 和路・根岸 利正・宮内 敦夫 

Ｒ ５． ５．１３（土）富岡かぶらＲＣ 

創立２０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． ５．１４（日）～１５日（月）親睦旅行 

          於・東京方面 

Ｒ ５． ５．１６（火）クラブ管理運営セミナー 

    於・前橋問屋センター会館 

対象者 横田 善次・山本  樹・事務局 

Ｒ ５． ５．２０（土）高崎北ＲＣ 

創立５５周年記念事業 記念講演会 

於・高崎市文化会館 

対象者 インターアクター・ローターアクター 

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 

対象者 上野 和路・根岸 利正・宮内 敦夫 

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 

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新規米山記念奨学生・ 

カウンセラーオリエンテーションのご案内 

【日 時】４月１６日（日） 

 受  付 １１：１０～ 

セミナー １１：３０～１２：４５ 

（カウンセラー対象） 

昼  食 １２：４５～１３：３０ 

（学校関係者・奨学生も同席） 

     オリエンテーション １３：３０～１５：１０ 

（ｶｳﾝｾﾗｰ・学校関係者・奨学生） 

     委 員 会 １５：３０～１６：１５ 

（保坂年度への説明・担当決め） 

【会 場】前橋問屋センター会館 

【対象者】羽鳥 紫乃・小堀 良武・矢島 孝昭 

米山記念奨学生 トゥブシン・ホンゴルゾル 

②米山記念奨学委員会情報交換会のご案内 

【日 時】４月１６日（日） １６：３０～１８：３０ 

【会 場】山人（ガバナー事務所より徒歩５分） 

【会 費】５，０００円程を会場にて集金 

【対象者】小堀 良武・矢島 孝昭 
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③米山記念奨学生情報修正のご送付 

④「２０２３－２０２４年度地区会員必携用 

クラブ現況指標」についてのお願い 

⑤ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ＆ 

バザーの御礼とご報告 

⑥高崎北ＲＣ創立５５周年記念講演会のご案内 

【日 時】５月２０日（土） １５：００～１６：３０ 

【会 場】高崎市文化会館 

【講 師】中山 秀征 氏 

【参加料】無 料 

【対象者】インターアクター・ローターアクター 

 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

①感謝状のご送付 

第２回米山功労者  正田  隆会員 

②「ハイライトよねやま ２７６号」のご送付 

▼全文は、こちらよりご覧ください。 

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

/summary/highlight276_pdf.pdf 

 

◆富岡ＲＣ 

記念式典会場と駐車場案内のご送付 

 

― 委員会報告 ― 

 

＜陽光桜満開のご報告＞ 

 
松本 耕司 会員 

 皆さんに大変お世話になって手植えした陽光桜が満開

になっていますので、ぜひ一度ご覧ください。 

 

 

 

 

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３１４１回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５８名 

５３名 

出 席 者 数 ３７名 

欠 席 者 数 １６名 

出 席 率 69.81％ 

前前回修正 83.02%～92.45％ 

 

― ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ― 

☆上野 和路会長        大変頂きました 

会長挨拶をはじめてマスクなしでさせて頂きました。

そして本日６５周年記念実行委員会でゲストが「さ

こみちよ」さんに決まりましたので！ 

☆横田 善次副会長         頂きました 

本日は、館林ロータリークラブに、館林市長 多田

善洋様、館林青年会議所 野村昌士様ご来訪ありが

とうございます。 

☆根岸 利正幹事          頂きました 

本日は、野村理事長、安間専務理事ようこそ、いら

っしゃいました。市長、感謝状ありがとうございま

す。 

☆小池 敏郎会員        大変頂きました 

皆様こんにちは、本日館林青年会議所野村理事長、

安間専務さん御来訪御苦労様です。 

☆多田 善洋会員        大変頂きました 

３月１６日館林の桜も開花宣言をさせて頂きました。

また、感謝状を贈呈させて頂きます。ありがとうご

ざいました。 

☆谷田川敏幸会員        大変頂きました 

本日はＪＣの後輩が例会に出席してくれました。皆

様宜しくお願い致します。 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight276_pdf.pdf
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight276_pdf.pdf
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☆山本  樹会員          頂きました 

青年会議所野村理事長安間専務理事ようこそいらっ

しゃいました。楽しんでいって下さい。 

☆飯塚 一成会員          頂きました 

本日、下の息子が小学校を卒業いたしました。 

☆小池 和敏会員          頂きました 

今日はＪＣ理事長 野村くんの卓話を楽しみにきま

した。将来のロータリークラブ入会も期待しています。 

☆齊藤 一則会員          頂きました 

青年会議所野村理事長、安間専務、ロータリークラブ

へようこそ。卓話楽しみにしています。 

 

― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 本島 克幸 委員長 

 

 
（公社）館林青年会議所 理事長 野村 昌士 様 

 

館林ロータリークラブの皆様、本日は卓話にお招き

いただき誠にありがとうございます。私は公益社団法

人館林青年会議所 第６１代理事長の野村昌士と申

します。まず自己紹介をさせていただきます。生まれ

は昭和５９年、今年で３８歳です。大学卒業後、茨城

県の建設会社、そして栃木県のハウスメーカーに勤め

た後、３０歳の年に社業である有限会社野村重機工業

の仕事に就き現在に至ります。当社はラフタークレー

ンのオペ付リースということで建設業・土木業全般の

仕事を行っております。明和板倉館林では同業社が４

社しかなく、かなりニッチな業種です。 

次にＪＣの経歴ですが、３０歳のときに小池先輩に

誘っていただきましたが、その後３年間ほどくすぶっ

ていて、２０１７年３３歳のときに入会しました。入

会後３年ほどまちづくり系の委員会に所属し、３年目

に理事として総務広報委員会の総括幹事、翌年に渉外

交流委員会の委員長、翌年に副理事長、そして今年度

理事長となっております。それ以外にも、両毛６ＪＣ

という両毛地域の 6つのＪＣを合わせた会議体にも入

会当初から出向し、館林だけではなく両毛地域の仲間

たちと一緒に、貴重な経験を積むことができました。 

近年の活動報告ですが、昨年度は大野理事長の下、

コロナ渦でしたが多くの事業をさせていただきまし

た。対外事業では５月に「集まれ働くクルマたち」、

１０月に「館林ハロウィン２０２２」とコロナ渦のた

め、祭りなど大人数で集まれなかった館林で、大きな

事業を開催できました。市民約５０００人に集まって

いただき大変素晴らしい事業ができました。 

思い返せば２０２０年コロナが蔓延し、多くの活動

が制限される中でも、当青年会議所はその時代に合っ

た活動をして来ました。２０２０年は小学校へのマス

ク寄贈、里沼アート、サプライズ花火などコロナ渦で

活動が制限される中でも自分たちで考え、理事とメン

バーと話し合いながら、今できる活動をして参りまし

た。この 3 年間コロナ禍でも活動できたのも、青年会

議所に所属していたからだと思います。青年会議所は

青年として多くのことにチャレンジし失敗をし、それ

を学びとして自分の財産にすることができるという

ことでここまで多くのことができたと思います。 

そして今年度私は理事長として掲げた館林青年会

議所の方針は、青少年の育成、そしてメンバーの育成、

そして会員拡大です。青少年の育成については、未来

の子供たちがこの地域のことを自分ごとと考えられ

るようになっていただければ、おのずと青年経済人と

して館林の地に戻ってきたときに、地域の活動に参加

しやすくなるんじゃないかと感じております。そうす

ることで館林青年会議所やこの地域の未来に繋がっ

てくるのではないかと考えております。そして我々Ｊ

Ｃに触れてもらうことで、この子供たちが青年となっ

たときに我々と同じように地域のために活動してい

ただく、そういった好循環が生まれてくると思ってい

ます。そのためにも、今我々メンバーが子供たちのた

めにできるように成長することも必要だと思ってお

ります。 

また、当会は入会歴の浅いメンバーが多くなり、若
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返った会となっていますが、新入会員が青年会議所の

魅力や何が楽しいのかわからないままＪＣ活動を続

けるのは大変だと思います。その中で、メンバーを支

え館林だけの事業に限らず群馬ブロック協議会や両

毛地域青年会議所協議会など多くのところで経験を

積むことで、館林青年会議所全体がレベルアップして

いくと考えております。 

そして会員拡大ですが、いくら我々メンバーが成長

したところで、メンバーが少ないままでは地域を盛り

上げることはできないと思っております。現在は２５

名で活動していますが、これが３０名、４０名と増え

ることで、今以上に地域を盛り上げていけるようにな

ると思っております。青年会議所は２０歳から４０歳

までの限られた時間の中で活動しております。ぜひと

も近くの若い方、ご子息がいらっしゃいましたら、当

会にご紹介いただければと思います。必ず成長させて

いただき、社業や地域に還元できると思っております。 

ここで余談ですが、会にお誘いしているとよく、ま

だ会社に戻ってきがばかりとか、まだ年齢が若いとい

う話を聞くことが多々ございます。私も３０歳で戻っ

てきたときには青年会議所はまだ早いかなとお断り

した経験もございます。今青年会議所に入って６年目

となりますが、もっと早く青年会議所に入っていれば

よかったなと思います。それは理事長という職に就き、

青年会議所で活動できる期間が１年１０ヶ月しかな

く、その中で青年会議所の活動としてもっと自分にで

きることがあったんじゃないかと考える時間が増え

てきました。私は館林の事業にはよく参加していまし

たが、出向という観点ですと、群馬ブロック、日本、

関東地区などには参加してこなかったので、地域のこ

とだけではなくもっと精力的に広い視野を持って活

動するのが青年会議所のメリットと思うようになり

ました。このため、まだ若いから入会しなくていいん

じゃないかということではなく、青年会議所の活動に

後悔がないよう、早くから入会することは決して悪い

ことではありませんので、ぜひとも若い方をご紹介い

ただければと思います。 

そして今年度、館林青年会議所は６０周年を迎える

年となります。これは館林ロータリークラブ様が５周

年の記念事業として館林青年会議所を発足して頂い

たおかげで、今の私や青年会議所があると考えており

ます。先輩諸兄師のおかげで今の私達があり、そして

これからの６０周年６５周年７０周年とさらに時代

を進めて新しいことにチャレンジしていくためにも、

６０周年を必ず成功させたいと思っております。 

最後に皆様に覚えておいていただきたいのが、今年

度の館林青年会議所６０周年のスケジュールです。９

月２８日（日）が記念事業の予定となっております。

しかし、現在麺１グランプリと日程が重なっているた

め調整中です。そして１０月１４日（土）に記念式典・

大懇親会を予定しています。多くのＯＢの皆様にご出

席いただき、我々の活動を見ていただければと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 
 

＜ 本日のお食事 ＞ 

 
和食膳 アサリご飯 
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