
 

 

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！先週はここニューミヤコホテ

ル自体の休業の為、例会は休会となりました。先月２

月１０日に大雪の為急遽休会とさせて頂いたのも、私

の２５年のロータリークラブの歴史の中で初めてで

したが、考えてみれば例会場自体がお休みの為に例会

が休会となったのも初めてだったと思います。 

この２週間の間にＷＢＣの準決勝での絵に描いた

ような逆転サヨナラ勝利、そして決勝では最終回大谷

がマウンドに立ち、最終バッターを見事に三振に打ち

取り世界一となりました。興奮しましたよね。 

そしてこの興奮が収まる間もなく、甲子園球児達の

熱い戦いが繰り広げられて、本日１１時から山梨県の

山梨学院と広島県の広陵との準決勝戦が行われてお

り気になるところです。関東以北は既に姿を消してし

まっていますので、私の父の出身地であり私も一年半

ほど住んだ事のある山梨県の山梨学院に、知らぬ間に

応援姿勢となってしまっています。是非、山梨学院に

勝ち上がって貰って、明日の決勝戦に進んで欲しいと

思っています。 

話は６５周年記念式典になりますが、４月２２日ま

で１ヶ月を切り、だんだんと慌ただしくなって来てお

り、小池敏郎実行委員長を始めとして、企画総務部会、

記念式典部会、救護部会、記念事業部会、記念誌部会、

セブ対応部会の皆さんの協力の元、少しずつ進んでき

ています。皆さんも年度初めということもあり、お忙

しいとは思いますがご協力の程よろしくお願いしま

す。 

本日もよろしくお願いします。 

 

― お 客 様 ― 

 
  館林県立館林高等学校 

 レスリング部 監督 金子 将士 様 

 

― ロータリー財団授与 ― 

 
ポールハリスフェローマルチプル３ 田部井孝一 会員 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２３年３月３１日(金) 第３１４２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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ポールハリスフェローマルチプル３  上野 和路 会員 

 

 
 ポールハリスフェローマルチプル２ 横田 善次 会員 

 

 
 ポールハリスフェロー   中世 吉昭 会員 

 

― 会 務 報 告 ― 

               上野 和路 会長 

Ｒ ５． ３．２８（火）第４回創立６５周年記念 

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・瀬山 欣春・野辺 昌弘 

谷田川敏幸・本島 克幸・小堀 良武 

山本  樹・関井 宏一・関口  昇 

    田部井孝一・飯塚 一成・小池 和敏 

小暮 雅𠀋 

Ｒ ５． ３．２９（水）第３回ＩＣＴ推進委員会 

参加者 関井 宏一      於・ガバナー事務所 

 

今後の予定 

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． ７（金）第５回創立６５周年記念 

実行委員会 

於・ニューミヤコホテル館林 

対象者 上野 和路・石川 長司・横田 善次 

根岸 利正・山本  樹・小池 敏郎 

長柄  純・毛塚  宏・瀬山 欣春 

野辺 昌弘・谷田川敏幸・本島 克幸 

    松本 耕司・小堀 良武・中世 吉昭 

大澤 孝司・関井 宏一・関口  昇 

田部井孝一・飯塚 一成・小池 和敏 

長柄 光則・小暮 雅𠀋 

Ｒ ５． ４． ８（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． ４．１４（金）２０２３－２４年度 

第４回理事・役員会 

於・ニューミヤコホテル館林 

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・瀬山 欣春 

中世 吉昭・長柄  純・根岸 利正 

    本島 克幸・矢島 孝昭・谷田川敏幸 

オブザーバー 長柄 光則 

Ｒ ５． ４．１５（土）館林市子ども会育成団体 

連絡協議会令和５年度定期総会 

対象者 上野 和路  於・館林市文化会館小ホール 

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 
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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． ４．１８（火）創立６５周年記念事業 

 温度計寄贈除幕式 

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 

◆太田ＲＣ 

４月 ６日（木）→ 花見例会 

◆富岡ＲＣ 

４月 ５日（水）→ ４月 １日（土） 

創立６０周年記念式典 

 会 場 ホテルアミューズ富岡 

◆藤岡ＲＣ 

４月 ６日（木）→ ４月 ４日（火）夜桜夜間例会 

          点 鐘 １８：３０ 

          会 場 埼玉国際ゴルフ俱楽部 

４月２７日（木）→ 休 会(定款第７条第１節(ｄ)により) 

◆藤岡南ＲＣ 

４月１４日（金）→ 休 会(定款第７条第１節(ｆ)により) 

４月２８日（金）→ 休 会(定款第７条第１節(ｄ)により) 

２．会報、週報 

◆大泉ＲＣ → ３月会報 

◆館林東ＲＣ → ３月会報 

３．その他 

◆国際ロータリー日本事務局 

ロータリー財団認証品のご送付 

 ポールハリスフェローマルチプル３  多田 善洋 会員 

     〃          上野 和路 会員 

     〃          田部井孝一 会員 

 ポールハリスフェローマルチプル２ 関井 宏一 会員 

     〃          横田 善次 会員 

     〃          関口  昇 会員 

 ポールハリスフェロー     小倉 敏雄 会員 

     〃          中世 吉昭 会員 

     〃          帆足 秀司 会員 

     〃          齋藤 佳延 会員 
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◆（公財）米山梅吉記念館 

「館報 Vol.４１ 春号」のご送付 

 

◆館林東ＲＣ 

１０クラブ親睦チャリティゴルフ大会組合せ表 

及び他ご案内のご送付 

【館林ＲＣ】インコース ３・４・５・６組 

【スタート】３組 ８：０７ ４組 ８：１４ 

 ５組 ８：２１ ６組 ８：２８ 

 

◆沼田ＲＣ 

 地区研修・協議会開催のご案内 

 【日 時】５月２１日（日） 

 登録受付  ９：３０～１０：００ 

      開  会 １０：００ 

      閉  会 １７：００ 

 【会 場】ホテルベラヴィータ 

 【登録料】一人５，０００円 

 【対象者】２０２３－２４年度 

      会長・幹事・クラブ研修リーダー 

会員増強委員長 

奉仕プロジェクト関係の委員長・地区役員 

 

◆館林市子ども会育成団体連絡協議会ＲＣ 

 令和５年度定期総会開催のご案内 

 【日 時】４月１５日（土） 

受付開始 １７：３０ 

      開  会 １８：００ 

 【会 場】館林市文化会館 小ホール 

 【対象者】上野 和路 

 

― 委員会報告 ― 

＜健康診断のご案内＞ 

 
横田 善次 会員 

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３１４２回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５８名 

５４名 

出 席 者 数 ３０名 

欠 席 者 数 ２４名 

出 席 率 55.6％ 

前前回修正 77.78%～85.19％ 

 

― ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ― 

☆上野 和路会長        大変頂きました 

本日は群馬県立館林高校レスリング部監督「金子将

士様」に卓話をして戴きますので！ 

☆横田 善次副会長         頂きました 

館林高校レスリング部監督 金子将士様、ロータリ

ークラブにようこそ。ポールハリスフェローのマル

チプル頂きありがとうございます。 

☆根岸 利正幹事          頂きました 

本日、館林高校レスリング部監督 金子将士様にお

話を頂戴いたします。ありがとうございます。 

☆松本 耕司会員      大変大変頂きました 

群馬県議会議員選挙が本日から始まりました。皆様

の絶大な応援を宜しくお願い申し上げます。 

☆田部井孝一会員          頂きました 

この度ポールハリスフェローの表彰をいただきまし

たので。 

☆山本  樹会員        大変頂きました 

本日、妻が定年退職をむかえました。市役所入庁後３

８年無事つとめました。おつかれさまでした。 

☆磯野 哲也会員          頂きました 

お世話になります。久々の例会参加になります。これ

からも宜しくお願いいたします。 
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☆正田  隆会員        大変頂きました 

妻の誕生日にお花をいただき、ありがとうございまし

た。 

☆関口 良幸会員          頂きました 

３月１８日、新会員セミナーに参加させてもらい、あ

りがとうございました。 

☆齊藤 一則会員          頂きました 

２９日の妻の誕生日に、素敵なお花を頂きましてあり

がとうございました。 

 

― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 本島 克幸 委員長 

 

 
  館林県立館林高等学校 

 レスリング部 監督 金子 将士 様 

皆さんこんにちは。本日はこのような場を用意して

いただき誠にありがとうございます。手短にレスリン

グ部の紹介をさせていただきます。 

まず初めに私は明和出身で、館林高校でレスリング

を始め大学でもレスリングを続けた後、一度銀行員に

なりましたが、父も西邑楽高校で教員としてレスリン

グをやっていたこともあり、転職をして、市立太田高

校で 8 年間レスリングを教え、2 年前に館林高校に赴

任となりました。 

令和 5 年度の館林高校の部員は新 3 年生が 5 名、新

2 年生が 6 名、新１年生の入部予定が 3 名の合計 14

名で活動していきます。館林高校レスリング部は 72

年目で 1950 年から活動しており、小幡洋次郎さん（オ

リンピック金メダリスト）や、私が高校生のときの 3

年生にあたる松本龍太郎選手（現在、育英大学レスリ

ング監督、オリンピック銅メダリスト）と多くの選手

を輩出しております。また、令和 4 年度の成績につい

ては別紙資料の通り、5 名の選手が全国大会 3 位以上

に入賞しており、そのうち 1 名はアジア大会に出場し

ています。つい一昨日も全国選抜大会で西原丈陽選手

が 3 位に入賞しており、今後も館林高校レスリング部

を盛り上げていきたいです。 

また、2029 年に開催される国民スポーツ大会では、

館林市でレスリング競技が実施されます。ボートも同

様に実施されます。そこで今年 4 月から小学校４～6

年生になる児童が 2029 年に高校１～3 年生になる世

代なので、この世代を中心に強化をしていきたいため、

館林高校ではクラブ化を一つのテーマとして動いて

おります。館林市には館林ジュニアクラブレスリング

チームがあり城沼体育館で活動していますが、私も指

導者に入れてもらい、施設利用届を館林高校で出して、

館林ジュニアの中学生や、小学校５、６年生から毎日

レスリングができる環境を作り、小中高の一貫教育と

して国体を目指したいと考えております。片面カラー

刷りの資料に詳細内容を記載してあります。 

その活動の一環として館林六小、九小、十小へ館林

高校卒業生と一緒に PR 活動に行きました。今後もレ

スリングに対する普及に力を入れていきたいです。今

後も競技人口を増やしたり、応援してもらえる方を増

やしてレスリングという競技を知ってもらおうと思

い今日来させていただきましたので、館林高校でレス

リング部が国体に向けて頑張っていることをご承知

おきいただき、ぜひ応援と注目をしていただければと

思います。 

本日はこのような場をお借りしてお話させていた

だくことに感謝を申し上げます。本当にありがとうご

ざいました。応援よろしくお願いいたします。 
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＜ 本日のお食事 ＞ 

 
洋食膳 春のロールキャベツ 

 

―お食事 予定―  

４月 ７日  カレーとタンドリーチキン 

４月１４日  エビフライ   

４月２８日  チキンステーキ 

 

 

 
S・A・A 飯塚 一成 会員 

 

 

 

◆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 
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