
 

点 鐘・ソング 国歌 奉仕の理想 

― 会 長 挨 拶 ― 

 

上野 和路 会長  

皆さんこんにちは。桜はほぼ終わり葉桜となってし

まいましたが、館林の売りと言っても良い躑躅が咲き

始めました。東京在住の方が、近いのでいつでも行け

ると東京タワーに行かないのと同じ様に、つつじが岡

公園には中々足を運ばないのかもしれませんが、今年

は是非一度は入園してみませんか⁉️昨日の Facebook

で多田市長が紹介しているのを見かけましたが、綺麗

なツツジがかなり咲き始めているようです。 

そして先日の群馬県議会議員選挙！ご協力ありが

とうございました。当選し花を咲かせた議員さんには

多田市長と共に館林市の為に存分に働いて頂きたい

と思います。 

そして本日は、後程御紹介します待望の新会員がい

らしています。紹介が出来る事を嬉しく思います。コ

ロナも５月８日をもって５類になる事が決まってい

ます。短期間でのコミュニケーションが出来るのでは

と期待しています。 

６５周年記念式典も来週に差し迫り、本日も実行委

員会役員の方には１１時から集まって頂きましたが、

これからは会員全員の皆さんのお力添えが無ければ

成功出来ません。皆さんのご協力をお願いします。 

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 

― 新会員 入会式 ― 

 
紹介者 谷田川 敏幸 会員 

 
エイチアンドエム 藤田 春美 会員 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２３年４月１４日(金) 第３１４４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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― ロータリー財団授与 ― 

 
ポールハリスフェローマルチプル２ 関井 宏一 会員 

ポールハリスフェローマルチプル２ 関口  昇 会員 

 

― 会 務 報 告 ― 

               上野 和路 会長 

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 

参加者 上野 和路・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 

中世 吉昭・大澤 孝司・田部井孝一 

飯塚 一成・小池 和敏・小暮 雅𠀋 

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 

参加者 荒木千津子・石川 長司・小池 和敏 

小池 敏郎・鈴木  誠・関口  昇 

田部井孝一・中世 吉昭・羽鳥 紫乃 

藤島  厚・矢島 孝昭・谷田川敏幸 

山本  樹 

Ｒ ５． ４．１２（水）上野年度第３回 

親睦ゴルフコンペ懇親会 

    於・吉川 

参加者 １０クラブゴルフ参加者 

根岸 利正・飯塚 一成 

Ｒ ５． ４．１４（金）第６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・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・大澤 孝司・関井 宏一 

    関口  昇・田部井孝一・飯塚 一成 

    小池 和敏・小暮 雅𠀋 

今後の予定 

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）ボーイスカウト 

館林第１団 入隊式・上進式 

対象者 上野 和路        於・茂林寺裏山 

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． ４．１８（火）創立６５周年記念事業 

 温度計寄贈除幕式 

於・市役所前交差点 

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． ９（火）館林市国際交流協会理事会 

対象者 上野 和路        於・館林市役所 

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 

対象者 米山記念奨学生 トゥブシン・ホンゴルゾル 

Ｒ ５． ５．１３（土）館林市国際交流協会 

令和５年度総会および懇親会 
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於・館林市文化会館 アザリアホール 

対象者 上野 和路 

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・ホテルベラヴィータ 

対象者 横田 善次・山本  樹・小池 敏郎 

齊藤 一則・本島 克幸・宮内 敦夫 

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 

対象者 上野 和路・ご夫人 

― 幹 事 報 告 ― 

 
根岸 利正 幹事 

１．例会場・例会時間の変更 

◆富岡かぶらＲＣ 

５月１６日（火）→ ５月１３日（土） 

創立２０周年記念式典 

          会 場 ホテルアミューズ富岡 

２．会報、週報 

◆館林西ＲＣ → ３月会報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①ＲＩ会長杯ワールドゴルフ大会開催中止のお知ら 

②マイロータリー登録推進のお願い 

③国際ロータリー第２８４０地区 

第４期地区戦略計画(２０２３－２０２６)（案）の 

ご送付 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

「ハイライトよねやま ２７７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/highlight277_pdf.pdf 

◆館林市国際交流協会 

①「心とこころ Vol.４４」のご送付 

②令和５年度会費納入のお願い 

 【年会費】団体会員 １０，０００円 

③理事の推薦と理事会開催のご案内 

 【日 時】５月９日（火）１９：００～ 

 【会 場】館林市役所５階研修室 

 【対象者】上野 和路 

④令和５年度総会および懇親会開催のご案内 

 【日 時】５月１３日（土）１８：３０～ 

 【会 場】館林市文化会館１階 アザリアホール 

 【懇親会費】４，０００円 

 【対象者】上野 和路 

◆ボーイスカウト館林第１団 

入隊式・上進式開催のご案内 

【日 時】４月１６日（日）１０：００～ 

【会 場】茂林寺裏山（スカウト広場） 

【対象者】会長 

◆館林商工会議所 

「商工たてばやし №４７２」のご送付 

   

 

 

 

 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight277_pdf.pdf
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight277_pdf.pdf
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― 委員会報告 ― 

＜１０クラブゴルフ大会並びにインコンペのご報告＞ 

 

親睦活動委員会 中世 吉昭 委員長 

１０クラブ親睦チャリティゴルフコンペの優勝は谷田川

会員、第３位は中世会員、ベスグロは藤島会員、団体戦で

は館林ＲＣが優勝でした。また、第３回インコンペの優勝

は羽鳥会員、準優勝は荒木会員、第３位は関口会員でした。

ご参加頂いた皆様ありがとうございました。また、６月１

３日（火）上野年度第４回親睦ゴルフコンペを桃里カント

リークラブにて開催します。詳細は後日連絡します。 

＜健康診断の日程調整について＞ 

 

クラブ管理運営委員会 横田 善次 常任委員長 

健康診断で超音波エコー希望者には日程表をお渡ししま

したが、日程が合わない方は希望日を記入して事務局まで

ご提出をお願いします。 

＜創立６５周年記念式典について＞ 

 

創立６５周年記念実行委員会 小池 敏郎 実行委員長 

４月１８日１３：３０から市役所前交差点にて温度計寄贈

除幕式を行いますので関係者の皆様は現地集合お願いし

ます。また式典当日は１０時から準備及びリハーサルを行

いますので全会員の皆様は小ホールへ集合お願いします。 

 

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３１４４回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５９名 

５５名 

出 席 者 数 ４０名 

欠 席 者 数 １５名 

出 席 率 72.73％ 

前前回修正 77.78%～87.04％ 

 

― ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ― 

☆上野 和路会長        大変頂きました 

新入会員「藤田晴美」さんをお迎えしました。みな

さんよろしくお願いいたします。 

☆横田 善次副会長       大変頂きました 

藤田 晴美様 館林ロータリーにようこそ。末永く、

おつきあいお願いします。 

☆根岸 利正幹事          頂きました 

先日の１０クラブ親睦チャリティーゴルフ大会に参

加いただいた皆様、ありがとうございました。表彰

式に参加させていただき、楽しかったです。藤田さ

んようこそ館林ロータリークラブへ！！ 

☆松本 耕司会員      大変大変頂きました 

今の度の皆様方の多大な、お力添えを賜り、誠に有

難うございました。今後のご指導を宜しくお願い申

し上げます。 

☆小池 敏郎会員        大変頂きました 

いよいよ来週４月２２日館林ロータリークラブ６５

周年記念式典です。皆さん宜しくお願いします。又

本日藤田晴美会員館林ロータリークラブ入会お目出

当う頑張って下さい。 
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☆多田 善洋会員        大変頂きました 

本日「令和５年度予算について」として卓話をさせ

て頂きますので。宜しくお願い致します。 

☆谷田川敏幸会員        大変頂きました 

新入会員の藤田晴美さんをご紹介させて頂きます。皆

様どうぞ宜しくお願い申し上げます。また１０クラブ

ゴルフコンペで優勝してしまったようです。 

☆関口  昇会員        大変頂きました 

２回目のポールハリスフェローを頂戴いたしました。

また先日１０クラブゴルフコンペでは大変お世話に

なりました。楽しくプレー出来ました。ありがとう

ございます 

☆関井 宏一会員          頂きました 

ポールハリスフェローを頂きましたので 

☆山本  樹会員        大変頂きました 

本日、青年会議所後輩 藤田晴美会員の入会を祝し

て。 

☆中世 吉昭会員          頂きました 

先日は１０クラブゴルフ大会、上野年度第 3 回ゴル

フインコンペに御参加頂きありがとうございました。 

☆羽鳥 紫乃会員        大変頂きました 

藤田さんの入会歓迎致します。先日の１０クラブコ

ンペの館林インコンペでなんと優勝させて頂きまし

た。ロータリークラブの方に育てて頂き、メンバー

にめぐまれ楽しくプレーできた結果と思います。今

後ともどうぞよろしくお願い致します。 

☆森田信一郎会員          頂きました 

藤田さん、ようこそ館林ロータリークラブへ。これか

らもよろしくお願いします。 

☆小池 和敏会員          頂きました 

藤田さんの入会を歓迎します。また先日のコンペでは、

プレーはいまいちでしたが、懇親会と二次会が楽しく

て、ぜひまた参加したいと思いました。準備された皆

様に感謝いたします。 

☆長柄 光則会員          頂きました 

藤田さん、ようこそロータリーへ 

☆藤田 春美会員      大変大変頂きました 

そうそうたる、諸先輩方の仲間入りが出来まして大変

光栄です。よろしくお願いします。 

☆齊藤 一則会員          頂きました 

本日、館林青年会議所の後輩、藤田晴美様をお迎えす

ることができましたので。 

 

 

― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 本島 克幸 委員長 

 

 
館林市長 多田 善洋 様 

館林市長をお招きし、館林市の令和５年度予算につ

いてご説明を頂きました。ありがとうございました。 

また、当会６５周年記念として市役所前交差点に設

置させて頂きます屋外温度計について、お礼のお言葉

を頂きました。 

 

＜ 本日のお食事 ＞ 

 
エビフライ 
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S・A・A 飯塚 一成 会員 

 

―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 

 

―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 

 

 

 

 

 

―上野年度第３回親睦ゴルフコンペ懇親会― 

開会の挨拶 

 
 

乾杯のご発声 
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優勝 羽鳥 紫乃会員 

 
 

準優勝 荒木千津子会員 

 
 

第三位 関口  昇会員 

 
 

 

ベスグロ 藤島  厚会員

 
 

ドラコン賞×３ 矢島 孝昭会員 

 
 

 
於・吉川 

 

 

◆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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