
 

創立 65 周年記念式典 

点 鐘・ソング 国歌 奉仕の理想 

― 会 長 挨 拶 ― 

上野 和路 会長  

日本遺産「館林の里沼」の街、館林に県内外より、

ＲＩ２８４０地区中野正美ガバナー、クラブ会員でも

あります多田善洋館林市長、正田隆商工会議所会頭を

はじめ御来賓並びにロータリアンをお迎えし、館林ロ

ータリークラブ創立６５周年記念式典が挙行されま

すことは、私たち会員にとりましてもこの上ない喜び

であり、御臨席賜りました皆様方に感謝申し上げます。

館林ロータリークラブは、１９５８年にロータリー・

インターナショナルより加盟の認証を頂きました。こ

の年は東京タワーも完成し日本が高度成長期に突入

した時代であり、私の生まれた年でもあります。私が

第６５代会長を務めさせて頂きますことはまさに奇

縁と感じておる次第です。６５年の歴史の中、館林青

年会議所の設立支援を始め、館林インターアクトクラ

ブ、館林ボーイスカウトの発足を成し遂げ。スポンサ

ークラブとしては館林西ロータリークラブ、館林東ロ

ータリークラブ、館林ミレニアムロータリークラブ、

の発足に尽力し、廣澤純孝ガバナー、高木貞一郎ガバ

ナー、宮内敦夫ガバナーと三名のガバナーを輩出して

まいりました。 

私の今年度会長方針のはじめに「継続は力なり」と

記載いたしました。継続を是とするロータリー活動の

中で、私が２５年のロータリー歴の中で一番重要な活

動であると思う「ポリオ撲滅」がございます。達成を

願い継続の力を信じております。本日、姉妹クラブで

ある、セブ・ポートセンターロータリークラブの皆様

にも御臨席を頂きました。私は、セブに三度訪問致し

ました、それは国際交流を通じてロータリーを楽しみ

たいと思っているからです。ロータリアンの皆様もぜ

ひ色々な活動を通してロータリーを楽しんで頂きた

いと思います。 

むすびとなりますが、御参会クラブの益々の発展と、

御臨席賜りました皆様方の御健勝、御多幸をお祈り申

し上げ御挨拶とさせて頂きます。 

 

 
 

 

開会の辞 毛塚 宏 副実行委員長 

 
歓迎挨拶 小池 敏郎 実行委員長 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２３年４月２２日(土) 第３１４５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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米山記念奨学金授与 トゥブシン・ホンゴルゾルさん 

 

会長挨拶 上野 和路 会長 

 

 

過去 5 年間の事業紹介 

 

感謝状・記念品贈呈 足利 RC 会長 谷津 範之 様 

 

感謝状・記念品贈呈 館林信用金庫理事長 早川 茂 様 

 

感謝状・記念品贈呈 ㈱ニューミヤコホテル 

代表取締役社長 小幡 英樹 様 

 
表彰状・記念品贈呈 第６０代から６４代会長 

 
表彰状・記念品贈呈 第６０代から６４代幹事 
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来賓祝辞 ＲＩ第２８４０地区ガバナー 中野 正美 様 

 
来賓祝辞 足利 RC 会長 谷津 範之 様 

 
目録贈呈 セブポートセンターＲＣ会長 

Ａｎｔｏｎｉｏ Ｔａｎ Ｊｒ 様 

 
来賓祝辞 セブポートセンターRC 会長 

Ａｎｔｏｎｉｏ Ｔａｎ Ｊｒ 様 

 
閉会の辞 長柄 純 副実行委員長 

 
事業紹介 セブポートセンターＲＣ Ｍａｓａｏ 

Ｋｏｉｋｅ様 

 
司会 山本 樹 副幹事 

 
館林文化会館 小ホールにて 
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―祝賀会― 

 
司会 根岸 利正 幹事 

 
開会挨拶 横田 善次 会長エレクト 

 
会長挨拶 上野 和路 会長 

 
乾杯 館林商工会議所会頭 正田 隆様 

 
乾杯 ＲＩ第２８４０地区第４分区Ｂガバナー補佐 

飯田 知義様 
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さこみちよディナーショー 

 
手に手つないで 

 
 

 
 

 
閉会挨拶 関井 宏一 会長ノミニ― 

 
 



 7 

―親睦旅行― 

 

 

 
於・沼田方面 

―親睦ゴルフ― 

 
於・ゴールド佐野カントリークラブ 

― 会 務 報 告 ― 

               上野 和路 会長 

 

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 

参加者 横田 善次・山本  樹・荒木千津子 

毛塚  宏・小池 敏郎・関井 宏一 

瀬山 欣春・中世 吉昭・長柄  純 

根岸 利正・谷田川敏幸 

オブザーバー 長柄 光則 

Ｒ ５． ４．１６（日）ボーイスカウト 

館林第１団 入隊式・上進式 

参加者 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 

参加者 羽鳥 紫乃・矢島 孝昭 

米山記念奨学生 トゥブシン・ホンゴルゾル 

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 

参加者 上野 和路・根岸 利正・横田 善次 

山本  樹・小池 敏郎・大澤 孝司 

谷田川敏幸・小暮 雅𠀋・飯塚 一成 

小池 和敏・関井 宏一・関口  昇 

 

今後の予定 

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 

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 
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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 

◆桐生西ＲＣ 

５月 ５日（金）→ 休 会（こどもの日） 

５月１９日（金）→ 坐禅例会 

          会 場 光明寺 

５月２６日（金）→ 会場変更 

          会 場 美喜仁本店 

◆富岡ＲＣ 

５月 ３日（水）→ 休 会（祝日のため） 

５月３１日（水）→ ５月１３日（土） 

富岡かぶらＲＣ創立２０周年記念式典に振替 

会 場 ホテルアミューズ富岡 

◆富岡中央ＲＣ 

５月 ４日（木）→ 休 会（祝日のため） 

５月１８日（木）→ ５月１３日（土） 

富岡かぶらＲＣ創立２０周年記念式典に振替 

会 場 ホテルアミューズ富岡 

２．会報、週報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①米山記念奨学生例会出席・奨学金受領確認書のご送付 

②ガバナー事務所及びガバナーエレクト事務所 

ゴールデンウィーク休暇のお知らせ 

【期 間】５月１日（月）～５月７日（日） 

【緊急連絡先】２０２２－２３年度地区幹事 栁田 秀男 

       携帯 ０９０－３１４９－６２０５ 

       ２０２３－２４年度地区幹事 関  真一 

       携帯 ０９０－３２４６－００５７ 

③第２１回ＲＹＬＡ研修会出席者様への 

ご案内（ご依頼）等の送付 

 

― 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３１４５回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５９名 

５６名 

出 席 者 数 ４９名 

欠 席 者 数 ７名 

出 席 率 87.50％ 

前前回修正 83.33%～87.04％ 

 
 

◆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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