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鴻田会長

あらためまして、釜谷さんのご入会をお慶び申し上
げます。
これからたくさんのご友人を作って頂き、有意義な
ロータリーライフを過ごされることを祈念いたします。
さて、先週の観桜家族例会では親睦委員会の皆さん
をはじめ、会員ご家族の皆さんにご協力で成功裏に終
了することができました。
ありがとうございました。
宇尾野会長はじめ新潟ロータリークラブの皆さんに
も喜んでいただき120名を超える参加者で大変盛り上
がりました。
私自身の個人的な感想なのですが、コールグロリア
の男性パートがうまくなっていたことを皆さん感じら
れませんでしたか？
もちろん、女性パートは前から見事なのですが、今
回は男性パートが非常に上手になっていることに感心
しました。合唱後、指揮の福島直前会長にそのことを
お話ししたところ、福島さんも指揮をしていて同様に
感じたということです。
また、８日土曜日には前橋クラブの子クラブである
渋川ロータリークラブの60周年記念式典に参加して
まいりました。上毛新聞にも掲載された盛大な式典の
中、当クラブに感謝状の贈呈が行われ頂戴してきまし
たのでご報告させて頂きます。
さて、今週末の16日日曜日に地区大会がベイシア
文化ホールで開催されます。ご存知の通り、当クラブ
も都丸和俊会員を実行委員として派遣し、子ホストと
して協力しています。また、本日は地区大会記念ゴル
フ大会が、残念ながらこの雨の中行われています。絶
対的な晴れ男の私が参加しますので、地区大会の天気
だけは大丈夫だと思います。

幹事報告

長谷幹事

ニコニコBOX報告

狩野

明

１．本日入会された釜谷邦夫会員の所属委員会は健康
管理委員会といたします。
２．次回の例会は、４月16日（日）開催の地区大会
が例会扱いとなります。開催場所はベイシア文化
ホール（群馬県民会館）で、８時40分登録開始、
９時30分開会です。それに伴い18日（火）は休
会となります。
３．地区大会に、当クラブはコ・ホストとして開催者
サイドにあります。前日リハーサルから協力いた
だく方には連絡済みですが、当日の手伝いを出席
者の方にお願いする予定です。よろしくお願いし
ます。
４．自家用車を利用して地区大会会場へ来場される方
は、過日配付した「END POLIO NOW」と記載
のマグネットシートを自家用車に貼って来場願い
ます。
５．会員の皆様におかれましても、ロータリークラブ
の公共イメージ向上のため、当該マグネットの車
両への貼付にご協力願います。
６．ボックスにジャーナリストの櫻井よしこさんの講
演会のチラシが入れてあります。国際ソロプチミ
スト前橋40周年を記念したものです。ご興味が
ある方は是非ご出席ください。
７．同じくボックスに「野田宿・森田家ミニ園遊会の
ご案内」が入れてあります。渋川ロータリークラ
ブ会員で、パストガバナーの森田均さんが中心と
なって開催されるものです。是非ご出席ください。
副幹事報告
石塚副幹事

■森田
均…潜城ですが、ニコニコボックスに入れ
させて頂きます。
■林  幸一…２月12日には大変お世話になりまし
た。おかげさまで前橋市議会議員として活動を
始めることができました。今後も市民の皆様の
幸せのため、ロータリークラブの奉仕のこころ
を持ってがんばります。本日は大変お世話をか
けた田村誠夫様といっしょにメイクさせていた
だきました。
■田村 誠夫…久し振りの訪問です。よろしくお願い
します。
■釜谷 邦夫…入会しました。よろしくお願いします。
■栗原 公夫…釜谷先生の入会を就して。
■平出 昌男…上毛新聞社 高桑和彦報道部長のご来
訪を歓迎いたします。講話を楽しみにしていま
す。短い時間ですがよろしくお願い致します。
また、結婚記念日の綺麗なお花をありがとうご
ざいます。
■望月 和子…４月２日の「ロータリーちびっこコン
サート」では、準備段階から始まり、お忙しい
なか当日の御出席まで皆様のご支援のもと、無
事終えることができました。コンサートも奈波
さんを中心に盛り上げていただき、好評でした。
本当にありがとうございました。
■女屋 敏夫…４月７日～ 56回目結婚記念日に真紅
のバラ其して素晴らしいお花をお届け頂き有り
がとうございました。日々感謝です。
■南  繁芳…結婚祝として、すばらしいお花をいた
だきありがとうございました。
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新会員です。50％に縮小し会員名簿へご使用下さい。
※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

