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新会員紹介
協和発酵キリン㈱生産本部バイオ生産技術研究所所長
山﨑 勝由 さん
アサヒビール㈱群馬支社支社長
松葉 晴彦 さん

望月副会長

■誕生祝
中村敬太郎、鴻田
敦、
岡部 幹雄、紺
正行、
星野 大輔、船越 健志、
内藤
浩
■結婚祝
高玉 真光、女屋 敏夫、
平出 昌男、栗原 公夫、
髙橋 秀実、藤原 昌幸、
荒木
肇、田部井俊勝、
中村敬太郎、藤澤
茂、
板垣
忍、小暮 雅幸、
菊川 善明、小林 幹昌、
神山 光永、髙橋 善明
■皆勤賞
小林 洋樹（満２年）
委嘱状伝達式
１. バドゲレル ナイダンフー さん
２. セッデッド バートル さん
３. プレブ オドンチメ さん

宮﨑会長
皆 さ ん こ ん に ち は｡
本日は協和発酵キリン
の 山 﨑 さ ん、 ア サ ヒ
ビールの松葉さん､ 前
橋ロータリークラブに
ご入会有り難うござい
ました｡ ロータリー生
活を十分にお楽しみい
ただければと思います。
まず会長報告です。
先週は観桜家族例会
に多数ご出席頂きまし
て有り難うございまし
た。
先週、御出席頂けなかった方もいらっしゃるので簡
単にお話ししますと、当日は当クラブの会員と奥様の
他に新たな 3 名の前橋国際奨学生に加えて、新潟 RC
クラブから 9 名を加え総勢 116 名のご参加を頂きま
した。当日は前橋も花冷えというか寒くて桜の開花も
予定より遅れていましたが、関越自動車道が結構な積
雪で渋滞となり時間通りの到着が危ぶまれました。し
かし数十分の遅れで何とか間に合い重要文化財である
臨江閣の案内なども聞いて頂きました。懇親会には山
本市長や塩崎教育長にもご出席をいただき、コールグ
ロリアによるコーラスやその後には新潟クラブが 2
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曲の合唱をご披露頂きました。新潟 RC クラブも帰
りが遅くならないようにと余り長く出来ませんでした
が、とても楽しく終わることが出来たと思います。こ
れも小神野委員長を初めとする親睦家族ロータリー委
員会のメンバーがよく考えて準備していただいたお陰
であり感謝しております。有り難うございました。
先週は会長報告が出来ませんでしたので話は前後し
ますが観桜例会までの出来事もご紹介しますと 3 月
28 日に市内６RC の会長幹事会が開かれました。前
橋中央 RC の 25 周年記念式典が終わり、まだ 5 月
に 55 周年記念を控える前橋西 RC 以外は半分肩の荷
を下ろし各会長や幹事の様子もほっとした感じでした。
3 月 30 日には商工会議所で第一分区 6 クラブによる
インターシティミーティング IM が開催されました。
本来は都市間の会合の筈ですが今年は市内６クラブの
ミーティングとなりました。各クラブから１～２名の
発表者が各クラブの奉仕活動の現状や個々の内容を報
告しました。当クラブからは山田ガバナーノミニーが
昨年行われた VTT について説明して頂き、質的に高
い評価をいただきました。他クラブも自分のクラブの
身の丈に合った奉仕活動をしっかりされていると感心
しました。特に幾つかのクラブは特定の児童養護施設
などに継続的に支援していました。財団の地区補助金
を用いての奉仕活動は毎年同じ所には使えないので、
各クラブ自前の費用で行っていると思います。また田
中パストガバナーが講評で緊急的を除いてロータリー
が公立施設に援助するのは少し違うのではないかとい
うお話しがありました。確かに必要な物品は行政で行
うべきでロータリーが援助するのも違うと思います。
しかし行政がやりきれないところを多くの市民が喜ば
れるものに援助するのも意味があると思いますし、そ
の可否の判断は難しいところです。これで本日の会長
報告を終わります。
温井幹事
１、新会員 山﨑勝由さん
の所属委員会はクラブ会
報委員会、松葉晴彦さん
の所属委員会は国際奉仕
委員会です。
２、第４回長期戦略計画委
員会が４月11日（木）
18：30より前橋商工会議
所会館１階レストランで
実施されます。
３、今週の土曜日、4月13日（土）に第一分区ロータ
リーデイ 前橋公園清掃が実施されます。臨江閣庭
園西口の前橋公園管理センター前に7時30分集合で
す。駐車場は旧競輪場跡地です。参加予定の方はク
ラブの水色のジャンパーを着用し、ほうき、ちり取
り等を各自ご持参ください。
４、次回の例会は、外部卓話です。講師は群馬県立県
民健康科学大学名誉教授の下村洋之助様です。場所
は群馬銀行本店例会場です。
幹事報告

副幹事報告
例会変更：前橋北RC、前橋東RC、前橋中央ＲＣ、
富岡RC、富岡中央RC、富岡かぶらRC
出席報告
出席委員会
会 員 数：120名

{ 出席者
欠席者

80名
40名

本日出席率：68.97％
前々回訂正：75.22％
ニコニコ BOX 報告   

■中村 宏 … 久 し 振 り の
メークに、参上致し
ました。万両寿司を
頂き、元気よく、米
寿を迎えたいと思い
ます。従前にも増し
て、御指導お願いい
たします。
■松葉 晴彦…歴史と伝統ある前橋ロータリークラブ
に入会できうれしく思います。
■山﨑 勝由…この度、伝統と歴史のある前橋ロータ
リークラブに入会することになりました。よろ
しくお願い致します。
■藤澤 茂…新会員（交替会員）の山﨑さんを宜しく
お願い申し上げます。
■高玉 真光…４月２日観桜会の日が結婚記念日でし
た。立派なお花を頂き有難うございます。妻は
このお花を自分が施設長をしているケア・ハウ
ス元総社にかざりました。私よりケア・ハウス
の方が大切なのですね。
■女屋 敏夫…結婚祝いに立派なお花をいただき有り
がとうございました。日々感謝です。
■万両…本日の多くの注文有り難うございました。
  新会員卓話    
神山 光永 会員
前田
修 会員
「芝刈について」
「スキーについて」

ロータリーの友報告
吉田 会員

※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

