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感謝状交付
米山功労者第１回
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記念品贈呈
廣田副会長
■誕生祝
中村敬太郎 阿部慎之介、鴻田
敦、岡部 幹雄、
紺
正行（古希）、
山下 佳之、江原
洋、
星野 大輔、片山 康浩、内藤
浩
■結婚祝
高玉 真光、栗原 公夫、髙橋 秀実、荒木
肇、
野田
強、田部井俊勝、中村敬太郎、藤澤
茂、
板垣
忍、菊川 善明、小林 幹昌、神山 光永
会長報告・会長の時間
長谷会長
３日前の４月23日土曜日に地区リーダーシップセミ
ナーが、24日日曜日には地区大会が開催されました。
新型コロナウイルス感染症がなければ、土曜日にはより
多くの方が参加した地区リーダーシップセミナーが、その
夜には翌日の地区大会のメインゲストであるＲＩ会長代理
を歓迎する晩餐会が開催されるところではありました。
また、日曜日の地区大会終了後は懇親会が開催され
る運びですが、それらはやむなく中止となりました。
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しかしながら、地区大会本番では、ＲＩ会長代理からの
ＲＩ現況報告をはじめ、通常のスケジュールに加え、テレ
ビ等での露出の多い明治大学教授の齋藤孝氏の記念講演が
「人間関係をつくるコミュニケーション力」をテーマにあ
りました。今回の地区大会は足立ガバナー排出クラブであ
る前橋東ロータリークラブがホストクラブとして主催し、
我々前橋ロータリークラブと前橋北ロータリークラブが
コ・ホストクラブとして協力しました。昼食の配布等を担
当してくれた皆さんありがとうございました。
クラブ表彰では、当クラブはロータリー賞、ロータ
リー財団年次寄付総額２位、ロータリー米山記念奨学
金寄付総額２位を受賞いたしました。
昨年のことを思い返しますと、山田ガバナー年度に
おいて、我々前橋ロータリークラブがホストクラブと
して地区大会を主催いたしました。
当初は10月開催で企画していたものが、コロナ禍に
より４月に変更となりました。ベイシア文化ホールをメ
イン会場として、密を避けるために分区ごとのサテライ
ト会場を設けて実施することを模索しましたが、各会場
の通信環境が整わないなどで断念し、メイン会場のみ、
各クラブの会長・幹事を中心として限られた参加者とな
りました。開催時間も今回あるいは通常は午前９時頃か
ら午後５時頃までとするところを、午後のみとし、非常
にコンパクトな形としました。ＲＩ会長代理晩餐会や地
区大会終了後の懇親会も中止と今回と同様な状態でした。
新型コロナウイルス感染症の流行前に開催した第１回
実行委員会では、当時の山田邦子ガバナーエレクトが地区
大会に対する思いや様々な構想を話しておられ、実行委員
会の幹事だった私も、山田ガバナーエレクトの構想を実現
していくことが、実行委員会の使命だと認識していました
が、その多くが実現できずに大変残念に思いました。
今では、コロナ禍に慣れてきた感がありましが、前回の
地区大会の準備の時期や開催時期は、今よりもコロナに敏
感な状況で、実行委員会でも地区大会の実施内容の変更を
余儀なくされるなど難儀しましたが、過ぎ去ってみると良
い思い出です。ただ、地区大会後のホストクラブとしての
打ち上げができなかったことが一番の心残りです。
幹事報告
小林幹事
１．地区大会参加の皆様、
ご出席ありがとうございました。
 都合により、当日参加できなかった方の資料があ

ります。事務局までお願いします。（参加登録された
方のみ）
２．５月の第１例会は、早朝例会です。
 ５月10日（火）AM ６時20分までに、前橋公園
の時計台の前までお集まり下さい。青色のブルゾン
をお持ちください。雨天にても朝食のお弁当を用意
してありますので、お集まり下さい。
３．ゴールデンウイークの事務局の休暇日のお知らせです。
４月29日（金）から５月８日（日）までです。
 その間の万が一の緊急連絡先は、幹事までお願い
致します。
４．次世代リーダーセミナーが、５月８日（日）に前
橋商工会議所にて開催されます。対象者の方々は、
出席をお願いします。ちなみに、大淵会員、西村会員、
関﨑会員、小川会員です。
５．今月のロータリーレートは、
おそらく122円以上です。
副幹事報告
関口副幹事
例会変更
前橋西RC、碓氷安中ＲＣ、桐生西ＲＣ
出席報告
西川会員
会員数 ： 113名
出席者
91名
・実出席者
60名
・Zoom参加者 26名
欠席者
22名 本日出席率：83.49％
ニコニコBOX報告
角田会員
■前橋東RC…地区大会ご協力あり
がとうございました。
■直前ガ バナー 山田 邦子…本田
パストガバナー様には、シカゴ
の規定審議会出席、おつかれ様でした。
■藤井 政宏…４月21日（木）弊社故新井会長の社葬に
際しましては、多くの方々にご参列を賜り、厚く
御礼申し上げます。
 ロータリークラブの皆様とは、様々な機会を
通じて、お付き合いいただきましたことに重ね
て感謝申し上げます。
 今後、役職員一同、会長の遺志を継ぎ、社業の
発展に励み、地域社会の一員として皆様のお役に
立てるよう努力いたしますので、今後とも変わら
ぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申しげます。
■増田 晋一…前橋をピッツァの街として、また、群馬
の新たなブランドとして発信するイベント キング
オブピッツァ IN MAEBASHIを３年ぶりに開催さ
せて頂くこととなりました。増田は実行委員長を降
りまして、若い行動力のある人たちを支えながら５
月28・29日の開催に向け準備を進めております。
場所は例年通り前橋中央広場での開催です。毎回好
評いただいておりますピッツァ教室も予定しており
ますので、皆様のご来場をお待ちしております。な
お、今年も手弁当で行うイベントですので、皆様の
温かいご協賛を賜れば幸いと、ポストに入れさせて
いただきました。よろしくお願いします。
■深井 彰彦…日本銀行 渡辺支店長様たいへんお世

{

話になりました。益々の御活躍をお祈り申し上
げます。（４/28付 ロンドン事務所へ赴任）
■渡辺 真吾…歴史と伝統ある前橋ロータリークラブで
大変貴重な経験をさせて頂きました。ありがとう
ございました。今後もどうぞ宜しくお願いします。
■横田 幸雄…長男が大学へ長女が高校へ入学しまし
たので少々。
■高玉 真光…４月２日の結婚記念日にロータリー会長
様から立派なお花を贈り頂き、有難うございます。
昔話となりますが、この年は４月１日より大雪とな
り、４月２日には雪が道路を塞ぎ、親戚の方々や友
人には大変な御苦労をおかけした結婚式でした。
■板垣 忍…今日結婚記念日の花籠をいただきました。
指折り数えてみると45周年ということがわかり
ました。45周年はサファイア婚なんだそうです。
サファイアのように深い慈愛や誠実さを持つ夫
婦関係をたたえる意味で名付けられたのだそう
です。へえ～っと二人で感心してしまいました。
■田部井俊勝…結婚記念日、大変美しい花束ありがと
うございます。
■髙橋 秀実…37回目の結婚記念日にきれいなお花を
いただきありがとうございました。
■野田
強…結婚記念日にお花を頂きありがとうご
ざいました。妻がめずらしく電話してきました。
結婚記念日を忘れないですみました。
部会報告
野球部都丸監督

会員満足度アンケート
ロータリーの友報告
石井会員

小林幹事

足立ガバナー
地区大会にて
受賞

４月ゴルフ例会
伊香保国際CC
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GROSS HDCP NET

優勝

福島英人

42

39

81

7.2 73.8

準優勝

三原豊章

47

45

92 16.8 75.2

３位

山田美光

49

48

97 21.6 75.4

※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

