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2021-2022｜奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために　SERVE TO CHANGE LIVES

奉仕を実践、親睦を深め、会員個々のロータリー活動を充実させよう
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2022. ５.17（火）　第3251回　例会報告
例会日…火曜日（12：10）～群馬銀行本店

（第1回　昭和28年9月8日創立）

会　　　長…長谷　浩克

幹　　　事…小林　幹昌

クラブ会報委員長…髙橋　秀実

編　集　者…藤井　政宏

  点　鐘  　長谷会長

  国歌・ロータリーソング  　「我等の生業」

  ビジター  　長谷会長

◎米山奨学生

 　ブヤンダライ　バトツェツェグ　さん

◎前橋国際奨学生

 フレルバートル　ボロルトヤ　さん

 チョウ　ロ　さん

  新会員紹介  　長谷会長

＊名　　前　　稲葉　賢士

・入会年月日　2022年５月17日

・職業分類　　飲料・食品製造

・勤 務 先　　アサヒビール㈱　栃木群馬支社

・役　　職　　理事支社長　

・推 薦 者　　長谷川　健

＊名　　前　　関口　尚人

・入会年月日　2022年５月17日

・職業分類　　生命保険

・勤 務 先　　日本生命保険（相）　群馬支社

・役　　職　　支社長　

・推 薦 者　　曽我　隆一

＊名　　前　　渡邉　裕士

・入会年月日　2022年５月17日

・職業分類　　リース業

・勤 務 先　　オリックス㈱　前橋支店

・役　　職　　支店長　

・推 薦 者　　本田　博己

＊名　　前　　楠本　雅史

・入会年月日　2022年５月17日

・職業分類　　証券業

・勤 務 先　　SMBC日興証券㈱　高崎支店

・役　　職　　法人課長　

・推 薦 者　　廣田　哲也

  記念品贈呈  　廣田副会長

■誕生祝

　 渡邉　裕士、横田　幸雄、金井　政人、

　山田　美光、狩野　　明、石塚　春彦、

　石原秀一郎、髙橋　秀実、神山　光永、

　西川　定男、釜谷　邦夫

■結婚祝

　 橋本　　実、藤野　隆司、武井　和夫、

　角田　尚夫、太田　郁朗、前田　　修、

　関口　雅弘、嶋田　大和、薊　　　準、



　稲葉　賢士、本田　博己、清水　宜彦、

　伊藤　大介、楠本　雅史、山㟢　勝由、

　関口　俊雄、曽我　孝之、三輪　　斉

■皆勤賞

　片山　康浩（満２年）、温井　尚久（満８年）、

　三輪　　斉（満10年）、星崎　功明（満21年）

  委嘱状交付  　望月和子会員、宮久保純子会員

  奨学金贈呈  　長谷会長

  会長の時間  　長谷会長

先日、６月５日に開催されるＩＭ（アイ･エム）開

催案内と出欠席の確認の連絡を会員の皆さんに送付さ

せていただきました。特に入会歴が短い方はＩＭって

なんだろうと思っている方がおられると思いますので、

今日はＩＭにつきましてお話しさせていただます。

ＩＭはインターシティ・ミーティングの略称です。日

本語に直訳してみると「インターシティ」は都市間の、

「ミーティング」は会議ですので、「都市間会議」とな

ります。たとえば前橋市と高崎市の会議という風にな

るのかもしれませんが、我々が参加するＩＭは、その

直訳とは違っています。

京都府・福井県・滋賀県・奈良県の４府県にまた

がる2650地区の方が開設している「ロータリー用語

便覧」には次のようにありました。

「近隣クラブが共通のテーマで語り合い、知己の輪

を拡げる意義は大きく、ほとんどのＩＭはフォーラム

と懇親会がセットとなっている形式がとられている。」

との解説文となっています。

当クラブが参加するＩＭも解説文にあるとおり、近

隣のクラブが共通のテーマで語り合い、知己の輪を拡

げるものとなっています。今年度は黒岩千春ガバナー

補佐を中心として、ガバナー補佐を輩出している前橋

西ロータリークラブが実行委員会を組織して開催しま

す。

今回のテーマは「芸術文化と経済」で、前橋市長

の山本龍氏、企業メセナ群馬顧問の染谷滋氏、前橋文

学館館長の萩原朔美氏、前橋東ロータリークラブの会

員で古美術商を営んでおられる近藤日出夫氏に加え、

不肖私がパネラーとなり、パネルディスカッションを

行います。

私の役回りは、芸術を応援する意識に欠けた企業

人かなと思いますし、実際に個人的にその通りで、芸

術文化に興味が薄い人間です。芸術は人生を豊かにす

ると言われますが、そのような実感を私は持ち合わせ

ていません。パネラーとして多いに不安を持っていま

す。

また、先に述べたＩＭの解説に「ほとんどのＩＭ



はフォーラムと懇親会がセットとなっている形式がと

られている。」との一文があります。本来であれば参

集した第１分区全体の懇親会を実施するところであり

ますが、コロナ禍で見合わせることとなっています。

その代わりとして、当クラブ有志でＩＭ後の懇親

会を開催いたします。

我々三役は、ＩＭのテーマである芸術文化とは遠

いところにありますが懇親会は得意分野です。今年度

の数少ない懇親会の機会を設けたいと思います。コロ

ナ感染対策はいたしますが、万全ということはどんな

に配慮してもありませんが、その点もお含みいただい

たうえで多くの皆さんの参加をお待ちしています。

  幹事報告  　小林幹事

１ ．ＩＭ（インターシティ・ミーティング）が６月５

日（日）に、前橋商工会議所で開催されます。今回

のＩＭのテーマは、「芸術文化と経済」についてです。

サブタイトルに、ビジネスリーダー（ロータリアン）

に求められるアート思考と謳われています。我らが

リーダー長谷会長がパネリストとして登壇しますの

で、ぜひご参加の程よろしくお願いいたします。な

お、その後懇親会も開催いたします。

２ ．本日入会の４名の所属委員会は以下のとおりです。

　１．ＳＭＢＣ楠本さんは、副会計

　２．日本生命の関口さんは、国際奉仕委員会

　３． オリックスの渡邉さんは、親睦家族ロータリー

委員会

　４． アサヒビールの稲葉さんは、親睦家族ロータリー

委員会

  副幹事報告  　関口副幹事

伊勢崎東ＲＣ、碓氷安中ＲＣ

  出席報告  　三輪会員

会  員  数：　114名

　出 席 者　　  88名

 実出席者　  59名　　

 Zoom参加者  24名

 欠 席 者　  26名

　本日出席率　80.00％

  ニコニコBOX報告  　角田会員

■角田 　尚人…５月３日の結婚記念日にお花をありが

とうございました。

　　　 　昭和55年５月３日は「３」が１つ、あとは

「オール５」、昔の私の通信簿と似ている日でし

た。

■紺　 　正行…この度の春の叙勲で旭日双光章（きょ

くじつそうこうしょう）を受章しました。これ

も会員の皆さんのご支援のおかげと感謝いたし

ます。

　　　 　また、多くの会員の皆さんからお祝いのお言

葉をいただき、重ねてお礼申し上げます。

■稲葉 　賢士…この度、群馬銀行長谷川様のご紹介に

より入会させて頂きました、アサヒビールの稲

葉と申します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

■関口 　尚人…新会員になりました。よろしくお願い

致します。

■渡邉 　裕士…新会員の渡邉と申します。皆様と親睦

を深めていけたら幸いです。宜しくお願い致し

ます。

■楠本 　雅史…加入をお認めいただきありがとうござ

います。ご指導よろしくお願いいたします。

■廣田 　哲也…楠本さん、稲葉さん、渡邉さん、関口

さん、ご入会おめでとうございます。

　　　　どうぞ楽しいロータリーライフを。

■長谷 川　健…アサヒビール稲葉支社長ご入会おめで

とうございます。

■平方 　　宏…週末に敷島公園のバラ祭りに行ってき

ました。この公園は前橋ロータリークラブと縁

の深い公園です。

　　　 　創立40周年記念事業でパイドバイパーを寄

贈し、創立65周年記念事業で愛をつなぐアー

チを寄贈しています。



※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

  新会員卓話  　

㈱ＪＴＢ　黒㟢　徹会員

  ロータリーの友報告  　

石井会員

　　　 　最近では、バラの香りが楽しめる、香のガー

デンを寄付しました。ここはひときわにぎわっ

ていました。

　　　 　多くの皆さんに愛されているバラ園です。バ

ラ園祭りは６月５日まで開催されています。

■藤野 　隆司…先日の地区大会ゴルフコンペに参加し、

久しぶりにゴルフ部の月例で優勝させて頂きま

した。天気と運と同伴者（都丸さん、関口さん、

野田さん）の皆様に恵まれ、とても楽しかった

です。ワンパット11回、あんなにパットが入っ

た日はありません。運を使い果たしました。シャ

ンクで悩んでいた頃が嘘のようです。「やれば

出来る」と都丸さんに励まされ、その言葉を信

じて、今後も頑張りたいと思います。ありがと

うございました。

　　　 　また、ＧＷ中に35回目の結婚記念日を迎え、

素晴らしいお花を頂き感謝致します。

■本田 　博己…結婚記念の美しいお花をいただきあり

がとうございます。

■菊川 　善明…４月29日　結婚記念日にすてきなお

花をいただきました。家族で集まって食事に行

こうとしましたが、１週間前に半日一緒にいた

人の感染が判明。大事をとって私だけ自宅待機

になりました。

■荒木 　　肇…先月４月17日に会長さんより結婚記

念として立派なお花を頂き、ありがとう御座い

ました。Zoomでの例会参加が多く、お礼が遅

れました事お詫び申し上げます。家内は来月

16日をもって、17回忌を迎えます。仏壇に供

え、報告いたしました。ロータリークラブの友

情に感謝して、少々。

■紺　 　正行…誕生日にきれいなお花のアレンジメン

トをいただき、ありがとうございます。

　　　 　「人生七十古来まれなり」という70歳になり

ました。今後ともよろしくお願いします。

■関口 　雅弘…結婚記念日のお花をいただきました。

この時ばかりは家内安全で、御礼申し上げます。

■小野 里美絵…本日はご注文を賜り、誠にありがとう

ございます。Zoomでの参加で申し訳ございま

せん。今後とも、宜しくお願い致します。

■神山 　光永…４月29日　帰宅すると、大変豪華な

お花が飾ってあり驚きました。もちろん、＂長谷

会長からの結婚記念日のお祝いのお花が豪華

だったので驚いた＂のであって結婚記念日を忘

れていて動揺したのではありません。（念のため）

　　　 　とても綺麗なお花で、いろいろな意味で癒さ

れました。ありがとうございました。

会 員 名
(生年月日)
委 員 会 名

会 社 名
役 職 名
職 業 分 類

所 在 地 自宅所在地

稲
いな

葉
ば

　賢
けん

士
じ

 
アサヒビール㈱
栃木群馬支社
理事支社長

飲料・食品製造

〒370-0824
高崎市田町57-1
太陽生命高崎ビル5F
☎027
(388)9861

℻027
(323)2820

〒222-0002
横浜市港北区師
岡町265-7-101

☎045
(544)7131

(昭43.2.5)
R4.5.17 入会

親睦・
ロータリー家族

楠
くす

本
もと

　雅
まさ

史
ふみ SMBC日興証券㈱

高崎支店
法人課長

証券業

〒370-0849
高崎市矢島町70

☎027
(322)4233

℻027
(322)1180

〒370-0053
高崎市通町
5-3-502

☎080
(8755)0177

(昭59.7.25)
R4.5.17 入会

副会計

関
せき

口
ぐち

　尚
なお

人
と 日本生命保険(相)

群馬支社
支社長

生命保険

〒371-0024
前橋市表町2-30-8
アクエル前橋ビル2F

☎(224)9113
℻(224)9151

〒371-0024
前橋市表町
2-18-19-202

☎090
(4848)9682

(昭47.7.14)
R4.5.17 入会

国際奉仕

渡
わた

邉
なべ

　裕
ひろ

士
し オリックス㈱ 

前橋支店
支店長

リース業

〒371-0023
前橋市本町1-4-4
損保ジャパン前橋ビル7F

☎(223)7851
℻(223)7838

〒371-0026
前橋市大手町2-9-14
ライオンズ前橋大手町
1205

☎090
(5207)7044

(昭58.5.2)
R4.5.17 入会

親睦・
ロータリー家族

５月ゴルフ例会（地区大会）
令和４年５月15日（日）

サンコー72カントリークラブ

順位 プレイヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 藤 野 隆 司 52 44 96 21.6 74.4
準優勝 三 原 豊 章 48 47 95 19.2 75.8
３位 都 丸 和 俊 49 52 101 24.0 77.0

地区大会記念ゴルフ大会
優勝 太田ＲＣ ３位 藤岡ＲＣ
準優勝 太田南ＲＣ 17位 前橋ＲＣ

新会員です。切り取って会員名簿にはりつけてください。


