
   伊勢崎南ロータリークラブ 2022-2023 WEEKLY REPORT 

               会 長：齋藤要  幹事：小谷野晃良  広報委員長：山川幸洋 
               事務局：伊勢崎市中央町 20番 17号  アイオー信用金庫本店 

                          TEL 0270-30-5033   FAX 0270-21-9000 
 

 

 

 

 

 

 

豊鉄水工業 株式会社 

代表取締役 矢内良春 

伊勢崎市中町72 

TEL(0270)32-1526 FAX(0270)32-1583 

 

 

 

 

株式会社 Y S K 

代表取締役 吉田勝昭 

伊勢崎市三室町4024-1 

TEL(0270)63-6010 FAX(0270)63-6150 

 

 

 

 

 

98 

メイクアップはお近くでどうぞ！     

 
月曜日 伊勢崎東RC 伊勢崎プリオパレス 12：30～ 第1・3木曜日 伊勢崎ローターアクト・クラブ 伊勢崎プリオパレス 19：30～ 

水曜日 伊勢崎 RC 伊勢崎プリオパレス 12：10～ 金曜日 四ツ葉学園JRC・インターアクト部 四ツ葉学園 12：50～ 

木曜日 伊勢崎中央RC ニューいづみ 12：10～ 木曜日 群馬境 RC 群馬銀行境支店 12：10～ 

 

＜＜ 2022・11・1 ＞＞ 

第1865回例会  

本日のプログラム 

○理事会 

○お誕生日お祝い   福島敬仁さん 

○結婚記念日お祝い 

  山川幸洋さん・齋藤要さん・吉沢徹さん 

○創立記念日お祝い 

  石原勝衛さん・鷹巣修さん・大竹正城さん・藤生浩二さん 

□第1864回例会報告書     令和4年10月18日 

○点鐘12時30分  

○ロータリーソング 『我等の生業』『四つのテスト』 

□会長報告              （会長 齋藤要） 

皆さん、こんにちは。 

 15日の土曜日に牛久シャトーを見学に行きました。駐車

場は有料の自動車用はありますがオートバイ用の場所があ

りません。併設されているお土産店に尋ねると運よく横の

自転車置場に駐車する事ができました。15・16日はイベン

トが行われ庭で売店が出て特設のテーブルで食事が出来る

様におり音楽も流れてとても良い雰囲気です。牛久シャト 

ーは神谷伝兵衛氏が1903年 明治36年に創業した日本初 

の本格的ワイン醸造施設です。事務所棟 発酵棟 貯蔵等

の3棟が現存し 2007年には経済産業省より近代化産業遺

産の翌2008年には国の重要文化財に指定 2020年には日

本遺産に認定されました。発酵棟のみ内部まで無料で公開

されています。地上2階地下１階の436.75平方メートルの

レンガ造りの建物です。神谷氏はハチブランドのハチブド

ー酒 甘いワインも当時あまり日本になじみのないワイン

に甘味料等を加えて販売するなど広く洋酒の普及にも努め

ました。デンキブランをご存知でしょうか？ 現在でも浅

草の神谷バーで提供されている酒です。昔飲んだ時は甘い

ウヰスキーだと思っていましたが 実はカクテルで ブラ

ンデーにジン、ワイン、キュラソー、薬草などがブレンド

されたものである事をここに来て知りました。気になる配

合レシピは秘伝となっています。現在は 電気ブラン＜オ

ールド＞アルコール濃度40度とデンキブランが30度を購

入することができます。レンガ造りの建物なので仕事柄 

耐震補強の状態も見学でき大変良かったです。興味の持た

れた方は是非 訪ねてみて下さい。ここから約120ｋｍ先で

す。 

 茨城県はＲＩＤ第 2820 地区 8 つの分区とＥクラブで構

成されています。第 1 分区は 7 クラブ 第 2 は ７クラブ 

第3は 8クラブ 第4は 5クラブ第5は 7クラブ 第6は 

9クラブ 第7は 6クラブ 第8は 5クラブ 衛星は３ク

ラブ Ｅクラブ 58クラブがあります。牛久シャトーは第

7 分区ですが牛久クラブにはホームページが無いため所属

の確認は出来ませんでした。２２－２３年のガバナーは 

大野治夫氏 地区スローガンは「enjoy life ～人生を楽しむ

～」地区目標を「一人一人が想像力を持って奉仕する」 年

次寄付は150ドル ポリオ30ドル 米山奨学は25,000円

です。  

 以上 会長の時間を終わります。 

 

 

本年度クラブテーマ 

 奉仕でひとすじのひかりを 
○会員目標 
会員増強純増 1 名・女性会員の入会 
○奉仕活動 
奉仕Ｐ委員会の企画へ参加し認知度向上を図る 
○青少年奉仕 
インターアクトと共に奉仕活動を発信 
○会員親睦の充実  

○マイロータリー登録への促進 登録 70％以上 

○米山奨学生のサポート 

寄付目標 
★ロータリー財団年次寄付（1 人当たり 150 ドル以上） 

★ポリオプラス（1 人当たり 30 ドル以上） 

★米山奨学寄付（1 人当たり 16,000 円以上） 

 

 

し 

に 

   

 

 



9 クラブ 第 7 は 6 クラブ 第 8 は 5 クラブ 

衛星は 3 クラブ Ｅクラブ 58 クラブがあり

ます。牛久シャトーは第 7 分区ですが牛久クラ

ブにはホームページが無いため所属の確認は出

来ませんでした。22-23 年のガバナーは大野治

夫氏 地区スローガンは「enjoy life ～人生を

楽しむ～」地区目標を「一人一人が想像力を持

って奉仕する」 年次寄付は 150 ドル ポリオ

30 ドル 米山奨学は 25,000 円です。  

以上 会長の時間を終わります。 

□幹事報告      （副幹事 大竹正城） 

○今週末に開催されます地区大会のつきまして

まず、22 日㈯14：30～17：30 ティアラグリー

ンパレスにて『地区リーダーシップセミナー』

が開催されます。同日、同会場にて 18：00～

RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会が開催されま

す。そして、23 日㈰は 9：30～16：40 太田市

市民会館にて地区大会です。登録受付は 8：30

～、当クラブは 9 時に正面入り口集合でお願い

致します。登録受付は、小谷野幹事が済ませて

おきます。当日の懇親会は中止となりました。

また、スバルマラソン大会による交通規制にご

注意ください。 

○来週の例会は当クラブ規定により休会です。

次の例会は 11/1㈫理事会と通常例会になりま

す。11 月の予定は、8 日㈫伊勢崎教育委員長 

三好賢治様の卓話・米山奨学生リンさん出席。 

15 日㈫通常例会。22 日㈫は、28 日㈪の伊勢崎

東 RC との合同夜間例会に振替の為休会。29

日㈫はクラブ規定により休会。26 日㈯は伊勢

崎東 RC との合同ゴルフコンペの予定です。 

○ロータリーリーダーシップ研究会（RLI）セ

ミナーが 11/27㈰パート 3 が開催され、田原会

長エレクトと私（次年度幹事）が出席致します。 

○メイクの際は、例会変更等がございますの

で、事務局までお問合せください。 

□出席報告        10月 平均 70.24％ 

最近の出席率 

日 付 出席者数 会員数 出席率(%) 

10月 4日 20 28 71.43 

10月 11日 20 28 71.43 

10月 18日 19 28 67.86 

□米山奨学会・ロータリー財団寄付 

田端宣章さん 

□ニコニコＢＯＸ委員会 

ご協力ありがとうございました。 

2022-2023 年度 累計 182,101 円 

□委員会報告 

○今年度申請の地区補助金事業は、あずま福祉作業

所に決定致しました。先日、大竹次年度幹事と先方

に訪問しました。ロータリー財団委員長 植月公興 

○11/26㈯玉村ゴルフ場にて開催の伊勢崎東 RC と

の合同ゴルフコンペの正式な案内がありました。こ

れから参加者を募ります。ゴルフ部代表 須藤哲男 

○この度、ＲＬＩセミナーを受けて参りましたので

報告をさせていただきます。私はＲＬＩって何なの

か最初は全く分からなかったのですけれど、Rotary 

Leadership Institute の略でロータリーにおけるリ

ーダーシップを養成するセミナーだと言う事が分か

りました。そしてＲＬＩセミナーは日本中で全く同

じやり方でやっているとの事でした。 

Part1～Part3 まであるのですけれど、今回この 1.2

を受けて参りました。受講対象者は 2840 地区全て

のＲＣの会長エレクトと次年度幹事で 70 名程度が

参加していました。特に沼田ＲＣからは 6 名の方が

参加しておりまして、何でそんなにたくさん参加し

ているのか聞いたら、次年度ガバナーのクラブだか

らと言う事でした。又、中には入会 2 年目で副幹事

や会長エレクトになっていた人達もいました。 

セッションでは『ロータリー財団と国際ロータリー

の違いは何ですか』と言った質問などがありまして 

それに対して受講生達が思っている事を言うのです

が、そんな問答を進めながら、会長エレクトと副幹

事達が、ロータリーの仕組みを理解して次年度に臨

めるようにする事がセミナーの目的なんだと理解し

ました。しかし、なかなか事前にテキストも読めな

くて・・・そんな状態で１日がかりのセミナーを受

けて来たのですが、初めて会う人達とのグループ討

議などもありまして、終わり頃になるとクラクラし

てしまいまいした。次回 Part3 は 11/27（日）にあ

りますので、頑張って早起きして受講して参りま

す。           次年度幹事 大竹正城 

※10.23㈰に開催の地区大会のお写真は、次回の週

報に掲載します。 


