
 

点 鐘・ソング 国歌 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
会長 松本 耕司 

 
 改めましてこんにちは。 

立春を過ぎましたが、昨日今日と寒さが厳しくなっており

ます。 

本日、自宅を出るときの車の温度計がマイナス６℃を示

しておりました。ジョイハウスに到着する頃には５℃まで

上がりましたが、はじめてみる温度でした。 

それぐらい寒い中、こうしてご出席賜りましたことに、心

より御礼申し上げたいと思います。 

先週も申し上げましたが、新型コロナウィルスが大問題

となっております。豪華客船での集団感染では、先ほど臨

時ニュースがありまして、新たに４１名の感染が確認され

たとの事です。 

あの船から６１名の感染者が出てしまっているという状

況です。 

全世界でコロナウィルスの警戒が強まっております。 

是非、皆様にも手洗い・うがい・マスク着用をお勧めいた

します。 

ただ、マスクといえばインターネットにて一枚５千円で

販売されるという事例があるそうです。 

かなり異常な状況です。 

観光地なども多くの予約キャンセルなど、海外からのお客

様が来ない状態で大打撃を受けております。 

皆様も機会がございましたら観光地へ赴き頂き、経済をま

わして頂ければなと思います。 

一日もはやく収束するよう切に願っております。 

 本日、新しい会員の方がお二方出席して頂いております。 

皆様方から、ご承認を賜りまして小曽根会員、石川会員が

めでたく入会ということでございます。 

後ほど渋澤幹事より詳しくご紹介させて頂きますので、宜

しくお願い致します。 

以上でございます。 

本日もお世話になります。 

 

― 幹 事 報 告 ― 
幹事 渋澤 勉 

１．例会場・例会時間の変更 

◆前橋南ＲＣ ２月１９日（水）→ 

３クラブ合同ボウリング大会 

        会 場 エメラルドボウル 

◆前橋西ＲＣ ２月１４日（金）→ 移動例会 

        点 鐘 １２：００ 

        会 場 まえばしマチダ平和資料館 

       ２月２１日（金）→ ２月１９日（水） 

前橋中央ＲＣとの合同夜間例会 

        点 鐘 １８：３０ 

        会 場 ロイヤルチェスター前橋 

       ３月２０日（金）→ 休 会 

◆前橋東ＲＣ ２月２０日（木）→ 休 会 

       ２月２７日（木）→ 夜間例会（外部卓話） 

     講 師 日本山岳・スポーツクライミング協会 

            会長 八木原 圀有 様 

        点 鐘 １８：３０ 

        会 場 ロイヤルチェスター前橋 

◆前橋北ＲＣ ２月１７日（月）→ 夜間例会 

       ２月２４日（月）→ 休 会 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 →  

①２０周年記念式典・記念誌委員会のご案内 

 【日 時】２月１０日（月）１１：３０～１４：００ 

 【会 場】ガバナー事務所 

②地区戦略計画委員会のご案内 

【日 時】２月１８日（火）１５：３０～１７：３０ 

【会 場】伊勢崎プリオパレス 

③ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳのご案内 

【日 時】３月１４日（土）～１５日（日）  

【会 場】伊香保温泉 福一 

【登録料】一人 ２３，５００円 

（パストガバナー以外の地区役員一人 １０，０００円）

【出席義務者】会長エレクト・次年度幹事・地区役員 

④ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ事前提出資料についてのお願い 

⑤地区大会記念ゴルフ大会のご案内 

【日 時】４月２５日（土） 

【会 場】軽井沢７２ゴルフ 東（入山、押立コース） 

             西（ゴールド、ブルーコース） 

【参加費】個人 １名 ５，０００円 

ロータリアン以外の方 １名 ２，０００円 

団体 １クラブ １０，０００円 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

2020 年２月７日(金) 第３０２５回例会報告（Ｎｏ，２８） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０１９～２０２０年度 

ロータリーは世界をつなぐ 
第２８４０地区 ２０１９～２０２０年国際ロータリーのテーマ 
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【プレー費】東コース キャディ付：２５，６１５円 

 東コース セルフ：２０，８１５円 

西コース セルフ：１４，２１５円 

【参加資格】ロータリークラブ会員 

ロータリアンご夫妻、ご家族、ロータリーファミリー 

⑥ガバナー月信２月号 

◆山田邦子ガバナーエレクト →  

国際協議会開催のサンディエゴからＡＩＲ ＭＡＩＬ 

◆ （一社）ロータリーの友事務所→  

①ロータリーの友地区代表委員オリエンテーション開催

のご案内 

【日 時】３月２３日（月）１０：３０～１７：３０ 

【会 場】メルパルク TOKYO 

②2020－21年度ロータリー手帳お買い上げのお願い 

  １部 ６００円＋消費税（５月下旬出来上がり予定） 

◆ 館林市野鳥の森市民協力会→児童向けイベント 

「野鳥の森でつくってあそぼう」協力についてのお願い 

【日  時】２月２２日（土） ８：３０集合 

【集合場所】東武トレジャーガーデン 駐車場東側 

※ 各団体１名程度のご協力のお願い 

 

２０１９～２０２０年度・館林ロータリークラブ 
２ 月 定 例 理 事 会 次 第 

           幹事 渋澤 勉 
令和２年２月 7 日 AM11：00～ 

於・ジョイハウス 

１．会長挨拶 

２．出席者確認※義務出席者 15 人中 １２人出席 

  出席者（敬称略） 

 松本耕司 谷田川敏幸 毛塚 宏 渋澤 勉  

 瀬山欣春 野辺昌弘 青山守治 長柄 純  

小島博夫 関口 昇 山本 樹  

オブザーバー 新井 進 根岸利正 

３. 資 料 確 認 

４. 報 告 事 項 
⑴Ｒ２．１．１１（土）地区戦略計画委員会         

於・伊勢崎プリオパレス 

 参加者 宮内 敦夫 

⑵Ｒ２．１．１１（土）第３回ガバナー諮問委員会     

於・伊勢崎プリオパレス 

 参加者 小暮 雅𠀋・齊藤  要・宮内 敦夫 

⑶Ｒ２．１．１１（土）ガバナーエレクト壮行会     

於・伊勢崎プリオパレス 

 参加者 小暮 雅𠀋・齊藤  要・宮内 敦夫 

⑷Ｒ２．１．１４（火）館林商工会議所 議員新年懇談会    

於・ジョイハウス 

 参加者 松本 耕司 

⑸Ｒ２．１．１５(水)(公社)館林青年会議所 新年祝賀会  

於・ジョイハウス 

 参加者 松本 耕司 

⑹Ｒ2.１.１７(金)館林つつじサポーターズ倶楽部役員会 

参加者 松本 耕司         

於・つつじが岡公園総合管理事務所 

⑺Ｒ２．１．１７（金）第４分区１０ＲＣ親睦ゴルフ大会 

 第１回実行委員会 

於・ジョイハウス 

参加者 松本 耕司・渋澤 勉・新井 保・田部井孝一 

原 初次・小島 博夫・谷田川敏幸 

石川 長司・鈴木 雅男 

⑻Ｒ２．１．１８（土）２０２０学年度  

新規米山記念奨学生選考会 

参加者 石川 長司             

於・伊勢崎プリオパレス 

⑼Ｒ2.1.19(日)第 47回館林市子ども会上毛かるた大会 

参加者 松本 耕司・岡田 雅一        

於・城沼総合体育館 

⑽Ｒ２．１．２８（火）２０周年記念式典・記念誌委員会   

於・ガバナー事務所 

参加者 山本  樹 

⑾Ｒ２．２．１（土）館邑会新年会             

於・ジョイハウス 

参加者 松本 耕司 

⑿Ｒ2.２.５(水)職業奉仕･国際奉仕･地域社会奉仕委員会 

参加者 小池 敏郎              

於・伊勢崎プリオパレス 

⒀Ｒ２．２．６（木）館林市国際交流協会理事会        

於・館林市役所 

参加者 上野 和路 

⒁Ｒ２.２.６(木)館林市国際交流協会 地域国際化部会   

於・館林市役所 

参加者 上野 和 

５．今 後 の 予 定 
⑴Ｒ２．２．７（金）第５回クラブ協議会          

於・ジョイハウス 

⑵Ｒ2.２.１０(月)地区２０周年記念式典・記念誌委員会  

於・ガバナー事務所 

⑶Ｒ２．２．１５（土）第４回ガバナー諮問委員会    

於・前橋商工会議所会館 

⑷Ｒ２．２．１５(土)山田年度 地区チーム研修セミナー 

於・前橋商工会議所会館 

⑸Ｒ２．２．１５（土）・１６日（日） 

派遣候補生・受入学生宿泊オリエンテーション 

於・高崎市 牛状ドリームセンター 

⑹Ｒ２．２．１８（火）地区戦略計画委員会       

於・伊勢崎プリオパレス 

⑺Ｒ２．２．１９（水）館林つつじサポーターズ倶楽部 

通常総会及び懇親会 

於・館林市文化会館 

⑻Ｒ２．２．２２（土）児童向けイベント 

「野鳥の森でつくってあそぼう」 

於・東武トレジャーガーデン 

⑼Ｒ２．２．２２（土）イルミネーション撤去作業        

於・館林駅前通り 

⑽Ｒ２．２．２２（土）インターアクト 

台湾研修オリエンテーション 

於・前橋問屋センター会館 

⑾Ｒ２．２．２９（土）米山記念奨学生修了式及び歓送会 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

⑿Ｒ２．３．７（土）伊勢崎南ＲＣ創立４０周年記念式典  

於・プラザ・アリア 

⒀Ｒ２．３．１４(土)～１５日(日)ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ   

於・伊香保 福一 
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⒁Ｒ２．３．２３（月）ロータリーの友地区代表委員 

オリエンテーション 

於・メルパルク東京 

⒂Ｒ２．３．２６(木)～29日(日)インターアクト海外研修     

於・台湾 

⒃Ｒ２．４．４（土）第４分区ＩＭ                   

於・未定 

⒄Ｒ２．４．１７（金）第４分区Ａ・Ｂ１０ 

ＲＣ親睦チャリティーゴルフ大会（ホスト） 

於・唐沢ゴルフ倶楽部 

⒅Ｒ２．４．２５（土）地区大会記念ゴルフ大会      

於・軽井沢７２ゴルフ 

⒆Ｒ２．５．３０（土）館林ミレニアムＲＣ 

創立２０周年記念式典 

於・ジョイハウス 

⒇Ｒ２．６．７（日）日本人親善朝食会     

於・シェラトン ワイキキ ホテル 

[21] Ｒ２．６．７（日）国際大会  

２８４０地区・地区ナイト 

於・ロイズ・ワイキキ 

６．協 議 事 項 

⑴ ＲＩ人頭分担金及びＲＩ比例人頭分担金支払いに関

する件        －承認－ 

 

令和 2年 1月 1 日現在 会員数 48名 １ドル＝１１０円 

１１０円×３４．０ドル× ４８名＝ １７９，５２０円 

⑵ 館林ロータリークラブ上期仮決算に関する件……別

紙Ｐ６～９      －承認－ 

⑶ 新入会員委員会所属に関する件……別紙Ｐ１０             

－承認－ 

 会場運営、親睦活動 

⑷ 委員会構成に関する件……別紙Ｐ１０                 

－承認－ 

⑸ 職業分類に関する件……別紙Ｐ１１・１２               

－承認－ 

⑹ 館林つつじサポーターズ倶楽部通常総会に関する件

……別紙Ｐ１３    －承認－ 

会長出席 

⑺ 例会休会に関する件                          

－承認－ 

① ３月２０日（金）→休 会（春分の日で祝日のため） 

⑻ 地区補助金報告書に関する件……別紙Ｐ１４・１５           

－承認－ 

⑼ 会長エレクト・次年度幹事研修セミナーに関する件           

－承認－ 

 【開 催 日】３月１４日（土）～３月１５日（日） 

 【会  場】伊香保温泉 福一 

 【登 録 料】１人 ２３，５００円 

（パストガバナー以外の地区役員 １人 10,000 円） 

 【出席義務者】会長エレクト・次年度幹事・地区役員 

⑽ 新規米山奨学生 世話クラブ及びカウンセラー選出

に関する件……別紙Ｐ１６・１７ 

－承認－ 

⑾ 第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ親睦チャリティゴルフ大会

に関する件……別紙Ｐ１８ 

－承認－ 

⑿ 地区大会記念チャリティーゴルフ大会に関する件…

…別紙Ｐ１９・２０  －承認－ 

 

⒀ 親睦家族旅行に関する件                       

－承認－ 

５月１０日（日）・１１日（月）  仙台・秋保温泉方面 

⒁ その他 

７．そ の 他 

⑴ 各委員会報告・提案 

   プログラム委員会……別紙Ｐ２２ 

★ 次回理事・役員会開催日  

２０２０年（Ｒ２）３月６日（金）   ：     ～    

 於・ジョイハウス 

                                          

―新入会員紹介― 

 

 
                  渋澤 勉 幹事 

 
小曽根 久八会員 

勤務先 小曽根建設株式会社 

役職   代表取締役  
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石川 正直会員 

勤務先 外構屋 正直 

役職    代表  

 
 

 

―在籍年数の発表―  
      出席委員長 中村 研司 

 
谷田川 敏幸副会長  平成 13 年 2月入会 在籍 19年 

 

―会員のお祝い― 

       親睦活動委員長 石川 長司 

お誕生日（会員及びご夫人）（敬称略） 

会員誕生日 

 高木 貞一郎  昭和 8年 2月 10日 

 小暮 高史   昭和 23 年 2月 18日 

 滝野瀬 博志  昭和 25 年 2月 15日 

 原 初次    昭和 18 年 2月 1日 

 上野 和路   昭和 33 年 2月 26日 

 飯塚 一成   昭和 52 年 2月 14日 

名誉会員 

 高張 浩一   昭和 36 年 2月 10日 

 

ご夫人誕生日 

 高木 貞一郎夫人 昭和 12年 2月 17 日 

 齊藤 要夫人   昭和 24年 2月 12 日 

 小暮 高史夫人  昭和 29年 2月 21 日 

青山 守治夫人  昭和 43 年 2月 9日 

 長柄 純夫人   昭和 24年 2月 15 日 

 毛塚 宏夫人   昭和 36年 2月 25 日 

多田 善洋夫人  昭和 41 年 2月 22日 

名誉会員 

 新井 昌史夫人  昭和 年 2月 22 日 

 

結婚記念日 

 瀬山 欣春   昭和 51 年 2月 1日 

 山本 樹    平成 3年 2月 16日 

 

― 委員会報告 ― 

 
プログラム・健康増進副委員長 横田 善次 

 
健康診断のご案内 

 

館林のまつり委員長 小堀 良武 

 
イルミネーション撤去作業への参加のお願い 
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出席委員会報告（例会出席報告） 

通算３０２５回例会      委員長 中村 研司 

会 員 数 ５０名 

出 席 者 数 ３８名 

欠 席 者 数 １２名 

出 席 率 76.00％ 

前前回修正 50.00%～75.00％ 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

             委員長 関井 宏一 

 
☆松本 耕司 会長   大変頂きました。 

 立春も過ぎましたが、昨日本日と大変寒い日となりま

した。世界的に拡散している、新型コロナウィルスもと

どまる目途も解りません。皆様方お気を付け下さい。 

 本日は新入会員のお二人方を出席させて頂いており

ます。 

皆様方のご指導宜しくお願い申し上げます。  

☆谷田川 敏幸 副会長   大変頂きました。 

 本日めでたくお二人の方が、お仲間になりました。 

今後のご活躍をご期待申し上げます。 

☆渋澤 勉 幹事     

  お世話になります。本日新入会員が二人入会です。 

 大変うれしく思います。今後共宜しくお願い致します。 

☆小暮 高史 会員   

 小曽根さん、石川さんようこそいらっしゃいました。 

ご入会を歓迎します。 

☆小池 敏郎 会員  

 本日入会の小曽根、石川両会員ようこそ、入会お目出

とうございます。 

☆原 初次 会員     大変頂きました。  

 小曽根さん石川さんの入会、歓迎いたします。 

☆瀬山 欣春 会員    大変頂きました。 

 小曽根久八さんと石川正直さんの入会を歓迎いたし

ます。 

☆中村 研司 会員 

小曽根さん、石川さん、ようこそ館林ＲＣへ。 

 クラブライフを楽しんでください。 

☆関口 昇 会員 

小曽根さん、石川さん、入会を歓迎致します。 

 どうぞよろしくお願い致します。 

そして、事務局石川さん、いつもニコニコ笑顔を有難

うございます。 

☆石川 長司 会員 

小曽根さん石川さん入会おめでとうございます。 

 よろしくお願い致します。 

☆山本 樹 会員 

小曽根君、石川君入会おめでとうございます。 

 ＪＣの後輩を迎えられましたので。 

☆荒木 千津子 会員 

小曽根さん、石川さん、新しいお仲間のお二方をお迎

えする事ができ大変嬉しく思います。 

 どうぞよろしくお願い致します。  

☆根岸 利正 会員   大変頂きました。 

長年お世話になっております小曽根さん、消防の同志 

 石川君の入会を心より歓迎させて頂きます。 

☆関井 宏一 会員    

小曽根さん石川さんよろしくお願い致します。 

 

２０１９～２０２０年度・館林ロータリークラブ 
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