
 

点 鐘・奉仕の理想 斉聴 

会 長 挨 拶 
会長 松本 耕司 

 
 改めましてこんにちは。 

先週に引き続き、５月の復活例会の最終でございます。 

もう早いもので、何日かしますと６月でございます。 

今日も暑いですね。夏本番がやってまいります。 

是非、体調に気をつけて頂きたいと思います。 

先だって私の個人的な話になるのですが、わが社の朝礼

の時、倫理法人会の職場の教養という冊子を社員に読み上

げてもらい、その後ディスカッションをしております。 

５月にあったお話で、働き甲斐のある職場という調査で、

職場生活の満足度の調査を内閣府が行ったそうです。 

平成３０年度に日本と諸外国合わせ７カ国の若者の意識

に関する調査です。 

日本は、満足・どちらかというと満足の合計が 47.4％だっ

たそうです。この結果は、調査した７カ国の中で最下位だ

そうです。残念ながら日本は働いている方達の意識が会社

に合わないと思っている方が多いようでした。 

いずれにしましても、そういうことも踏まえて社員同士、

経営者も含めて企業を運営して、ひとつの社会を築いてい

くということは、お互いに助け合い、切磋琢磨して業務に

貢献して行く事が大事なのだと思います。 

より良い仕事をする為には、より良いクラブを作るために

は皆様方と切磋琢磨し、ご協力いただくことが一番素晴ら

しいことだと思います。 

是非皆様のロータリークラブへのクラブ貢献にこれから

もよろしくお願いいたしたいと思っております。 

そして本日は新入会員の方々が久し振りに、出席して頂い 

 

ております。後ほどご紹介をさせて頂きますが、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 松本 耕司 

Ｒ２．５．２６（火）2020－21年度第１回クラブ協議会  

於・ジョイハウス 

参加者 谷田川敏幸・本島 克幸・新井 進・荒木千津子 

    飯塚 一成・石川 長司・毛塚 宏・小堀 良武 

    渋澤 勉・関井 宏一・関口 昇・多田 善洋 

    中村 研司・長柄 純・根岸 利正・野辺 昌弘 

    松本 耕司・宮内 敦夫・矢島 孝昭・山本 樹 

 

今後の予定 
Ｒ２．６．５（金）６月定例理事会             

於・ジョイハウス 

Ｒ２．６．５（金）臨時総会                

於・ジョイハウス 

Ｒ２．６．５（金）2020－21 年度第６回理事・役員会   

於・ジョイハウス 

Ｒ２．６．１１（木）第４分区Ｂ分区会            

於・ジョイハウス 

Ｒ２．６．２３（火）松本年度 第３回（最終） 

親睦ゴルフコンペ 

於・唐沢ゴルフ倶楽部（三好） 

Ｒ２．６．２６（金）松本年度 最終例会           

於・ジョイハウス 

Ｒ２．７．１１（土）米山学友会総会 

Ｒ２．７．１１（土）新規米山記念奨学生 

カウンセラーオリエンテーション 

 

― 幹 事 報 告 ― 
幹事 渋澤 勉 

１．例会場・例会時間の変更 

◆大泉ＲＣ   ６月３日（水）→休会 

（定款第 7条第 1節「ｄ」により） 

        ６月１０日（水）→ 理事会のみ開催 

        ６月１７日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２０年５月２９日(金) 第３０３１回例会報告（Ｎｏ，３４） 

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 

◆例会日 毎週金曜日 12：10より 

◆例会場 レストランジョイハウス２Ｆ 

     館林市美園町 15-7 TEL0276-73-4669 

◆事務所 館林信用金庫本店内 

     館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181 

◆E:mail  tatebayashi.rc@cc9.ne.jp 

第 2840地区ガバナー 森田 高史 

会   長 松本 耕司    副会長 谷田川 敏幸 

幹   事 渋澤 勉     副幹事 本島 克幸 

会報  委員 根岸 利正    中世 吉昭  

発行責任者 松本 耕司  編集責任者 根岸 利正 

mailto:tatebayashi.rc@cc9.ne.jp
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  ６月２４日（水）→ 親睦夜間例会 会長交代式 

     点 鐘 １８：３０ 

     会 場 幸寿し 

◆太田ＲＣ       ５月２８日（木）→ 通常例会 

            ６月 ４日（木）→ 通常例会 

            ６月１１日（木）→ 通常例会 

            ６月１８日（木）→ 通常例会 

            ６月２５日（木）→ 最終例会 

◆太田南ＲＣ      ５月２６日（火）→ 通常例会 

            ６月 ２日（火）→ 通常例会 

            ６月 ９日（火）→ 休 会 

            ６月１６日（火）→ 通常例会 

        ６月２３日（火）→ 最終夜間例会 

         点 鐘 １８：３０ 

         会 場 八王子農園 

            ６月３０日（火）→ 休 会 

◆伊勢崎東ＲＣ   ６月 １日（月）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

            ６月 ８日（月）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

            ６月２９日（月）→ 休会 

（定款第８条第１節（ｃ）により） 

◆沼田ＲＣ       ６月 ２日（火）→ 通常例会

（短時間例会） 

            ６月 ９日（火）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

            ６月１６日（火）→ 通常例会 

            ６月２３日（火）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

        ６月３０日（火）→ 通常例会（最終日） 

◆富岡中央ＲＣ     ６月 ４日（木）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆碓氷安中ＲＣ     ６月１８日（木）→ 夜間例会 

            ６月２５日（木）→ 休 会 

２．会報、週報 

 

３．その他 
◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

 → ①世話クラブ補助費送金について 

【送金日】７月２９日（水） 

【金 額】４５，０００円 

【使 途】１．奨学生が例会に出席する際の昼食代 

２．クラブ内行事、地区内行事の参加費用 

３．ロータリー関係冊子（ロータリーの友等）、資料の購

入代 

４．その他 

②すでにご案内の通り、感染拡大リスクを防ぐために、当

会事務局は５月末日まで在宅勤務体制で業務を行ってお

りますが、今後も職員のテレワークや時短・時差通勤を併

用し、段階的に通常業務への移行を図ってまいります。 

つきましては、６月の事務局の開室時間は下記の通り、時

間を短縮して対応させていただきます。 

何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

・【実施期間】６月１日（月）から６月３０日（火）まで 

・【期間中の問い合わせ対応】 

電話： 03-3434-8681 ※平日 10:30～16:00 

ＦＡＸ： 03-3578-8281 

メール： ご用件によって、下記の各メールアドレス宛て

にご連絡ください。 

◆寄付金関連： kifu@rotary-yoneyama.or.jp 

◆奨学生・奨学金関連： scholars@rotary-yoneyama.or.jp 

◆広報関連： highlight@rotary-yoneyama.or.jp 

◆その他： mail@rotary-yoneyama.or.jp 

 

◆（一社）ロータリーの友事務所 

 →新型コロナウイルス対策と友事務所対応について 

 友事務所は基本的に在宅勤務を中心に、緊急対応策を継

続しています。現在のところ６月３０日までと考えていま

す。 

１）『友』配布に関して 

５・６月合併号の配布が変更となり、７月号に関しても、

編集・製作工程の関係から、毎月１日を目途に配布するこ

とを目指しますが、残念ながら７月第１～２週のお届けと

なる可能性のあることをお知らせします。ご不便おかけし

申し訳ございません。 

２）７月１日地区代表委員合同会議の中止 

７月１日地区代表委員との合同会議を中止とし、対応を検

討しています。決定次第お知らせします。 

３）問合せ等について 

編集部および管理部に対する問合せは、メールにて対応い

たします。 

①編集部 hensyu@rotary-no-tomo.jp 

※記事の投稿等はウエブサイトの投稿フォームも併せて

活用ください。 

②管理部 keiri@rotary-no-tomo.jp 

※『友』、広報誌等のお申込み、クラブの『友』送付先変

更等も、ウエブサイトから連絡が可能です。併せて活用く

ださい。 

なお、今後の状況の変化により、対応も見直しつつ進めま

すが、ご連絡やご案内が遅れる場合も想定されます。その

際は、ご了承ください。 

 

◆館林市手をつなぐ育成会 

 →令和２年度館林市手をつなぐ育成会役員委嘱、理事会

の開催（書面議決）について例年６月に理事会を開催して

おりますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止という観

点から、書面議決を行わせていただきます。 

異議・疑義がなければ、評議員による総会（書面議決）を

行わせていただき、総会後に結果報告を送付いたします。 

何とぞご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 

◆社会福祉法人館邑会 

 → 秋まつりの中止について 

毎年１０月に開催しております秋まつりですが、新型コロ

ナウイルスの感染が未だ終息をみられない中、感染拡大防

止という観点から今年度の秋まつりを中止するという決

断をいたしました。 

一日も早く健康な日常が戻り、次回開催の折には皆様のご

協力を頂ければ幸いに存じます。 

 

❀使用済切手寄贈 

館林美化センター㈱ 様 

mailto:kifu@rotary-yoneyama.or.jp
mailto:scholars@rotary-yoneyama.or.jp
mailto:highlight@rotary-yoneyama.or.jp
mailto:mail@rotary-yoneyama.or.jp
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―新入会員紹介― 

 
小池 敏郎会員 

 
羽鳥 紫乃会員 

メットライフ生命保険㈱ 社員 

昭和 50年 8月 10日生まれ 加須市飯積在住 

趣味 フラワーアレンジメント 

 

 
 

― 委員会報告 ―     
親睦活動委員長 石川 長司 

 
松本年度最終親睦ゴルフコンペへの参加のお願い 

出席委員会報告（例会出席報告） 

 

通算３０３１回例会     委員長 中村 研司 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５１名 

５０名 

出 席 者 数 ３４名 

欠 席 者 数 １６名 

出 席 率 ６８．００％ 

前前回修正 76.00%～76.00％ 

 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
           副委員長 荒木 千津子 

 
☆ 松本 耕司 会長   大変大変頂きました。 

 先週に引き続き、５月最終例会に多くの会員の方々

のご出席頂き、有難うございます。 

 又、本日より新入会員の羽鳥紫乃さんがお仲間入り

して居ります。どうぞ皆様方のご指導ご支援を心より

お願い申し上げます。 

☆ 渋澤 勉 幹事    大変頂きました。      

 お世話になります。 

例会でお会いできて大変うれしく思います。 

もう少し、宜しくお願いいたします。 

☆ 小暮 雅𠀋 会員   大変頂きました。     

家内にきれいな花、ありがとうございます。 

  喜んでいました。 

☆ 小池 敏郎 会員   大変頂きました。      

本日、新会員の羽鳥紫乃さんを紹介させて頂きます。 

  皆さん宜しくお願いします。 

☆ 本島 克幸 会員      

羽鳥さん、ようこそ館林ＲＣへ。 

☆ 石川 長司 会員       

 羽鳥様、入会お目出とうございます。 

 また、松本年度最終親睦ゴルフコンペに多数の参加

を宜しくお願いします。 

☆ 山本 樹 会員   

羽鳥紫乃さんの入会を歓迎いたします。 

  これからもよろしくおねがいします。 

☆ 小堀 良武 会員   

羽鳥紫乃さんの入会を祝して！！ 

☆ 矢島 孝昭 会員    

本日羽鳥会員、初参加ありがとうございます。 

  これから、一緒にがんばっていきましょう。 
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  宜しくお願い致します。 

☆ 羽鳥 紫乃 会員  大変大変頂きました。   

   本日より入会させて頂きました羽鳥紫乃と申し 

ます。この伝統と歴史のあるロータリークラブに 

入会するにあたり未熟者ではありますが一生懸命 

やらせて頂きますのでよろしくお願い申し上げます。 
☆ 荒木 千津子 会員   

日ごとにお暑くなって参りました。 

  今年の夏は殊の外お暑が厳しいようでございます。 

  皆様お気をつけてお過ごし下さいませ。 
 

 

― ＳＡＡよりお知らせ ― 

 

６月５日のメニュー 

豚肉の唐揚げ薬味ソースかけ 

６月１２日のメニュー 

カジキのトマトチーズ焼き＆キスのフライ 

６月１９日のメニュー 

おすすめ魚膳 

６月２６日のメニュー 

最終夜間例会 

 

― 前号追記 ― 
小暮 雅𠀋次年度ロータリーの友地区委員長より 
 

ロータリアン 各位 

                                          

ロータリーの友事務所    編集長 野崎 恭子 

 

拝啓 時下益々ご清栄の御事とお慶び申し上げます。 

 『ロータリーの友』につきましては、日ごろご高配を賜

りましてありがたく存じます。 

新型コロナウイルスの影響で、『ロータリーの友』でも、

5 月号、6 月号が合併号、7 月号も遅れての発行となりまし

た。皆さまの生活におかれましてもさまざま影響がでてい

るものとお察しいたします。 

さて、8 月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」ですが、

このコロナ禍で各クラブとも会員数がどうなるのか、関心

が高いところだと思います。そこで、8 月号特集として、こ

れまでいろいろな問題（自然災害、病気、事業面での課題）

がありながらも、ロータリーを続けてきた方に、その思い

を語っていただこうと考えています。なお、現在、問題を

抱えながらも前向きにロータリーに向き合っている方から

のご寄稿でも結構です。 

 

特集テーマ：「私がロータリーを続けた（退会を踏みとど

まらせた）理由、そしてその魅力」 

 

原稿：字数 600～800字程度 

（どのような問題があった時に、ロータリーの退会を考え

ましたか？それでも継続されたのはなぜですか？ロータ

リーを続けてよかったことを教えてください) 

 

なお、誠に勝手ながら 

原稿締め切り： 2020年 6月 22 日（月） 

 

送付先: hensyu@rotary-no-tomo.jp 

 

とさせていただきます。 

 

ご繁忙中誠に恐縮とは存じますが、ご高配のほど宜しく

お願い申し上げます。 

                   敬具 

 


