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

館林ロータリークラブ会報
２０２０年６月１２日(金)
点

第３０３３回例会報告（Ｎｏ，３６）

鐘・奉仕の理想
会 長 挨 拶
会長 松本

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

耕司

群馬、栃木は２００４年の統計開始以来最低であると報じ
られております。
製造業では、群馬が 68.1 パーセント、栃木が 72.7 パーセ
ント、茨城が 61.0 パーセントという事で、非製造業が群
馬で 71 パーセント、栃木が 68.9 パーセント、茨城が 45.7
パーセントという事でございます。
7 月～９月の予想は、若干上昇するかなというような事が
書いてありましたけども、これはまだわかりません。
みんなの努力で、そうなってくるだろうという事でござい
ます。
是非、みんなで力を合わせて頑張って行きましょう。
宜しくお願いいたします、お世話になります。

― 会

務

報

告 ―
会長

改めましてこんにちは。
今日もおかしな天気ですね。朝はドシャ降りで大変だなと
思っておりましたら、こんなに暑くなってしまいました。
やはり、異常気象といいましょうか、これがいろんなもの
に影響しているのかな、そんな風にも感じました。
皆様方の努力もありまして、コロナもいくらか落ち着い
てきたかなと思っております。
昨日の夜、東京都が東京アラートを解除するという発表が
ございました。
そんな中で１９日には、経済再生をきして、今まで自粛要
請しておりましたライブハウス、スナック等の営業再開や
飲食店等の営業時間の延長も東京都が決めました。
今までこのようなお店がダメでお休みでしたから、経済も
回らなくなってしまっていた部分もあるのかなと、そんな
風にも思っております。
皆様方にも多々、影響があったのかなと思いますが、皆さ
んと力を合わせて頑張って頂ければなと思っております。
今朝の日経新聞に載っておりました、関東全県の法人に
よる景気予測調査４月～６月分が載っておりました。
景況判断指数のうちＢＳＩが北関東３県全てで悪化した
という事です。
群馬県は前回の１月～３月分では 43.6 パーセントの悪化
でしたが、今回はそれを遥かに上回る 69.8 パーセントの
悪化をしたという事でございます。
栃木県が 49.1 パーセントから 70.3 パーセント、茨城県が
32.1 パーセントから 51.7 パーセントの悪化という事です。
北関東３県もこんなにも景況が悪くなったという事です。
◆例会日
◆例会場
◆事務所
◆E:mail

毎週金曜日 12：10 より
レストランジョイハウス２Ｆ
館林市美園町 15-7 TEL0276-73-4669
館林信用金庫本店内
館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181
tatebayashi.rc@cc9.ne.jp

松本

耕司

Ｒ２．６．５（金）臨時総会
於・ジョイハウス
参加者 ３６名
Ｒ２．６．５（金）2020－21 年度第６回理事・役員会
於・ジョイハウス
参加者 谷田川敏幸･本島 克幸･石川 長司･松本 耕司
瀬山 欣春・新井 進・野辺 昌弘・滝野瀬博志
長柄 純・毛塚 宏・中村 研司・渋澤 勉
関口 昇・山本 樹・中世 吉昭
Ｒ２．６．１１（木）第４分区Ｂ分区会
於・ジョイハウス
参加者 谷田川敏幸・本島 克幸・事務局

今後の予定
Ｒ２．６．２０（土）第５回諮問委員会
於・伊勢崎プリオパレス
Ｒ２．６．２０(土)2019－20 年度現・新地区役員連絡会議
於・伊勢崎プリオパレス
Ｒ２．６．２０（土）２０１９－２０年度
現･新地区役員連絡会議懇親会
於・伊勢崎プリオパレス
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）
Ｒ２．６．２５（木）令和２年度館林市緑を守る会総会
於・館林市役所
Ｒ２．６．２６（金）松本年度 最終例会
於・ジョイハウス
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

Ｒ２．６．２７（土）山田年度第３回
ガバナー補佐・委員長合同会議（ZOOM 会議）
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
セミナー、奨学生・カウンセラーオリエンテーション
・学友会総会
於・ホテルメトロポリタン高崎

― 幹

事

報

らぬご協力を賜り誠にありがとうございました。改めて心
から感謝申し上げる次第であります。
地区といたしましては、本年２月２３日のロータリーデ―
に開催した２０周年記念式典を最後に、ＩＭを始め殆どの
事業を中止とさせて頂きましたが、６月２０日に予定され
ております「現・新地区役員合同連絡会議」は、久方ぶり
に開催させて頂きたいと考えております。
各クラブにおかれましても、是非この１ヶ月を有効に活用
して頂き、本年度の目標達成や次年度への引き継ぎなど有
終の美を飾って頂きたいと思います。
また、各クラブにおかれましては、１年の１／４～１／３
位の期間、例会や事業が開催されなかったことにより生じ
た余剰金を奉仕事業として新型コロナウィルス対策等に
利用されているクラブもあるかとは思いますが、更に余裕
がある場合には、来たるべき第２波、第３波に備えて、
「新
型コロナウィルス対策基金」としてクラブの特別会計に積
み立てることを推奨しております。
クラブの収支報告がまとまる７月から８月にご判断頂け
れば幸いです。
結びにあたりまして、皆様のクラブが、引き続きロータリ
ーの変化にチャレンジを続け一層発展されますとともに、
時節柄、会員の皆様、ご家族の皆様のご健勝を心からご祈
念申し上げまして御礼とさせていただきます。
②会長エレクト・次年度幹事研修セミナー修了証発行に際
して新型コロナウイルス感染状況に鑑み今年度の会長エ
レクト・次年度幹事研修セミナーは通常の方式とは異なる
形での開催とし、皆様にはセミナー内容を収録したＤＶＤ
を視聴後レポートを提出して頂きました。提出されたレポ
ートを以って本年度の会長エレクト・次年度幹事研修セミ
ナーを修了とさせて頂きます。よって、本日ここに修了証
を発行郵送させて頂きます。
③山田年度 第３回ガバナー補佐・委員長合同会議（ZOOM
会議）のご案内
【日 時】６月２７日（土）１３：００～１５：００
【会 場】職場やご自宅等ご都合の良い所からご参加くだ
さい。
④新規米山記念奨学生カウンセラーセミナー、奨学生・カ
ウンセラーオリエンテーション・学友会総会のご案内
【日 時】７月１１日（土）
受
付
９：１５～ ９：３０
カウンセラーセミナー
９：３０～１０：３０（ｶｳﾝｾﾗｰのみ）
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン １０：３０～１２：２０（ｶｳﾝｾﾗｰ・奨
学生対象）
昼
食 １２：２０～１３：００
学 友 会 総 会 １３：００～１５：００（ｶｳﾝｾﾗｰ・
奨学生・学友）
【会 場】ホテルメトロポリタン高崎
⑤地区会員必携発行・送付
※ガバナー、パストガバナーの皆様へは直接ご自宅へご郵
送
⑥クラブ現況報告書提出についてのお願い
【提出部数】５部
【提出期限】８月３１日（金）
◆国際ロータリー日本事務局
→ 例会の開催方法と出席について
例会(Meeting)の開催方法

告 ―
幹事 渋澤

勉

１．例会場・例会時間の変更
◆前橋東ＲＣ

６月

４日（木）→
点 鐘 １１：００ に変更
６月１１日（木）→
点 鐘 １１：００ に変更
６月１８日（木）→
点 鐘 １１：００ に変更
６月２５日（木）→ 最終夜間例会
点 鐘 １８：３０
会 場 ロイヤルチェスター前橋別館
◆前橋西ＲＣ
例会場変更・事務局員交代のお知らせ
【新例会場】ホテルサンダーソン
〒３７１－０８４１
群馬県前橋市石倉町３－１２－２
TEL ０２７－２５１－５１５１
FAX０２７－２５４－１７７１
【新事務局員】 萩森理子（はぎもりあやこ）
６月 ５日（金）→ 短縮移動例会
１２：１０～１２：４０（お弁当持ち帰り）
会 場 ホテルサンダーソン
６月１２日（金）→ 短縮移動例会
１２：１０～１２：４０（お弁当持ち帰り）
会 場 ホテルサンダーソン
６月１９日（金）→ 短縮移動例会
１２：１０～１２：４０（お弁当持ち帰り）
会 場 ホテルサンダーソン
６月２６日（金）→ 最終夜間例会
点 鐘 １８：３０
会 場 松し満

２．会報、週報
３．その他
◆ガバナー事務所
→ ①ガバナーからのご挨拶とお願い（以下全文）
各ロータリークラブ会長の皆様、こんにちは。
さて、皆様の年度もいよいよ６月で最終月となり、本来で
あれば今頃はハワイの国際大会に向けて心弾ませている
ところではありましたが、ここ数ヶ月現下の状況下、煩悶
と葛藤を繰り返しておられたのではないかと拝察してお
ります。
ただ、こうした状況の中ではありますが、６月に入りまし
て多くのクラブでは例会を再開して頂いているものとも
推察しております。
私共の年度では、一昨年１２月のクラブ運営セミナーに始
まり、昨年のＰＥＴＳ、地区研修・協議会、また当年度に
入りましてからは公式訪問、地区大会と多くのセミナーや
事業においてクラブ会長の皆様におかれましては一方な
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全てのクラブは、例会時間、スピーカー(卓話者、発表者)、
開催方法(対面、オンライン、またはその両方)等を含め、
どのように例会を行うかをクラブご自身でお決めいただ
けます。
是非、ラーニングセンターの学習トピックにアクセスした
り、地区や他クラブとアイデア交換を行うなどして、世界、
地域社会、そしてロータリアンの皆様に何が出来るかのご
参考として頂ければ幸いです。
ロータリーボイスの『新型コロナウイルス流行の中でロー
タリーに参加しつづける方法』の記事や、My ROTARY のオ
ンラインのクラブ例会ページの情報もご参考いただける
かと存じます。
例会(Meeting)の取消
標準ロータリークラブ定款第 7 条にあるように『全地域社
会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合』で、どう
してもオンラインでミーティングを行えない、またはミー
ティング開催が適切でないと判断される場合、予定してい
た例会を取消することを検討して頂くことも可能です。
基本的には週 1 回、クラブ細則に明記した場合でも月に 2
回以上の例会開催を原則として計画して頂いているかと
存じますが、その時の地元の政府等による要請や勧告、状
況などを鑑み、適宜ご検討ください。
尚、
『全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した
場合』等、列挙された事由を適用される場合、
『1 年に 4 回
まで例会を取りやめることができるが、3 回を超えて続け
て例会を取りやめてはならない』の制限は適用されません。
会員個人への『免除』
会員個人の例会の出席については、従来からクラブが決定
できることとして、標準ロータリークラブ定款第 10 条第 5
節の『出席規定の免除』という規定がございます。
クラブ理事会が、正当かつ十分な理由、条件、および状況
によるものを承認することで、会員個人の出席規定を免除
できるものです。
更に、RI 理事会では、
『ロータリーのプログラム、会合、
行事の全参加者の健康と安全が何よりも重要である』の一
般原則のもと様々な決定をされました。
会費の免除についてお尋ねされることもございますが、こ
ちらは各クラブのロータリークラブ細則に明記されてい
るかと存じます。
クラブ細則の改正手続きに則り、クラブ内でお決めいただ
けますようお願いします。
但し、ロータリーに正会員として届け続けられている限り、
人頭分担金等のご請求は発生しますのでご注意ください。
『休会』等の規定はございません。
通常の例会や活動が行えないことは、皆様にとっても大
変厳しく、悔しいことであると理解しております。
しかしながら、マーク・ダニエル・マローニーRI 会長とホ
ルガー・クナーク RI 会長エレクトも呼びかけられていま
すが、このような状況であるからこそ、世界の為、
地域社会の為、そして皆様方ご自身の為に、繋がりを保つ
方法が見つかることを、心より願っております。
◆（公財）ロータリー米山記念奨学会
→ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う米山奨学生への
対応について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当会選考・学務委
員会では、国の対応等も注視しながら当面は臨機応変に対
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応していく必要があるとして、以下の特別対応を取り決め
ました。
１．クラブ例会が休会の場合の奨学金支給方法
通常は、全国統一のルールの下、奨学金が支給されますが、
感染症の拡大状況は地区によって異なりますので、個別に
対応していく必要があります。
７月分までの奨学金の渡し方、例会出席等につきましては、
それぞれのクラブ、奨学生の状況によって、各地区・世話
クラブに判断をお願いすることといたします。
また、奨学生の所属大学・学校が「集会への参加禁止」を
学生に求めている場合もあります。
各地区米山記念奨学委員会で、必要に応じて大学と対応に
ついて協議していただけますようお願いいたします。
２．規程で定める出国日数を超える場合
国の入国制限などにより、
「出国に関する規程」で定める
90 日の上限を超えた場合、
「７月末までは、その超えた分
をカウントしない」という特別ルールを適用します。
日本に入国できない新規米山奨学生（海外応募者も含む）
の場合も、確約書に署名をすることで「出国に関する規程」
を適用可能とします。
確約書の原本の受け渡しが困難な場合は、一旦データで受
け取り、後日、原本を受け取ってください。
◆館林ミレニアムＲＣ
→ ガバナー補佐訪問予定日のお知らせ
第１回ガバナー補佐訪問
７月１０日（金）
第２回ガバナー補佐訪問
１０月１６日（金）
第３回ガバナー補佐訪問
１１月 ６日（金）
◆館林市緑を守る会
→ 令和２年度総会開催のお知らせ
【日 時】６月２５日（木）１４：００～
【会 場】市役所研修室（５階）
◆長良睦会
→ 館林まつり中止のお知らせ
７月１８日（土）～１９日（日）に開催予定の第４９回
館林まつりは新型コロナウイルスの感染拡大防止のため
中止でございます。
みこし及び手筒花火を楽しみにされていた皆様に大変申
し訳なく存じます。
皆様のご健康ならびに病魔が終息して再び神輿渡御をご
披露出来るよう会員一同願っております。
◆館林商工会議所
→ 「商工たてばやし №４３８」

― 副

幹

事

報

告 ―

副幹事

本島

―各種記念品―
克幸

会員必携の配布。
第二回クラブ協議会の開催のお知らせ。
第６回理事役員会の件
（前号にて掲載させて頂いております。）

― お客様 ―

― 委員会報告 ―
ＲＩ2840 地区

第 4 分区Ｂガバナー補佐

鎗田貴一郎様

在籍２０年

―修了証授与―

松本会長から多田会員へ記念品の贈呈
松本会長から谷田川次年度会長

出席委員会報告（例会出席報告）
通算３０３３回例会
委員長 中村 研司
会 員 数
出席率算出会員数
出 席 者 数
欠 席 者 数
出 席 率
前前回修正

松本会長から本島克幸副幹事
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５１名
５０名
３５名
１６名
６８．６３％
68.00%～68.00％

― 卓話 ―

ヽ(^。^)ノニ

プログラム・健康増進委員会

横田

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

副委員長

善次副委員長

荒木

千津子

☆

研修委員会

研修リーダー

新井

進委員長

本年度（松本会長年度）の最終卓話として
クラブ活力度測定アンケート結果報告パートⅡ
４月、５月の例会にての追加報告を予定しておりましたが、
コロナ禍の関係で発表できず本日になりました。
≪内容≫
前回の報告は、平均して中間レベルＣ、すなわち「クラブ
運営は安定してはいるが、一部機能不全が見られる」とな
っています。この回答者の中で会長経験者１６名中２名の
方、以外のメンバーから１名の方がＤレベルと回答したし
た方がおりました。
すなわち評価は『あなたのクラブは多くの領域で硬直化が
進行しつつあります』となっております。
その対策として『クラブの現状認識をメンバー全員で共有
化する事が大事で、ロータリーのなすべき事の基本と一人
一人が認識する事が必要です』となっています。
又アンケート用紙の余白に「メーンテーブルでスピーチに
対し、私語は慎んで下さい、話が聞こえない、変な派閥が
ある様だ」等の記載がありました。

鑓田 貴一郎 ガバナー補佐
ご芳志として。
☆ 松本 耕司 会長
大変頂きました。
朝の大雨から、急に上がって、又大変暑くなりまし
た。そんな日に例会にご出席頂き有難うございます。
私の年度も残すところ、あと２回の例会で次年度へタ
ッチです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
☆ 渋澤 勉 幹事
お世話になります。
お暑うございます。もう少し宜しくお願いいたします。
☆ 原 初次 会員
大変頂きました。
鑓田ガバナー補佐には一年間お世話になりました！
☆ 多田 善洋 会員
大変頂きました。
本日、入会２０年を迎えられましたので。
皆様お世話になりました。
☆ 横田 善次 会員
来週、健康診断の結果とコロナについて話します。
よろしくお願いします。
☆ 飯塚 一成 会員
今日も暑いので、水分補給をして熱中症に気をつけ
て下さい。
☆ 荒木 千津子 会員
沖縄は梅雨明けを致しましたがこちらはこれから
が梅雨本番でございます。鬱陶しい毎日ですが、
気分は晴れやかに参りたいと思います。

―会報よりお詫び ―

≪雑感≫
今は公共イメージ委員会となっており、分かり易く地域
のメディア等に広く伝え発信する事を主体としています。
それは大切な事ですが、我々メンバーに対してのアプロー
チも力を入れてほしいと感じます。特にアンケートの結果
を見て、クラブ活動に対して正しく理解してほしいと思っ
たからであります。

第二例会のお食事と第三例会のお食事を、
逆に掲載してしまいました。
この場をお借り致しましてお詫び申し上げます。
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