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館林ロータリークラブ会報
２０２０年６月１９日(金)
点

第３０３４回例会報告（Ｎｏ，３７）

鐘・我らの生業
会 長 挨 拶
会長 松本

耕司

改めましてこんにちは。
なにかおかしな天気でございますけれども、沢山の皆様に
ご参加いただきまして有難うございます。
先だって、森田ガバナーからお電話を頂戴いたしました。
全会長に連絡をされているそうですが、じっくりと全会長
と会合をもって話をしたかったが、こんな状況で出来なか
ったのでと言う事でのお電話でした。いろいろなお話をさ
せて頂き、２０分から２５分くらいお電話をさせて頂きま
した。素晴らしい、大変いろいろな事をお話し頂きました
が、お褒めの言葉を頂きました。
皆様にご尽力いただきまして、退会された方もいらっしゃ
いますが、「純増一名ということで、これは素晴らしい事
です。さすが館林さんは素晴らしい」とおっしゃっており
ました。このような状況で、ほとんどの他クラブは減だそ
うでございます。皆様、本当にありがとうございます。
そんな中でこれからも、しっかりと最後までお願いしたい
との事でしたので、是非ともその辺も踏まえまして、宜し
くお願い申し上げたいと思います。
いずれにしましても、この異常気象が世界中で起こって
おります。４,５日前の新聞にも出ておりましたが、アフ
リカ東部やインド・パキスタンでバッタが大量に発生して
いるとのことです。コロナで大変な思いをしている所に、
食べ物も不自由している人達が、作物をバッタに食い荒ら
されてしまい、ますます苦しくなってしまっているとのこ
とでした。そういった報道を見ますと我々はまだ幸せなの
だなと思いました。
◆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

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

いずれにしましても、１キロ四方にだいたい１群がいるそ
うですが、数千万匹のバッタの量で、真っ暗になってしま
うくらいの量のバッタが飛んでいるとの事です。
しっかりとこれを退治しなければと、ＷＨＯの方も力を注
ぐよとおっしゃっているそうです。
是非、我々も社会福祉として何か出来る事があれば又、皆
様方と一緒にお手伝いをさせて頂ければありがたいと、そ
んな風にも思っております。
是非一つ、通常の例会は本日が最後でございます。次週は
ご案内の通り、最終例会は夜間になりますので、次年度谷
田川会長にバトンタッチをした後、懇親会ということで、
皆さんとおおいに呑みながら、次週は頑張って一年間の反
省をしたいと思っております。そんなかたちで締めさせて
いただきますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

― 会

務

報

告 ―
会長

松本

耕司

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）2020－21 年度第２回クラブ協議会
於・ジョイハウス
Ｒ２．６．２６（金）松本年度 最終例会
於・ジョイハウス
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）
Ｒ２．７．６（月）セブポートセンターＲＣ会長就任式
（ZOOM スタイル）
Ｒ２．７．１０（金）第１回ガバナー補佐訪問
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

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

― 卓話 ―
プログラム・健康増進委員会

副委員長

横田 善次

中止・変更
Ｒ

２． ７．１８（土）インターアクト年次大会

― 幹

事

報

中止

告 ―
幹事 渋澤

勉

１．例会場・例会時間の変更
◆館林ミレニアムＲＣ
７月 ９日（木）→ 休会
（定款第７条第１節（ｄ）により）
７月２３日（木）→ 祝日 休会（海の日）
７月３０日（木）→ 休会
（定款第７条第１節（ｄ）により）
２．会報、週報
３．その他
◆（公財）ロータリー米山記念奨学会
→ 「ハイライトよねやま２４３号」のご送付
▼全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highli
ght243_pdf.pdf
◆藤岡南ＲＣ
→２０２０年度インターアクト年次大会中止のお知らせ
２０２０年度におきましては主幹校が県立藤岡中央高校
インターアクト部となっており、日程は７月１８日（土）
を予定していたところですが、新型コロナウィルスを予防
する観点から休校となっていることを鑑み、７月の時点に
おいても大人数で密集する、いわゆる３蜜であることは回
避できないため、今年度の年次大会はガバナーエレクトと
も相談の上、中止することとなりました。
◆館林市役所
→小規模事業者支援給付金の制度拡充についてのご案内
本市では、新型コロナウイルス感染症に対する緊急経済措
置として、売上減少などの影響を大きく受けた業種を対象
に給付金制度を創設しました。
このたび、より多くの小規模事業者のみなさまに向けて、
下記のとおり制度を拡充いたしますのでお知らせします。
１．制度拡充の内容
⑴ 業種を拡大し、全業種が対象になります。
⑵ フランチャイズ、チェーン店も対象になります。
ただし、法人は市内に本店登記がある場合に限ります。
⑶ 個人事業主の住民登録地を拡大し、市外の方も対象に
なります。
２．その他
⑴ 申請書類は、市ホームページまたは商工課窓口で取得
できます。
⑵ 「会社法」並びに「中小企業基本法」に基づき、一部
対象にならない法人がありますのでご留意ください。
３．お問い合わせ先
館林市 経済部 商工課 商業振興係
℡ ０２７６－７２－４１１１ 内線２０５・２０７

新型コロナウイルス covid19 について
本日は松本年度最終卓話となり大変恐縮しております。
コロナ禍によりロータリー運営も大変厳しくこのままで
は、ロータリーの会員数も半減の危機にあると思われます。
何とかこの災いより逃れられればと考えておりますが困
った事です。最後のページにアフターコロナを乗り切るを
添付しますので、一考お願いします。
まずはコロナとインフルエンザの違いからはじめます。
資料 1
資料 2
マスク無しで大声を発してソーシャルディスタンスを取
らないと感染が確実におこります。更に東京都のコロナウ
イルス抗体保有率０．１％と出ました。
これは感染率として非常に少なく第一波の封じ込めに成
功と考えて良いとおもいます。
私の知識ではテレビで専門家の話を聞いて得た物で、会員
の皆様と全くおなじです。
違いは基礎に医学知識があるかどうかのみです。
テレビで専門家の話は世間が認めた事を大筋で話してお
り、岡田 晴恵さんのように突然の真実を話されると世間
からバッシングを浴びます。
専門家の話と同じ事を言ってもしょうがないので独自の
はなしをします。
では、東京都の抗体保有率０．１％の解釈からしますと
ほとんどの方がまだコロナに感染していません。つまり第
二波が必ず来ます。秋頃ではないかとおもいます。しかし
ながら東京都の感染確認０．１％、１４００万人と１４０
００人の感染と推測されます。死亡３１７人となると死亡
率２．３％です。インフルエンザより多いですが経済を止
めるほどではないかとおもわれます。
秋頃に第二波が予想されておりますが、そのときまでに医
院クリニックで唾液による抗原検査ができる体制であれ
ば、コロナの収束に向けた第一歩となるでしょう。
令和２-３年は３密を避けマスク、手洗いの生活を余儀な
くされると考えます。
もし、秋に医院クリニックで検査ができなければ日本は後
進国に真っ逆さまに落ちていくと思えます。
そうならないためにも資料 3 をご参考にしてください。
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― 委員会報告 ―

―松本年度 第３回（最終）親睦ゴルフコンペ―
Ｒ２．６．２３（火）

本島

於・唐沢ゴルフ倶楽部（三好）

克幸 副幹事

最終例会の二次会中止のお知らせ

―懇親会 ―
出席委員会報告（例会出席報告）
通算３０３４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

ヽ(^。^)ノニ

５１名
５０名
３３名
１８名
６４．７１％
70.59%～72.55％

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

☆松本 耕司 会長
大変頂きました。
本日をもって、正常な例会も最終日となりました。
次週は本年度の最終例会ですので、夜間です。
又、次年度にバッジ交換を行ったら楽しい懇親会です。
全会員の皆様のご参加を心待ち致しております。
☆谷田川 敏幸 副会長
大変頂きました。
本日より例会を録画しホームページにＵＰさせて
頂きます。新年度より出席向上のため、実施させて
頂きますので、宜しくお願い致します。
それと、市政功労者表彰を頂きましたので。
☆小暮 高史 会員
谷田川副会長さん、本島副幹事さん、根岸会員さん
市政功労受賞おめでとうございます。
今後のご活躍を祈念します。
☆横田 善次 会員
大変頂きました。
本日、松本年度、最後の卓話で光栄です。
新型コロナについて話します。
☆本島 克幸 会員
市政功労者表彰いただきました。
☆山本 樹 会員
来週は最終例会です。出席よろしくお願いします。
☆小堀 良武 会員
大変×６頂きました。
父の葬儀に参列いただき、またお手伝いして頂き
ありがとうございました。
☆根岸 利正 会員
市政功労者表彰を頂きましたので。
☆関井 宏一 会員
本日もお世話になります。誕生日を迎えました。
ありがとうございます。
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親睦活動委員長

石川 長司

松本耕司会長よりご挨拶

新井

保ゴルフ部長よりご挨拶

新井ゴルフ部長へ荒木会員より花束及び記念品の贈呈

来年度よりゴルフ部長

田部井

乾杯

孝一会員よりご挨拶

新井

進会員

優勝者小池会員へ松本会長より
トロフィー及び記念品の贈呈
締め
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田部井

孝一会員

