
 

点 鐘・ソング 国歌 奉 仕 の 理 想  

会 長 挨 拶 
会長 松本 耕司 

 
 改めまして今晩は。  

皆様方には、暑かったり、雨が降ったりと本当に今年は異

常気象が多いですけれども、今日も曇りかと思っておりま

したら晴れてきまして、そんな陽気の中、最終例会にご出

席を賜りまして有難うございます。 

私も昨年７月に会長を仰せ付かりまして、ただ満足に出

来なかったのが残念だなと思っております。 

私の力不足なのだと思っております。 

今年度、例会を開催できた回数を数えてみました。 

例会としては３９回しかございませんでした。 

残念でございますが、３月の第一だけやって、３月、４月、

５月の第二例会まで休会でございました。 

コロナの影響で、私どもだけでは無く、地区はもとより、

世界中でもこういう状況だったという事でございますの

で、その辺は皆様にご迷惑をお掛けいたしましたが、どう

ぞご理解を賜りたいと思っております。 

そんな中でも、私の心に残っておりますのが昨年７月の

１９日、会長になって２回目の例会で、３０００回例会が

開催されたという事でございます。 

本当に記念すべき３０００回の会長が出来たという事は、

皆様方のお陰だと思っております。 

これから、３１００回、３２００回と続いていくのだろう

と思いますけれども、私もいつまで参加出来るか分かりま

せんが、是非皆様のお陰で３０００回を迎えられた恩返し

としてこれからも頑張りたいと思っております。 

先日、そんな中１０クラブ合同コンペは中止になってし

まいましたが、第三回目の館林クラブのゴルフコンペを開

催して頂きました。本来であれば全４回なのですが、この

ような状況ですのでご理解の程宜しくお願いいたします。 

今回２０名のご参加を頂きました、本当にありがとうござ

いました。盛り上げて頂きまして、最後を飾って頂きまし

て、本当に厚く御礼を申し上げたいと思います。 

是非これからも皆様と一つになって、ロータリーは地域

奉仕ということで、しっかりそれを踏まえながら取り組ん

で参りたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い申

し上げたいと思っております。 

本当に有難うございました。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 松本 耕司 

Ｒ２．６．２０（土）第５回諮問委員会          

於・伊勢崎プリオパレス 

参加者 小暮 雅𠀋・宮内 敦夫 

Ｒ２．６．２０(土)2019-20 年度現・新地区役員連絡会議 

参加者 小暮 雅𠀋・宮内 敦夫      

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 

参加者 小暮 雅𠀋・宮内 敦夫       

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） 

参加者 新井 進・新井 保・荒木千津子・飯塚 一成 

   石川 長司・石川 正直・小池 敏郎・齋藤 佳延 

   田部井孝一・中村 研司・羽鳥 紫乃・原 初次 

   本島 克幸・谷田川敏幸・山本 樹・横田 善次 

Ｒ２．６．２３（火）    〃   懇親会           

於・城町食堂 

参加者 松本 耕司・根岸 利正・ゴルフ参加者 

Ｒ２．６．２６（金）2020-21年度第２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 

飯塚 一成・石川 長司・毛塚 宏・小暮 雅𠀋 

小堀 良武・渋澤 勉・関井 宏一・関口 昇 

瀬山 欣春・滝野瀬博志・多田 善洋・中世 吉昭 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２０年６月２６日(金) 第３０３５回例会報告（Ｎｏ，３８） 

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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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 
Ｒ２．６．２７（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） 

Ｒ２．７．７（火）館林市野鳥の森市民協力会総会       

於・茂林寺客殿 

Ｒ２．７．１０（金）第１回ガバナー補佐訪問         

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 

Ｒ２．７．１７（金）2022-23年度会長指名委員会        

於・増喜 

Ｒ２.７.１８(土)山田年度ロータリー財団委員会 

合同会議 

於・前橋問屋センター会館 

Ｒ２．７．１９（日）山田年度第１回ガバナー諮問委員会     

於・音羽倶楽部 

Ｒ２．８．２２（土）ロータリー財団セミナー        

於・前橋商工会議所 

Ｒ２．９．１３（日）ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ  

於・前橋問屋センター会館 

Ｒ２．９．２６（土）米山カウンセラー研修会     

於・前橋問屋センター会館 

Ｒ２．９．２６（土）米山研修セミナー        

於・前橋問屋センター会館 

Ｒ２．１０．１１（日）ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ  

於・前橋問屋センター会館 

Ｒ２．１０．１６（金）第２回ガバナー補佐訪問         

於・ジョイハウス 

Ｒ２．１０．１６（金）第３回クラブ協議会           

於・ジョイハウス 

Ｒ２．１０．１８（日）地区大会記念ゴルフ大会  

於・サンコー７２カントリークラブ 

Ｒ２．１０．２４(土)・２５(日)ＲＹＬＡ研修セミナー         

於・未定 

Ｒ２.１０.２８(水)第 4分区Ａ･Ｂ10ＲＣ親睦ゴルフ大会 

於・つつじヶ丘Ｃ.Ｃ 

Ｒ３．６．１２（土）～１６日（水）国際大会          

於・台湾 台北 

 

― 幹 事 報 告 ― 
幹事 渋澤 勉 

１．例会場・例会時間の変更 

◆大泉ＲＣ ７月２２日（水）→ 親睦夜間例会 

     点 鐘 １８：３０ 

    会 場 幸寿し 

        ７月２９日（水）→ 休 会 

◆伊勢崎南ＲＣ ７月２８日（火）→ 納涼夜間例会 

    点 鐘 １８：００ 

    会 場 プラザアリア 

       ８月１１日（火）→ 休会 

（定款第８条第１節（Ｃ）により） 

◆前橋東ＲＣ ７月３０日（木）→新入会員歓迎夜間例会 

    点 鐘 １８：３０ 

    会 場 ロイヤルチェスター前橋 

◆前橋北ＲＣ ７月２７日（月）→新年度最初の夜間例会 

       ８月１０日（月）→ 休会（山の日） 

       ８月２４日（月）→ 納涼夜間例会 

◆前橋中央ＲＣ ７月２２日（水）→  

点 鐘 １８：００ に変更 

◆富岡ＲＣ   ７月２９日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

        ８月１２日（水）→ 休会 

(定款第 7条第 1節(ｄ)により） 

◆富岡かぶらＲＣ ７月１４日（火）→ 夜間懇親例会 

    点 鐘 １８：３０ 

    会 場 和采屋 源氏 

         ７月２１日（火）→ 休会 

（定款第８条第１節（Ｃ）により） 

◆碓氷安中ＲＣ  ７月２３日（木）→ 休 会 

         ７月３０日（木）→ 休 会 

２．会報、週報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

 → ①２０２２－２０２３年度ガバナーノミニー・デジ

グネート指名の公表 

２０２２－２０２３年度ガバナーノミニー・デジグネート

中野 正美（なかの まさみ）（太田ロータリークラブ所属） 

②２０２１年台北国際大会のご案内資料 

 【日 程】２０２１年６月１２日（土）～１６日（水） 

 【場 所】台湾・台北 

③山田年度ロータリー財団委員会合同会議のご案内 

 【日 時】７月１８日（土）  

   １２：１０～１３：００ 登録受付・昼食 

   １３：００～１５：３０ 合同会議 

 【会 場】前橋問屋センター会館 ２Ｆ 

 ※ご昼食が不要な方はガバナー事務所までご連絡くだ

さい。 

 ※山田年度の会員必携をご持参ください。 

④山田年度第１回ガバナー諮問委員会のご案内 

 【日 時】７月１９日（日） 

   １０：００～１０：３０ 登録受付 

   １０：３０～１２：００ 会 議（２Ｆ会議会場） 

   １２：００～１３：００ 昼 食（１Ｆレストラン） 

 【会 場】音羽倶楽部 

 ※クールビズでお越しください。 

⑤地区大会報告書のご送付 

◆館林ミレニアムＲＣ 

  → 創立２０周年のパンフレットのご送付 

◆太田西ＲＣ 

 → 秋の第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会日程の

お知らせ 

 【日 程】１０月２８日（水） 

 【会 場】足利市つつじヶ丘Ｃ.Ｃ 
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◆藤岡南ＲＣ 

  → ＲＹＬＡ研修会報告書のご送付 

◆セブポートセンターＲＣ 小池雅生会員 

  →次年度会長就任式（ZOOMスタイル）のＵＲＬ、ＩＤ

及びパスワードのご連絡 

 【セレモニー参加はこちらから】     

https://us02web.zoom.us/j/7028436585?pw

d=cGtlZkkyc3N4MWp1ZUNvMm9oV2lidz09 

【ＩＤ】７０２ ８４３ ６５８５ 

【パスワード】ＲＣＣＰＣ１９８５ 

◆㈲鈴木造花店 代表取締役 小堀 良武 様 

    → 告別式参列のお礼状 

◆館林市国際交流協会 

 →令和２年度館林市国際交流協会総会の開催について 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、総会を書

面表決とさせていただきます。結果については、国際交流

協会ＨＰにて報告させていただきます。 

◆館林市野鳥の森市民協力会 

 →令和２年度館林市野鳥の森市民協力会総会の開催に

ついて 

【日 時】７月７日（火） １０：３０～ 

【会 場】茂林寺客殿 

【年会費】２，０００円 

 

― お客様 ― 

 
ボーイスカウト館林第一団 

副団委員長 中村 利光様（右） 

会計    岡本 知志様（左） 

 

 
会計報告及び活動助成金の授与 

 

❀使用済切手寄贈 

㈱館林うどん 様 

― 委員会報告 ― 
親睦活動委員会 

 
  親睦活動委員長 石川 長司 

松本年度 第３回ゴルフコンペ結果発表 

優勝   小池  敏郎  会員 

第二位  原   初次  会員 

第三位  谷田川 敏幸 副会長 

総合優勝 小池 敏郎  会員 

ゴルフ部長の交代のお知らせ 

新井 保会員より田部井 孝一会員に引継ぎ 

新井 保会員への謝辞 

 

出席委員会 

 
出席委員長  中村 研司 

今年度出席率ＢＥＳＴ３の発表及び記念品の贈呈 

 

第一位（同率４名） 

欠席０回 

 
新井 進 会員 

https://us02web.zoom.us/j/7028436585?pwd=cGtlZkkyc3N4MWp1ZUNvMm9oV2lidz09
https://us02web.zoom.us/j/7028436585?pwd=cGtlZkkyc3N4MWp1ZUNvMm9oV2lidz09
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小暮 雅𠀋 会員 

 
毛塚 宏 会員 

 
根岸 利正 会員 

第二位 欠席１回 

 
飯塚 一成 会員 

第三位 欠席２回 

山本 樹 会員 

 

出席委員会報告（例会出席報告） 

通算３０３５回例会      委員長 中村 研司 

会 員 数 ５１名 

出 席 者 数 ４１名 

欠 席 者 数 １０名 

出 席 率 ８０．３９％ 

前前回修正 68.63%～78.43％ 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
委員長 関井 宏一 

 

☆松本 耕司 会長   大変大変頂きました。 

この一年間、色々な社会状況が大変な中、皆様方には、 

大変お世話様になりまして、有難うございました。 

私自身も会長として、満足に活動出来なかったことを、 

自問自答して居りました。 

一年間本当にお世話様でした。 

☆谷田川 敏幸 副会長  大変頂きました。 

松本会長、渋澤幹事、一年間大変お疲れ様でした。 

  皆様、７月よりご支援の程、宜しくお願いいたします。 

☆渋澤 勉 幹事     大変頂きました。     

 お世話になります。 

一年間大変ありがとうございました。 

次年度谷田川会長、本島幹事来年一年間頑張って下さい。 

☆宮内 敦夫 パストガバナー 大変頂きました。   

一年間お疲れ様でございました。実り多い年度で 

ありました。まずは、ゆっくり休んで下さい。 

☆新井 保 会員   

 松本会長、渋澤幹事一年間御苦労様でした。 

☆新井 進 会員    大変頂きました。   

  松本年度最終ゴルフコンペに２年ぶりにラウンド 

が出来、又この年度は俳句、短歌が「ロータリーの友」 

に多く掲載されました。そして一年間研修リーダーと 

してクラブに奉仕出来た事、新しい仲間が増えた事、 

例会は全部出席出来た事に感謝して！！ 

☆野辺 昌弘 会員   大変頂きました。 

 松本会長、渋澤幹事お疲れ様でした。 

☆坂村 吉保 会員   

松本会長、渋澤幹事大変な１年間ご苦労様でした。 

☆齊藤 要 会員    大変頂きました。     

 今日で地区出向の会計の仕事も終わります。 

クラブには何の貢献もできませんでしたが、来年度は 
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少し頑張ります。お世話になります。 

☆浦野 隆 会員   大変頂きました。   

松本年度、大変な年に大役ご苦労様でした。 

☆小暮 高史 会員  大変頂きました。   

 松本会長、渋澤幹事、一年間お疲れ様でした。 

 コロナのお陰で大変な年でしたね。思い出に残る 

一年間だったと思います。 

☆田部井 孝一 会員   

  松本会長、渋澤幹事長い間お疲れ様でした。 

☆小暮 雅𠀋 会員   大変頂きました。 

 松本会長、渋澤幹事１年間ご苦労様でした。 

ゆっくり休んで下さい。 

 中村、岡本両氏、ボーイスカウト頑張って！ 

☆小池 敏郎 会員  大変大変頂きました。   

松本会長渋澤幹事一年間お疲れ様でした。又松本年度 

 最終ゴルフで優勝出来ました。 

又総合優勝も頂きましたので！ 

☆原 初次 会員   大変頂きました。 

  松本会長、渋澤幹事、ご苦労様でした！ 

☆長柄 純 会員   大変頂きました。   

  松本会長・渋澤幹事、思い出深い一年となった事と 

 思います、大変お疲れ様でした。 

  いよいよ、谷田川年度が始まります、楽しい一年に 

なりますように、応援いたします。 

☆毛塚 宏 会員  大変頂きました。 

 松本会長、渋澤幹事、無事帰港おめでとうございます。 

一年間ご苦労様でした。 

☆瀬山 欣春 会員 大変頂きました。  

松本会長、渋澤幹事、１年間大変ご苦労様でした。 

 次年度の谷田川会長、本島幹事の船出を祝福致します。 

☆中村 研司 会員  大変頂きました。 

  松本会長、渋澤幹事、一年間お疲れ様でした。 

☆関口 昇 会員  

 松本会長、渋澤幹事お疲れ様でした。 

また、大変お世話になりありがとうございました。 

☆横田 善次 会員  大変頂きました。   

松本会長ご苦労様でした。ようやく最終例会を迎えて 

 肩の荷を下ろして下さい。 

☆本島 克幸 会員 

  松本会長、渋澤幹事、一年間ありがとうございました。 

☆古川 正道 会員 大変頂きました。  

一年間御無沙汰ばかりで失礼致しました。 

次年度も御交誼を賜ります様、宜しく御願い申し上げ 

ます。 

☆石川 長司 会員  大変頂きました。 

  松本会長、渋澤幹事、一年間お疲れ様でした。 

 親睦活動委員会に対しましては皆様のご協力に感謝 

 申し上げます。 

☆山本 樹 会員  大変頂きました。  

 松本会長、渋澤幹事一年間お疲れ様でした。 

私の司会も今日が最後です。一年間お世話になりました。 

☆小堀 良武 会員  大変頂きました。 

 松本会長、渋澤幹事お疲れ様でした。 

次年度谷田川会長、本島幹事よろしくお願いします。 

☆荒木 千津子 会員  大変頂きました。   

松本会長、渋澤幹事、一年間ありがとうございました。

また、ニコニコＢＯＸにもご協力を頂きまして御礼申し

上げます。 

☆飯塚 一成 会員  大変頂きました。 

  松本会長、渋澤幹事、一年間ありがとうございました。 

 次年度は親睦委員長として頑張ります。 

☆根岸 利正 会員  大変頂きました。 

松本会長、渋澤幹事、一年間ありがとうございました。 

会報も無事にやり遂げる事が出来そうです。 

☆矢島 孝昭 会員     

1 年間、皆様にはお世話になりました。 

 来月より、また宜しくお願い致します。 

☆齋藤 佳延 会員 

  一年間お疲れ様でした。 

☆中世 吉昭 会員  大変頂きました。 

松本会長、渋澤幹事、役員の皆様一年間お疲れ様で 

した。 

☆羽鳥 紫乃 会員  大変頂きました。     

入会させて頂き、１カ月たちます。 

 また新年度も勉強させて頂き、楽しく活動できる会に 

貢献して行ける様努力致します。 

☆関井 宏一 会員 

 松本会長、渋澤幹事、お疲れ様でした。 

一年間大変お世話になりました。皆様方に大変感謝 

申し上げます。有難うございました。 

次年度谷田川会長、本島幹事の船出を祝して！ 

 

 

―Ｓ・Ａ・Ａよりお知らせ― 

 

Ｓ・Ａ・Ａ 会場運営委員長 山本 樹 

 

一年間の謝辞 
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―懇親会 ― 

 
親睦活動委員長 石川 長司 

 
松本会長よりご挨拶 

 
宮内パストガバナーよりご挨拶 
 

― セレモニー ― 

 
松本会長と谷田川次年度会長のバッジ交換 

 
谷田川次年度会長よりご挨拶 

 
渋澤幹事と本島次年度幹事のバッジ交換 

 
渋澤幹事よりご挨拶 

 
本島次年度幹事よりご挨拶 
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谷田川次年度会長から松本会長へ花束贈呈 

 
本島次年度幹事から渋澤幹事へ花束贈呈 

 
   乾杯        毛塚 宏 直前会長 

飯塚次年度親睦活動委員長よりご挨拶 

 

 
締め     谷田川次年度会長  

 

 

 

※小堀次年度Ｓ・Ａ・Ａからのお知らせ 
  

7月３日  第一例会  

       夏野菜の天ぷらと角煮御膳 

 ７月１０日 第二例会 

       ハンバーグと夏野菜のグリル 

 7月１７日 第三例会 

       ひつまぶし 

 7月３１日 第四例会 

       夏野菜、豚肉、玉子のピリ辛炒め 

 

※苦手なお食事がございましたらＳ・Ａ・Ａまでご連絡

下さい。宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

クラブ会報・広報委員会より 

 
 皆様、この一年間、拙い編集で見苦しい点も多々あった

かと存じますが、暖かいお心で見守って頂きました事、こ

の場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。 

 また、事務局石川様にも大変ご協力を頂きました事を 

感謝致します。有難うございました。 

 

クラブ会報・広報委員長 根岸 利正 


