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
2019 年１１月８日(金)
森田

高史ガバナー

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

第３０１５回例会報告（Ｎｏ，１８）

公式訪問例会
― 会

点

会長 松本

耕司

改めましてこんにちは。
本日は、森田ガバナーの公式訪問例会と言う事で、森田ガ
バナー、鑓田ガバナー補佐、新井地区幹事、小澤地区副幹
事にお越しいただいております。
午前中に話し合いをさせて頂きまして、大変私が悩んで
いた問題を、森田ガバナーが解決して下さいました。
今日、夕方から行われるパスト会長会議にさっそく提案を
させていただき、会のためになるように為れば良いなと思
っております。
いずれにしましても、皆様方の素晴らしいご協力があっ
たればこそ、こういって館林クラブが成り立っているわけ
でございまして、気持ちは一つなのだろうと思います。
たまたま、違う部分もたまには起こる事もあるかとは思い
ますが、その「小を捨て大に生きる」ということが大事か
なと思います。
是非、この例会後のガバナーとのクラブ協議会では、遠
慮なく皆様の意見を出して頂きまして、ガバナーのご意見
を頂戴しながら、これからの館林ロータリークラブの為に
いかして頂ければ有り難いなと思っております。
本日は、よろしくお願い致します。

◆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

務

報

告 ―
会長

鐘・ソング 国歌 奉 仕 の 理 想
会 長 挨 拶

松本

耕司

Ｒ１．１１．１（金）第３回クラブ研修委員会
於・ジョイハウス
参加者 松本 耕司・新井 進・新井 保・野辺 昌弘
原 初次・田部井孝一・小暮 雅𠀋・小暮 高史
青山 守治・宮内 敦夫・長柄 純・瀬山 欣春
毛塚
宏
Ｒ１．１１．１（金）親睦活動委員会インフォーマル・ミ
ーティング
於・ジョイハウス
参加者 松本 耕司・渋澤 勉・飯塚 一成・石川 長司
小島 博夫・小堀 良武・中世 吉昭・本島 克幸
谷田川敏幸・山本 樹
Ｒ１．１１．１（金）第１回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

今後の予定
Ｒ１．１１．８（金）第４回クラブ協議会
於・ジョイハウス
Ｒ１．１１．８（金）２０２０－２０２１年度理事・役員
指名委員会
於・増喜
Ｒ１．１１．９（土）ロータリー財団補助金管理セミナー
於・伊勢崎プリオパレス
Ｒ１．１１．９（土）
第４回青少年交換委員会・派遣候補生第１回オリエンテーション
於・前橋問屋センター会館
Ｒ１．１１．１２（火）第２回親睦ゴルフコンペ
於・唐沢ゴルフ倶楽部（唐沢）
Ｒ１．１１．１７（日）第４３回館林市産業祭（苗木配布）
於・つつじが岡公園
Ｒ １．１１．１９（火）イルミネーション点検作業
於・谷田川倉庫
Ｒ１．１１．２０（水）ガバナー公式訪問５クラブ合同懇
親会
於・ジョイハウス
Ｒ１．１１．２３（土）イルミネーション設置作業
於・館林駅前通り
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

Ｒ１．１１．２４（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅢ
於・前橋問屋センター会館
Ｒ１．１１．３０（土）米山学友会イベント「チームビル
ディングセミナー」
於・観音山キャンプパークジョイナス
Ｒ１．１２．４（水）第５４回小・中学校特別支援学級・
特別支援学校 合同お楽しみ会
於・館林市文化会館小ホール
Ｒ１．１２．６（金）年次総会
於・ジョイハウス
Ｒ１．１２．７（土）イルミネーション点灯式
於・館林駅前
Ｒ１．１２．７（土）
〃
慰労会
於・時新
Ｒ１．１２．８（日）第３８回茶の湯研修会
於・茶寮「いま泉」
Ｒ１．１２．９（月）第８３回サントリースコールサロン
於・ジョイハウス
Ｒ１．１２．１５（日）ボーイスカウト館林第一団創立６
０周年記念式典・祝賀会
於・茂林寺境内スカウト広場
Ｒ１．１２．２０（金）クリスマス家族会
於・ジョイハウス
Ｒ２．２．２２（土）イルミネーション撤去作業
於・館林駅前通り
Ｒ２．３．７（土）伊勢崎南ＲＣ創立４０周年記念式典
於・プラザ・アリア
Ｒ ２． ４． ４（土）第４分区ＩＭ
於・未定
Ｒ２．４．１７（金）第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ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
Ｒ２．５．３０（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

― 幹

事

報

点 鐘 ７：００
会 場 前橋公園
◆前橋北ＲＣ
１１月２５日（月）→ 夜間例会
会 場 登利平本店
１２月２３日（月）→ クリスマス家族夜間例会
会 場 前橋商工会議所
２．会報、週報
◆大泉ＲＣ → 会 報
◆館林東ＲＣ → 会 報
３．その他
◆ガバナー事務所 → ①地区大会御礼状
②２０１９年手続要覧日本語版 事前注文のご案内
◆伊勢崎南ＲＣ → 創立４０周年記念式典のご案内
【日 時】２０２０年３月７日（土）
登 録 １４：００～１５：００
式 典 １５：００～１６：１５
祝 宴 １６：３０～１８：３０
【会 場】プラザ・アリア
【登録料】お一人様 １０，０００円
◆館林市緑を守る会 → 産業祭における苗木配布会へ
の協力についてのお願い
【日 時】１１月１７日（日）
１０：００～配布終了まで（９：００集合）
【会 場】つつじが岡公園
【人 数】各団体２名程度のご協力をお願いします。
◆館林商工会議所青年部 → たてばやし光のページェ
ント点灯式開催のご案内
【日 時】１２月７日（土） 集 合 １６：４５
点灯式 １７：００～
【会 場】館林駅東口 駅前ロータリー内 噴水前
◆ボーイスカウト館林第一団 → 創立６０周年記念式
典・祝賀会のご案内
【日 時】１２月１５日（日）
受付開始 １０：００～
アトラクション １０：００～ 餅つき大会
記念式典 １０：３０～
祝 賀 会 １１：４５～１３：００
【会 場】茂林寺境内スカウト広場
◆館邑会後援会 → 令和元年度援助金のお願い
１人５００円×会員数

告 ―
幹事 渋澤 勉

１．例会場・例会時間の変更
◆安中ＲＣ １１月１２日（火）→夜間移動（坐禅）例会
点 鐘 １９：００
会 場 久昌寺
１１月２６日（火）→ １１月２８日（木）
碓氷安中ＲＣと夜間合同例会
点 鐘 １９：００
会 場 並木苑
◆沼田ＲＣ
１２月１７日（火）→ １２月１４日（土）
クリスマス例会
１２月２４日（火）→ 休 会
１２月３１日（火）→ 休 会
◆前橋東ＲＣ
１１月２１日（木）→ 雪国魚沼・
前橋東ＲＣ交流夜間例会
点 鐘 １８：００
会 場 ホテル坂戸城（南魚沼市）
１１月２８日（木）→１１月２３日（土）早朝
清掃奉仕移動例会

― お

客

ＲＩ第２８４０地区ガバナー
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様 ―

森田

高史様

― 三分間スピ－チ ―
関井 宏一会員
「今後の備え」

第４分区Ｂ

ガバナー補佐

鑓田

貴一郎様

― 委員会報告 ―
出席委員会報告（例会出席報告）
通算３０１５回例会
委員長

地区幹事

新井

会 員 数
出 席 者 数
欠 席 者 数
出 席 率
前前回修正

良和様

ヽ(^。^)ノニ

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ
委員長

地区副幹事

小澤

米山奨学生

徐

関井 宏一

☆森田 高史 ガバナー
ご芳志として。
☆鑓田 貴一郎 ガバナー補佐
ご芳志として。
☆松本 耕司 会長
大変大変頂きました。
本日は森田ガバナー様に、公式訪問へスタッフの皆様
とお越し頂き、素晴らしい御指導を賜わりました。
又、森田ガバナー様には、７月の３０００回例会にも
ご参加下さり心より御礼申し上げます。
☆谷田川 敏幸 副会長
大変頂きました。
本日は森田ガバナーをお迎えしての公式訪問例会で
す。色々とご教授下さい。
☆渋澤 勉 幹事
お世話になります。本日森田ガバナー、鑓田ガバナー
補佐を始め地区役員の方々をお迎え出来る事を祝して。
☆宮内 敦夫 直前ガバナー 大変頂きました。
森田高史ガバナー、鑓田ガバナー補佐、新井地区幹事、
小澤地区副幹事様方ようこそおいで下さいました。
よろしくご指導の程、お願い致します。
☆齊藤 要 会員
大変頂きました。
森田ガバナー公式訪問有り難うございます。
素晴らしい地区大会、指導者育成セミナーでした。
感動し、ロータリーの心が再び燃える事ができました。
☆浦野 隆 会員
大変頂きました。
森田高史ガバナー公式訪問ご苦労様です。
ご指導の程お願い致します。
妻の誕生日には、素敵な花束有り難うございました。

弘様

亭亭さん

❀使用済切手寄贈
㈱島田建商

中村 研司

５０名
４１名
９名
82.00％
68.00%～84.00％

様
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☆小暮 雅𠀋会員
大変頂きました。
森田ガバナー、鑓田ガバナー補佐、新井地区幹事、小
澤地区副幹事、公式訪問ありがとうございます。
又、御指導もよろしくお願い致します。
☆滝野瀬 博志 会員
大変頂きました。
森田ガバナー、鑓田ガバナー補佐の御来訪とご指導頂
ける事に感謝して。
久しぶりの例会です。
☆小池 敏郎 会員
大変頂きました。
森田ガバナー御一行公式訪問有難うございます。
御指導宜しくお願いします。
☆長柄 純 会員
森田ガバナーご来訪に感謝申し上げます。
☆小島 博夫 会員
本日は森田ガバナー、鑓田ガバナー補佐、そしてスタ
ッフの方々、ようこそ館林クラブへ。
☆毛塚 宏 会員
森田ガバナーようこそ館林ＲＣへ。
御指導を頂きますので。
☆瀬山 欣春 会員
大変頂きました。
第２８４０地区ガバナー森田高史様のご訪問を歓迎
申し上げます。御指導をよろしくお願い致します。
☆中村 研司 会員
森田ガバナー、本日はご指導の程よろしくお願いいた
します。
☆横田 善次 会員
森田高史ガバナー、ご来訪ありがとうございます。
館林ロータリーの御指導宜しくお願いします。
☆山本 樹 会員
森田ガバナーの講話を楽しみにして出席しました。
一日よろしくお願いします。
☆根岸 利正 会員
本日は森田ガバナー、公式訪問ありがとうございます。
第一例会報では、訂正が多く皆様にご迷惑をお掛け致
しまして、誠に申し訳ございませんでした。
☆関井 宏一 会員
本日は森田ガバナー、ご来訪ありがとうございます。

―森田高史ガバナー

第２８４０地区ガバナー

2019-2020 年度 国際ロータリー会長
マーク・ダニエル・マローニー様
地区会員必携
２ページ～５ページをご参照下さい。

講話―
改めまして皆様こんにちは。
本日は多くの会員の方々に、ニコニコＢＯＸへ私共へのお
心遣いを頂きました。大変有り難うございました。
貴クラブは宮内ガバナーを輩出されたばかりでござい
ますので、個別的に申し上げることは無いのですが、今ご
覧頂いたＲＩ会長のマーク・ダニエル・マローニー氏はア
メリカのアラバマ州のジケーター・ロータリークラブの会
員で弁護士をされております。
ご覧頂いておわかりの通り、非常に体格の良い方でござい
まして握手をした手も厚く大きな手でした。非常に人懐っ
こいといいますか、そういう感じの方でございました。
今年度のＲＩ会長テーマ「ＲＯＴＡＲＹ ＣＯＮＮＥＣ
ＴＳ ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ」ロータリーは世界をつなぐと
いう事でございます。

森田 高史様

ＲＩ会長からのメッセージビデオ上映。
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今ご覧頂いたＤＶＤは１月１３日から１９日までの一
週間、サンディエゴのホテルに世界５３８区のガバナーエ
レクトとそのパートナー、千人を超える人間が集まりまし
て、トレーナーも５０人以上さらに一週間前から集まりま
してトレーナーの訓練をして、研修をしていた時のもので
す。
ここに、ローターアクターを６０人、日本からは３人招集
しました。
何故かというと、先程マローニー会長が最初に強調されま
した、「ロータリーを成長させる」、「会員基盤を成長させ
る」これを担う人間を期待しているという事でございまし
た。
10 年前、当クラブの平均年齢は 58.5 歳でした、現在は
63 歳です。これから人が増えないとどんどん平均年齢が
上がっていくだけでございます。
そういった組織が決して活性する事は無く、新しい人を入
会させて活性化させていかなければならないと言う事で
す。
過去の会長もロータリーの変化を望んでおります。
非常にロータリーの変化を感じている方も多いと思いま
すが、細かい規定も随分変わっております。
・ 入会金の規定は、各クラブに任せている。
・ 例会の頻度、月に２回以上。
・ 業種区分はフリー、同時に会員資格も無業の方もＯＫ。
・ ローターアクトクラブをロータリーに加盟。
・ メークアップの期間が年度内有効。
いろいろな変化が起こっております。是非ガバナー月信を
ご覧下さい。
ＲＩ会長が「変化に適合する」と、おっしゃっておりま
すが、結局ＲＩ会長がロータリー会員にとって一番大事な
ことはなんですか？「クラブです」一番大事な人はだれで
すか「クラブの会長です」と断言しております。
各クラブの活動こそロータリーの心髄ですとおっしゃっ
ております。という事で各クラブの頑張りが総てです。
私が強調させて頂いておりますのは、クラブの将来を
皆さんにクラブの裁量権を充分に行使して頂いて、工夫し
て頂きたいという事でございます。
今年、３つ考えている事がございます。
地区応援を継続せよ。地区の人は変わるがカラーは変えな
い。大きいベルトのなかで活動する。
双方向の協議をする。最終決定は各クラブで行う。
より良くするということでございます。
おかげさまを持ちまして、地区大会も無事終了する事が
できました。
皆様の昨年の苦労が身に沁みました。皆様が一年間果たさ
れました宮内年度、小暮幹事、齊藤会計長以下副幹事の皆
様が地区の為に粉骨砕身というのでしょうか、活動して頂
きました。そのことを地区の為にもなりましたが、クラブ
運営にも大きく反映される事と思います。
館林ロータリークラブの益々のご発展を願いまして講
話を終了いたします。
本日は公式訪問、誠に有り難うございました。

―記念品

贈呈―

―記念撮影―

―クラブ役員懇談会―

―クラブ協議会―
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