
 

点 鐘・奉仕の理想 

会 長 挨 拶 
副会長 谷田川 敏幸 

 
 皆さんこんにちは。  

本日は松本会長にご不幸がございましてお休みの為、代わ

りに副会長の私、谷田川が務めさせて頂きたいと思います。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 毎年恒例の事ですが、６月に会長がお休みをされて副会

長が代理を務めるという事がございますが、こんなに早く

代理を務めるという事で、少し緊張をして例会に参加させ

て頂いております。 

折角ですので私の次年度への思いを少しお話させて頂

ければなと思っております。 

先ずもって前回の年次総会におきましては、ロータリー

細則変更につきまして皆様のご協力を頂きまして変更さ

せて頂きました。 

ありがとうございました。 

来年度につきましては、会員の減少がありますが一昨年、

中長期計画という事で青山さんを中心に７０周年には７

０人の会員でロータリーをやろうという計画があります。

現在５０名でございますので後２０名の増員をしないと、

その目標が達成出来ないという事で、今年度におきまして

もお声がけをさせて頂きながら少しずつ会員を増やせて

いければなと思っておりますし、来年は何とか１０名くら

い拡大したいなと思っております。 

また会員が増えることによって会費を多少でも下げられ

ればと思っておりますし、先輩方にお話したことがござい

ますが、出席免除の件やご子息等、家族で入会される方の

会費の減額等をやってみたいと思っておりますので、来年

度が始まる前にもう一度、皆様にお世話になるかと思いま

すが、細則変更の総会を開催させて頂きまして、実現でき

ればなと思っております。 

何にしましても、今までの館林ロータリーの歴史、伝統

はもちろん大切にしつつ、ロータリーを活性化するために

変えられる所は変えていければと思っておりますので、今

後共、皆様のご協力をお願い申し上げまして、簡単ではご

ざいますが挨拶とさせて頂きます。 

本日は誠にありがとうございます。 

 

― 会 務 報 告 ― 
副会長 谷田川 敏幸 

Ｒ１．１２．６（金）年次総会                 

於・ジョイハウス 

参加者 会員３７名 

Ｒ１．１２．６(金)2020-21 年度第１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・小島 博夫 

松本 耕司・瀬山 欣春・小堀 良武・新井 進 

野辺 昌弘・滝野瀬博志・長柄 純・毛塚 宏 

渋澤 勉・鈴木 雅男・根岸 利正 

Ｒ１．１２．６（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・石川 長司・飯塚 一成 

   小島 博夫・小堀 良武・本島 克幸・谷田川敏幸 

Ｒ１．１２．７（土）米山記念奨学生選考会面接官 

オリエンテーション 

参加者 石川 長司         

於・ホテルメトロポリタン高崎 

Ｒ１．１２．７（土）米山学友会 忘年会     

於・ホテルメトロポリタン高崎 

参加者 石川 長司・米山記念奨学生 徐  亭亭 

Ｒ１．１２．７（土）イルミネーション点灯式           

於・館林駅前 

参加者 松本 耕司・渋澤 勉・青山 守治・新井 進 

   飯塚 一成・上野 和路・毛塚 宏・小島 博夫 

   小堀 良武・鈴木 雅男・関口 昇・多田 善洋 

   中村 研司・根岸 利正・野辺 昌弘・本島 克幸 

   谷田川敏幸 

Ｒ１．１２．７（土）    〃      慰労会         

於・時新 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

2019 年１２月１３日(金) 第３０１９回例会報告（Ｎｏ，２２） 

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 
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◆例会場 レストランジョイハウス２Ｆ 
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参加者 松本 耕司・渋澤 勉・青山 守治・新井 進 

   飯塚 一成・毛塚 宏・小島 博夫・小堀 良武 

   関口 昇・中村 研司・長柄 純・根岸 利正 

   本島 克幸・谷田川敏幸 

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 

参加者 松本 耕司                        

 

今後の予定 
Ｒ１．１２．１４（土）野鳥の森清掃活動        

於・東武トレジャーガーデン 

Ｒ１．１２．１５（日）ボーイスカウト館林第一団 

創立６０周年記念式典・祝賀会 

於・茂林寺境内スカウト広場 

Ｒ１．１２．１７（火）２０周年記念式典・記念誌委員会   

於・伊勢崎プリオパレス 

Ｒ１．１２．１７（火）第２回地区戦略計画委員会      

於・伊勢崎プリオパレス 

Ｒ１．１２．２０（金）クリスマス家族会              

於・ジョイハウス 

Ｒ１．１２．２０（金）館林市国際交流協会 

多文化共生タウンミーティング 

於・館林市役所 

Ｒ１．１２．２６(木)2020-21年度第２回理事・役員会       

 於・吉川 

Ｒ２．１．１０（金）新年例会                

於・ジョイハウス 

Ｒ２．１．１１（土）地区戦略計画委員会         

於・伊勢崎プリオパレス 

Ｒ２．１．１１（土）第３回ガバナー諮問委員会     

於・伊勢崎プリオパレス 

Ｒ２．１．１１（土）ガバナーエレクト壮行会      

於・伊勢崎プリオパレス 

Ｒ２．１．１４（火）館林商工会議所 議員新年懇談会      

於・ジョイハウス 

Ｒ２．１．１５(水)(公社)館林青年会議所 新年祝賀会    

於・ジョイハウス 

Ｒ２．1．19(日)第 47 回館林市子ども会上毛かるた大会 

於・城沼総合体育館 

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 

Ｒ２．４．４（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 

Ｒ２．４．２５（土）地区大会記念ゴルフ大会        

於・軽井沢７２ゴルフ 

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 告 ― 
幹事 渋澤 勉 

１．例会場・例会時間の変更 

２．会報、週報 

◆大泉ＲＣ → 会 報 

３．その他 
◆ガバナー事務所 → ①公共イメージ委員会より 

「２０２０年２月２３日上毛新聞公告掲載の件」について

のお願い 

②地区戦略計画委員会のご案内 

【日 時】Ｒ２年１月１１日(土)１４：００～１５：５０ 

【会 場】伊勢崎プリオパレス 

③第３回ガバナー諮問委員会及びガバナーエレクト 

壮行会のご案内 

【日 時】Ｒ２年１月１１日(土)１６：００～１７：５０ 

【会 場】伊勢崎プリオパレス 

◆(公社)館林青年会議所→2020年度新年祝賀会開催のご

案内 

【日 時】２０２０年１月１５日（水） 

 受 付 １９：００～  開 会 １９：３０～ 

【会 場】ジョイハウス 

【会 費】６，０００円 

 

― お客様 ― 

 
群馬テレビ 東毛支社長        牛込 保雄様 

 

― 三分間スピ－チ ― 
小島 博夫 会員 

「カラオケ キーは何だっけ！」 

 
 

❀使用済切手寄贈 

 
㈲新成・新井薬局 様 
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― 委員会報告 ― 
      出席委員会報告（例会出席報告） 

 
通算３０１９回例会     副委員長 泉田 嘉弘 

会 員 数 ５０名 

出 席 者 数 ３６名 

欠 席 者 数 １４名 

出 席 率 ７２．００％ 

前前回修正 66.00%～78.00％ 

 

― 卓 話 ― 
プログラム・健康増進委員会  委員長 鈴木 雅男 

 
 

群馬テレビ 東毛支社長        牛込 保雄様 
 

群馬テレビの紹介及び自己紹介。 

プロフィール 

昭和４４年１２月前橋生まれ。 

高崎農大二高へ進学、全国駅伝大会出場。 

群馬県５０００メートル大会優勝。 

東洋大学へ進学、箱根駅伝出場。 

箱根の山下り６区を３大会走る。 

群馬テレビ入社 

ＡＤから始まり制作部のディレクターを１２年間。 

その後営業部に配属、Ｈ２９年東毛支社長に就任。 

 

群馬テレビ 

 昭和４５年２月設立、一年後に開局となる。 

当時は、群馬県民待望の開局であり夕方からの放送。 

２０年後に入社、当時初めて黒字経営になる。 

そして入社１０年くらいの後、デジタル化設備投資により

再び赤字。今から５年前くらいに黒字経営に転ずる。 

 支社が高崎、太田等ありますが新橋にあります東京支社

が広告代理店などからの窓口的役割を担い全国ＣＭなど

依頼を受付している。 

 

皆様に一番お世話になっておりますのは、館林まつりだ

と思います。 

地域に密着した放送を、これからも皆様にご協力いただき、 

お届けしたいと思います。 

是非、スポンサーをお願い致します。 

これからは販売促進だけでなくイメージ戦略に有効活用

していただければと思います。 

 少し個人的なことをお話させて頂きます。 

就職は地元にしたいと思い、群馬テレビにしました。 

始めはＡＤからでした。 

鈴木社長より「ＡＤは大変だったでしょう」といわれまし

たが、箱根駅伝での苦労というかプレッシャーの方が大き

く、比べれば大体のことが乗り切れました。 

ただ、いま苦労しておりますのが、働き方改革が大変問

題でして、私の業界は時間制限に弱く、災害の中継など現

場仕事に従事できる社員が足りなくなる事があります。 

非常時に対応出来ないジレンマを抱えております。 

解決策としては、我々幹部が現場へ出向くことになると思

います。 

皆様の御期待に応えられますよう頑張って参ります。 

本日はありがとうございました。 

 

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。 

 過日、私の菩提寺青龍山宝秀寺のご住職が若くして

急逝されました。本日１２時より葬儀に出席致す為、 

誠に申し訳ございませんが、谷田川副会長が代行して

下さりますので、宜しくお願い申し上げます。 

☆ 谷田川 敏幸 副会長   大変頂きました。 

本日は会長の代理を務めさせて頂きます。 

  皆様、宜しくお願い致します。 

☆ 渋澤 勉 幹事      

お世話になります。 

群馬テレビ牛込支社長様、卓話ありがとうございます。 

☆ 小暮 高史 会員     

   いつも御指導賜っている群馬テレビの牛込東毛支

社長、ようこそおいでいただきました。 

  心より歓迎いたします。 

☆ 小島 博夫 会員       

   本日は３分間スピーチをさせて頂きますので。 

☆ 鈴木 雅男 会員    

   群馬テレビ東毛支社 支社長牛込保雄様 

  本日は、卓話のためご来訪いただきまして 

  ありがとうございます。 
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☆ 山本 樹 会員    

   先週は、カゼのため例会・イルミ点灯式をお休み 

  して申し訳ありませんでした。また、理事に選んでい

ただいてありがとうございました。 

☆ 荒木 千津子 会員    

 来週のクリスマス家族会を楽しみにしております。 

☆ 関井 宏一 会員   

本日もありがとうございました。 

☆ 2020～21年度 新役員一同 大変×６頂きました。   

2020～21 年度 役員、理事一同より 

  一年間お世話になります。 

 

― 野鳥の森清掃活動 ― 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

― ボーイスカウト６０周年記念式― 

 
 

 
 

 
 

 


