
 

 

点 鐘・ソング 国歌 奉仕の理想 

 

―会 長 挨 拶― 
谷田川 敏幸会長 

 
 

皆様、こんにちは。コロナ渦ではありますが、本日

も例会出席ありがとうございます。 

本日よりニューミヤコホテル館林さんにお世話に

なり、例会を開催させて頂くことになりました。先月

まで、長きにわたりジョイハウスさんにお世話になっ

ておりましたが、ご案内の通りしばらくの間は休業と

いう事ですので、こちらにお世話になることとなりま

した。本日は中里部長様にもご出席を頂いております。

後ほどご挨拶をして頂きます。 

初めての例会で会場の雰囲気もガラッと変わり、少

し緊張しておりますが、宜しくお願いします。ロータ

リーの例会なのですが、何時もの会場ではないことに、

何か戸惑いを感じておりますし、皆様も同じような感

覚でおられるのではないかと思います。 

また、会場設営に関しては、事前に打ち合わせに来

させて頂きましたが、国旗を含め数多くの看板等を掲

示することで、このようなレイアウトとなりました。

後方の方には遠くなってしまいますが、ご理解のほど

お願いいたします。 

会場運営の皆様、本日は早くからの設営をして頂き、

大変ありがとうございました。感謝申し上げます。 

先ほど別室におきまして、理事会を開催させて頂き

ました。その中で、２月の例会開催について協議させ

て頂きました。現在群馬県からは第6弾が発表され、 

 

 

 

 

 

22日まで延長となりました。それを踏まえて、来週の

19日は休会とし、26日は開催することとなりました。

3月につきましては今後の状況を踏まえ決めさせて頂

きますので、ご理解の程宜しくお願いします。 

さて、コロナ感染対策ですが、皆様の事業所ではど

の様な対策を取られていますか。もちろん手洗い消毒、

マスク着用は当たり前ですが、弊社では次亜塩素酸を

使用し、空間除菌を行っております。もう3，4年前に

なりますが、インフルエンザ予防として行っておりま

した。ここで注意が必要なことは、次亜塩素酸と次亜

塩素酸ナトリウムがあるという事です。次亜塩素酸ナ

トリウムは強アルカリ性で、キッチンハイターに使わ

れている物で、これは噴霧しては人体に影響を及ぼす、

大変危険な薬品です。それに比べ、次亜塩素酸は弱酸

性で人体には影響はありません。次亜塩素酸でも抽出

方法が異なる物があり、使用期限が短い製品もありま

すので、注意が必要です。弊社は1年以上の長いもの

で、これを50ｐｐｍに希釈して超音波加湿器を使い、

空間除菌を行っております。 

加湿器も種類があります。次亜塩素酸は熱に弱いの

で、加熱して蒸気にする加湿器やハイブリッド加湿器

という物がありますが、それでは効果が全くなくなり

ます。 

今後、空間除菌をお考えの方は、ご相談頂ければ詳

しくお答え致します。 

本日は、コロナ感染対策についてお話しさせて頂き

ましたが、皆様の中でも、コロナ以外でも皆様にお役

に立てる情報等がございましたら、例会でご披露して

頂ければと思います。せっかく多少のリスクを冒して、

例会にご出席を頂いておりますので、この時間を少し

でも有意義な時間にしたいと思いますので、皆様のご

協力を宜しくお願いします。 

 

 
 

 

 

 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２１年２月１２日(金) 第３０６０回例会報告（Ｎｏ，２５） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０２０～２０２１度 

  ロータリーは機会の扉を開く  
第２８４０地区 ２０２０～２０２１年ロータリーのテーマ 
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―米山記念奨学金授与― 
 

韓 陶磊（かん とうらい）君 

 
 

―近 況 報 告― 

 

 
 

 新年明けましておめでとうございます。 

今日は旧暦の正月 春節です。中国人にとっては一年

中で一番重要な日です。家族みんなが集まって、一緒

に食事をして家族団らんで新年を祝います。 

 しかし、去年も今年も、私だけでなく沢山の中国人

も、コロナウイルス感染拡大を防止の為、帰省するこ

とが出来ませんでした。去年の春節は大学の食堂で、

留学生 30 人くらいと日本人の学生が集まり餃子大会

を開催しました。皆で餃子を作って食べて新年を祝い

ました。今年は大きなイベントが出来ませんが、私の

自宅で友達と火鍋を食べながら春節をお祝いしよう

と予定しています。 

 日本は夏に花火大会がありますが、中国は夏ではな

く春節の時は花火を揚げます。私が子供の頃は、沢山

の花火が揚がり、街中が美しく、鮮やかに染まりまし

たが、最近は環境保護の為に多くの地域が花火を禁止

することになってしまいました。春節の雰囲気が薄れ

てしまい、残念に思います。 

旧正月を祝う国は中国以外にも、東南アジアにも多

くあります。日本も昔はそうでしたが、明治 6年に 

廃止され、西暦の元旦に新年を定めました。少し残念

に思います。もし、アジア全ての国が同じ日にお祝い

出来たら素敵だなと思います。発想を膨らませると、

世界の人達が、この特別な日に、古くから永く続く、

遥か遠い東の文化に少しでも興味を持って頂ければ

いいなと思います。 

 皆様、良いお年を。健康にお過ごし下さい。 

 

―お 客 様― 

 
ニューミヤコホテル 

館林営業部長 中里 裕一様 

 
 

 

―御 挨 拶― 

 

 
 

 本日より、館林ロータリークラブ様には、この会

場をご利用頂けるという事で誠に有難うございま

す。 

 当会場は、コロナ禍の中、アクリルボードの設置、

次亜塩素酸水の噴霧など感染予防には十分注意を

払い営業をさせて頂いております。 

皆様何かご用命がございましたら、宜しくお願いし

ます。 
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―会 務 報 告― 
谷田川 敏幸会長 

 
 
（1） Ｒ３．１．３０（土） 

第３回ガバナー諮問委員会        

 於・アルバート邸 

        参加者 宮内 敦夫 

（2） Ｒ３．１．３０（土） 

足立ガバナーエレクト激励会        

於・アルバート邸 

        参加者 宮内 敦夫 

（3） Ｒ３．２． ７（日）新会員セミナー                     

於・オンライン 

        参加者 山岸 孝昭 

 

今 後 の 予 定 
⑴ Ｒ３．２．２０（土） 

イルミネーション撤去作業          

於・館林駅前通り 

⑵ Ｒ３．２．２３（火） 

奉仕の理念実践セミナー         

於・Zoom開催 

⑶ Ｒ３．３．６（土） 

足立年度地区チーム研修セミナー 

対象者 宮内 敦夫・小暮 高史       

 於・前橋商工会議所会館 

⑷ Ｒ３．３．６（土） 

米山記念奨学生修了式・歓送会 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

⑸ Ｒ３．３．２１（日） 

ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ       

於・前橋問屋センター会館 

       対象者 石川 長司・関口 昇 

⑹ Ｒ３．４．２１（水） 

第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会 

於・太田双葉カントリークラブ 

⑺ Ｒ３．４．２５（日） 

地区大会 

（地区役員・会長・幹事以外はＷＥＢ参加） 

於・ベイシア文化ホール 

 （地区役員・各クラブ会長・幹事） 

⑻ Ｒ３．５．２３（日） 

足立年度地区研修・協議会      

 於・前橋商工会議所 

⑼  Ｒ３．６．１２（土）～１６日（水） 

国際大会          於・バーチャル 

 

―理 事 会 報 告― 
本島 克幸幹事 

 
２０２０～２０２１年度・館林ロータリークラブ 

2月 定 例 理 事 会 
  令和３年 2 月１ 2 日  AM：11：00～ 

於：ニューミヤコホテル館林                                                                                        

                                                                                                                                            

１．会 長 挨 拶 

２．出 席 者 確 認    

※義務出席者  １５人中 １３人出席 
出席者              （敬省略） 

  谷田川敏幸・石川長司・松本耕司・本島克幸 

  瀬山欣春・小堀良武・新井進・野辺昌弘・原初次 

長柄純・中村研司・渋澤勉・山本樹  

  オブザーバー 中世吉昭 

３. 資 料 確 認 

４. 報 告 事 項 

５．今 後 の 予 定 

６．協 議 事 項 
⑴ 館林ロータリークラブ上期仮決算に関する件     

－承認－ 

⑵ ２月例会開催に関する件                       

－承認－ 

２月１９日（金）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

  ２月２６日（金）→ 開催 

⑶ 第４分区ＩＭ開催方法変更に伴う原稿に関する件     

－承認－ 

     原稿作成者・・・谷田川敏幸 会長 

⑷ 会計事務の監査依頼に関する件                    

－継続－ 

⑸ 米山奨学生・世話クラブ及びカウンセラー選出に 

関する件 

－承認－ 

     会長に一任 
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⑹ 中長期戦略計画作成委員会の設置に関する件              

－承認－ 
【委員】新井 進・谷田川敏幸・原 初次・本島克幸 

石川長司・関口 昇・中村研司・山本 樹   

宮内敦夫・小池敏郎 

【予定】第１回委員会 ３月 ５日（金）例会終了後～ 

   第２回委員会  ４月 ２日（金）例会終了後～ 

⑺会長エレクト・幹事エレクト研修セミナーに関する件                                

－承認－ 

登録料クラブ負担 

７．そ の 他 
⑴ 各委員会報告・提案 

2月 卓話予定 

2020～2021年度 

プログラム・健康増進委員会 

委 員 長 根岸 利正 

 

日  程       予 定 者 

２月１２日       各種祝い 

２月１９日       休会 

２月２６日       未定 

 

★ 次回理事・役員会開催日  

２０２１年 ３月５日（金） １１：００～   

於・ニューミヤコホテル館林 

 

 
 

―幹 事 報 告― 
幹事 本島 克幸 

1. 例会場・例会時間の変更 

◆大泉ＲＣ       

２月１０日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月１７日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月２０日（土）→ 地区補助金事業  

城之内公園桜植樹 

 ２月２４日（水）→ 休会   

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ３月 ３日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

           理事会のみ開催      

３月１０日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

３月１７日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

３月２４日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

３月３１日（水）→ 休会             

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆館林東ＲＣ      

２月１０日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月１７日（水）→ 休会  

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月２４日（水）→ 夜間例会 

           点 鐘 １８：００ 

           会 場 つかさ本店 

 ３月 ３日（水）→ 理事会／通常例会 

 ３月１０日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ３月１７日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ３月２４日（水）→ 夜間例会 

           点 鐘 １８：００ 

           会 場 つかさ本店 

 ３月３１日（水）→ 休会（第５週目のため） 

◆太田西ＲＣ      

２月１０日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月１７日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ３月１０日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ３月２４日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ３月３１日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆前橋北ＲＣ      

２月 ８日（月）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月１５日（月）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月２２日（月）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆前橋西ＲＣ      

２月１２日（金）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月１９日（金）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆前橋南ＲＣ      

２月１７日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 ２月２４日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆富岡中央ＲＣ     

２月１１日（木）→ 休会（祝日・建国記念の日） 
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 ２月２５日（木）→ 移動例会  

地区補助金事業贈呈式 

   集 合 １２：００ 

   会 場 幼保連携型認定こども園 めぶきの森 

 

２．会報、週報 

◆館林東ＲＣ → 会 報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

 ①「ガバナー月信２月号」 

 ②国際大会（台北）バーチャル開催のお知らせ 

  ２０２１年６月１２日からの日程で予定されて

いました台北での２０２０－２１年度の国際大

会が、新型コロナウイルス （COVID-19）の影響

により昨年度に続きバーチャルでの開催となり

ましたので、お知らせ申し上げます。 

バーチャルでの開催に伴い、地区企画のツアー、

地区ナイトも中止とさせていただきます。 

 ③２０２０－２０２１年度地区大会決議案クラブ

投票のお願い 

 ④足立年度地区チーム研修セミナーのご案内 

【日 時】３月６日（土）１３：００～１６：２０ 

【会 場】前橋商工会議所会館 

【対象者】宮内 敦夫・小暮 高史 

 ⑤「奉仕の理念実践セミナー」WEB 開催のお知らせ 

 【日 時】２月２３日（火・祭日）  

１４：００～１６：００ 

 【会 場】YouTube上 

 【登録料】無 料 

  ※「クラブの奉仕活動実践事例集」をお手元ご視

聴頂きます様宜しくお願い致します。冊子は近

日中にクラブ事務局宛てに会員数分発送させ

て頂きます。 

 ⑥米山記念奨学生修了式・歓送会のご案内 

 【日 時】３月６日（土）１７：１０～１９：５０ 

 【会 場】ホテルメトロポリタン高崎 

 【登録料】無 料 

 【対象者】地区委員 

⑦ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳのご案内 

【日 時】３月２１日（日） 

【会 場】前橋問屋センター会館 

【登録料】２，０００円（会長エレクトのみ） 

【対象者】会長エレクト・次年度幹事（Zoomでの

参加）次年度ガバナー補佐 

⑧２０２１－２０２２年度地区役員・地区委員 

就任依頼 

宮内 敦夫 会員   

ガバナー諮問委員会 委員 

意義ある奉仕賞選考委員会 委員 

       ガバナー指名委員会 副委員長 

地区研修・管理運営委員会 副委員長 

小暮 高史 会員    

第４分区Ｂガバナー補佐 

       審議会立法案検討委員会 委員 

       会員組織強化委員会 委員 

  毛塚  宏 会員    

ＲＬＩ推進委員会 委員 

  小暮 雅𠀋 会員    

地区補助金委員会 委員 

  山本  樹 会員    

インターアクト委員会 副委員長 

  渋澤  勉 会員    

米山記念奨学委員会 委員 

 

◆国際ロータリー日本事務局 

「在宅勤務延長」のお知らせ 

 現在、１１都府県に発令されている「緊急事態宣言」

の状況を鑑みて２０２１年２月末まで在宅勤務を延

長させて頂きますことをお知らせ申し上げます。 

１．勤務形態：在宅勤務 

２．期間：２０２１年２月１日（月）～２月２６日（金） 

３．業務時間：９：３０～１７：３０ 

４．連絡方法：お電話や一部郵送物によるご対応が叶

いませんので eメール、または、FAXでご連絡いた

だけますようお願い致します。 

  クラブ・地区支援室：rijapan@rotary.org 

  財団室：rijpntrf@rotary.org 

  経理室：rijpnfs@rotary.org 

 業務推進・IT室：rijpnpi@rotary.org 

  FAX（各部署共通）： 03-5439-0405 

 

◆（公財）ロータリー日本財団 

    申告用領収証のご送付 

 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

    申告用領収証のご送付 

 

◆（一社）ロータリーの友事務所 

 ①２０２１－２２年度版ロータリー手帳お買い上

げのお願い 

1部 定価６００円＋消費税 

（５月下旬出来上がり予定） 

 ②『ロータリーの友』誌３月号分の横組み、縦組み

の各目次欄のご送付 

◆館林市国際交流協会 

  書面理事会のご案内 

◆館林市野鳥の森市民協力会 

 児童向けイベント「野鳥の森でつくってあそぼう」

中止のご案内 

◆館林商工会議所 

    「商工たてばやし №４４６」 
 

 

mailto:rijapan@rotary.org
mailto:rijpntrf@rotary.org
mailto:rijpnfs@rotary.org
mailto:rijpnpi@rotary.org
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🔸各種お祝いの発表🔸 

―在籍年数の発表―  
出席・ニコニコ BOX委員会 

矢島 孝昭委員長 

 
谷田川敏幸会員 平成 13年 2月入会  在籍 20年 

小曽根久八会員 令和 2年 2月入会  在籍１年 

石川 正直会員 令和 2年 2月入会  在籍１年 

 

在籍年数記念品贈呈者（20 年） 
谷田川敏幸会長 

 
 

―会 員 の お 祝 い― 
親睦活動委員会 飯塚 一成委員長 

 

会員誕生日             （敬省略） 

 小暮 高史    昭和 23年 2月 18日 

 原  初次    昭和 18年 2月 1日 

 上野 和路    昭和 33年 2月 26日 

飯塚 一成    昭和 52年 2月 14日 
（名誉会員） 

高張 浩一    昭和 36年 2月 10日 

ご夫人誕生日 

 齊藤  要夫人  昭和 24年 2月 12日 

 小暮 高史夫人  昭和 29年 2月 21日 

 青山 守治夫人  昭和 43年 2月 9日 

 長柄  純夫人  昭和 24年 2月 15日 

 毛塚  宏夫人  昭和 36年 2月 25日 

 多田 善洋夫人  昭和 41年 2月 22日 
 （名誉会員） 

 新井 昌史夫人         2 月 22 日 

結婚記念日 

 瀬山 欣春会員  昭和 51年 2月 1日          

山本  樹会員  平成 3年 2月 15日 

 

 

― 委員会報告 ―    

  
クラブ会報・広報委員会 中世 吉昭委員長 

 ロータリーの友 2月号の紹介をいたします。 

同じ 2840 地区である藤岡ロータリークラブの世界遺

産周辺の清掃活動の記事が、ロータリーアットワークの

コーナーに掲載されておりますので紹介を致します。 

 なお、当会も以前に投稿いたしました「イルミネーシ

ョンの設置作業」の記事が、来月 3 月号に掲載される予

定ですので、楽しみにお待ち下さい。 

 

出席・ニコニコ BOX委員会 

矢島 孝昭委員長 

例会出席報告 
通算３０６０回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５６名 

５２名 

出 席 者 数 ３２名 

欠 席 者 数 ２０名 

出 席 率 61.54％ 

前前回修正 90.38%～90.38％ 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長        大変 

 本日よりニューミヤコホテル館林さんにお世

話になり、例会を開催させて頂きます。どうぞ

宜しくお願い申し上げます。 

☆石川 長司副会長  

 本日からニューミヤコホテル館林会場での例会で

す。宜しくお願いします。                 



 7 

☆本島 克幸幹事           

例会出席ありがとうございます。 

☆松本 耕司会員        大変 

永年の例会場より、ニューミヤコホテル様にお世話

になる初例会に、多くの会員の皆様の出席に感謝申し

上げます。 

☆小暮 高史会員 

 久し振りに歩いて例会出席。会場は近くなりました

が、喫煙所が遠くなったのが残念です。 

☆中村 研司会員         

今日から例会場が変わりました。皆様間違わないよ

うにしましょう。 

☆古川 正道会員         大変 

 次回例会より、ボーイスカウト館林第 1団への賛助

金のお願いにお伺いします。ご協力をお願い申し上げ

ます。 

☆山本 樹会員                   

新しい例会場で新たに頑張ります。宜しくお願いし

ます。 

☆根岸 利正会員 

 ニューミヤコホテル館林の皆様、これからよろしく

お願いします。中学の同級生、中里営業部長にはお世

話になります。 

☆磯野 哲也会員         大変 

 家内の誕生日に素敵な花束を頂きました。ありがと

うございました。 

☆矢島 孝昭会員 

 本日は、ニューミヤコホテル館林会場での初例会で

す。たくさんの皆様、出席ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S・A・A   小堀 良武委員長 

 
               お疲れ様でした。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆例会日 毎週金曜日 12：10 より 

◆例会場 ニューミヤコホテル館林（館林市文化会館内） 

     館林市城町 3-1 TEL0276-50-1541 

◆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 山田 邦子 

会   長 谷田川 敏幸   副会長 石川 長司 

幹   事 本島 克幸    副幹事 関口 昇 

会報  委員 中世 吉昭    飯塚 一成 

発行責任者 谷田川 敏幸  編集責任者 中世 吉昭 

mailto:tatebayashi.rc@cc9.ne.jp

