
 

 

点 鐘・ソング 奉仕の理想 

 

―会 長 挨 拶― 
谷田川 敏幸会長 

 
 

皆様、こんにちは。本日も例会出席ありがとうござ

います。 

足利では山火事が発生しており、もう5日間燃えて

いるようですし、桐生でも山火事が発生したとニュー

スで取り上げられていました。大変乾燥していますの

で、心配をしておりますが、早期の鎮火をお祈り申し

上げます。 

さて、昨年10月に日本のロータリーが100周年を迎

えましたことは皆様ご承知のことと思います。東京ロ

ータリークラブが日本で初めて誕生し、米山梅吉会長

を中心に日本のロータリーが始まりました。 

今週の23日、天皇誕生日でしたが、地区では奉仕の

理念実践セミナーがｗｅｂライブ配信され受講致し

ました。多くの皆様に視聴して頂いたと思いますが、

ご覧になられた方は、事務局にご報告をお願い致しま

す。 

この日はロータリーの誕生日になります。1905年、

日本の16年前にシカゴにおいてポールハリス氏ら4人

で創設されました。今年で116歳となります。その後

次第にクラブや会員も拡大されて、今では世界で3万5

千クラブ、120万人の会員となっています。 

ちなみに日本は約2,300クラブ、86,000人。2840地

区は45クラブ、2,100人です。ざっくりですが、世界

の会員が、政令指定都市の100万人強、日本の会員が、 

 

 

 

 

 

館林の人口より少し多いと認識しておけば良いの

かなと思いました。 

この度の誕生日のことでいくつかのホームページ

を拝見しましたが、次のようなロータリーの解説があ

りましたので、ご紹介致します。 

「私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身

の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びと

が手を取り合って行動する世界を目指しています。」 

1905 年にシカゴにおいて創設され、110 年以上さ

まざまな職業をもつ人や市民のリーダーが「世界を変

える行動人」となり、その経験と知識を生かして社会

奉仕活動や人道的活動に取り組んできました。識字率

向上、平和構築、水と衛生の改善など、幅広い分野で

持続可能な影響をもたらすために、ロータリーの会員

は毎日、世界のどこかで活動しています。切迫した問

題が山積みとなっているこの世界で、私たちは単なる

傍観者ではなく、自ら行動する責任があると考えてい

ます。ロータリーは以下の分野に重点を置いて活動し

ています。平和の推進、疾病との闘い、水と衛生、母

子の健康、教育の支援、地元経済の成長です。ロータ

リーの使命は、職業人と地域社会のリーダーのネット

ワークを通じて、人びとに奉仕し、高潔さを奨励し、

世界理解、親善、平和を推進することです。 

とあります。他にも色々な記事等ありましたが、

我々の事業は地域に限られたものですが、世界でのロ

ータリー運動は、地球規模でグローバルなプロジェク

トを展開しています。我々の寄付金などが少しでも役

に立っているのだと誇りに思えるものでした。 

 

 

 

 

 

 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２１年２月２６日(金) 第３０６１回例会報告（Ｎｏ，２６） 

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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―会 務 報 告― 
谷田川 敏幸会長 

 
 
Ｒ３．２．２０（土） 

イルミネーション撤去作業           

                 於・館林駅前通り 

 出席者 谷田川敏幸・本島克幸・磯野哲也・菊地晴美 

     小池和敏・小暮高史・齊藤一則・関井宏一 

     中世吉昭・中村研司・根岸利正・羽鳥紫乃 

     本間美儀男・松本耕司・山本 樹 

     米山記念奨学生 韓 陶磊 

館林高校 先生１名・生徒６名 

     ＪＣ１０名・ボーイスカウト８名 

Ｒ３．２．２３（火） 

奉仕の理念実践セミナー           

 於・Zoom開催 

 出席者 谷田川敏幸・新井 進・石川 長司 

磯野哲也・毛塚 宏・小暮雅𠀋・齊藤一則 

中村研司・山本 樹 

今後の予定 
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 

Ｒ３．３．６（土） 

米山記念奨学生修了式・歓送会 

対象者 飯塚一成           

於・ホテルメトロポリタン高崎 

Ｒ３．３．１７（水） 

館林市緑を守る会第２回臨時総会    

 於・館林市文化会館 

     対象者 小堀良武 

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・小暮 高史 

Ｒ３．３．２７（土） 

第２回地区補助金予備審査会     

於・前橋商工会議所会館 

      対象者 毛塚 宏 

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 

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） 

Ｒ３．５．２３（日） 

足立年度地区研修・協議会        

                於・前橋商工会議所 

Ｒ３．６．１２（土）～１６日（水） 

国際大会              於・バーチャル 

      対象者 全会員 

 

―幹 事 報 告― 
幹事 本島 克幸 

 
 
１．例会場・例会時間の変更 

◆館林西ＲＣ      

３月 ２日（火）→ 理事会・例会（お弁当持ち帰り） 

         時 間 １１：００ 

         会 場 陣 屋 

３月 ９日（火）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

３月１６日（火）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

３月２３日（火）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

３月３０日（火）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆伊勢崎ＲＣ      

新型コロナ影響による例会場の都合により、例会日を変

更しておりましたが、３月より通常通りに開催致します。 

例会曜日 毎週水曜日 

点 鐘  １２：１０（短縮にて開催：お弁当持帰） 

例会場  伊勢崎プリオパレス 

３月３１日（水）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆伊勢崎南ＲＣ     

３月 ２日（火）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

３月 ９日（火）→ 理事会・短縮例会 

３月１６日（火）→ 短縮例会 

３月２３日（火）→ 短縮例会 

３月３０日（火）→ 休会 

※短縮例会 １２：３０～１３：００ お弁当持ち帰り 

◆伊勢崎東ＲＣ     

新型コロナ影響による例会場の都合により、例会日と点

鐘時間が変更されておりましたが、３月より例会日と点

鐘時間を下記の通りに戻します。 
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例会日時 毎週金曜日 → 毎週月曜日 

点 鐘  １２：００ → １２：３０ 

例会場  伊勢崎プリオパレス内 

◆前橋東ＲＣ      

３月 ４日（木）→ 点鐘 １１：００（お弁当持ち帰り） 

３月１１日（木）→ 点鐘 １１：００（お弁当持ち帰り） 

３月１８日（木）→ 点鐘 １１：００（お弁当持ち帰り） 

３月２５日（木）→ 点鐘 １１：００（お弁当持ち帰り） 

◆碓氷安中ＲＣ     

３月１１日（木）→ 観梅例会 

          点鐘 １１：３０ 

          会場 秋間梅林 やまいち 

３月１８日（木）→ 休 会 

 

２．会報、週報 

◆館林西ＲＣ → 会 報 

◆館林ミレニアムＲＣ → 会 報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①第２回地区補助金予備審査会のご案内 

【日 時】３月２７日（土）１０：００～１６：００

【会 場】前橋商工会議所会館 

【対象者】毛塚 宏 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

２０２１（令和３）学年度 業務委託・覚書締結に関

するご案内 

【締結の流れ】  

ガバナー事務所・・・覚書にガバナー、ガバナー

エレクト押印 

      ⇓ 覚書（原本）：２通をクラブへ 

  クラブ事務局・・・・クラブ名、日付の記入 

          会長、会長エレクト署名・押印 

        覚書（原本）１通をクラブにて保管 

      ⇓ 覚書（原本）：残り１通を地区へ 

  ガバナー事務所・・・覚書（原本）１通を保管 

         ＰＤＦを米山記念奨学会に送付 

◆館林つつじサポーターズ俱楽部 

令和３年館林つつじサポーターズ俱楽部通常総会

（書面開催）についてのご案内 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面

にて開催する事と致しました。 

◆館林市緑を守る会 

   第２回臨時総会開催のご案内 

  【日 時】３月１７日（水）１４：００～ 

  【会 場】館林市文化会館３号室 

  【対象者】小堀 良武 

 

 

 

 

 

― 委員会報告 ―    

  

クラブ研修常任委員会  新井 進常任委員長 

 
 

 過日の例会時に申し上げました第３期中長期戦略

計画委員会の設立について報告いたします。 

先般の理事会に於いて委員が決定しました。構成メン

バー10名は以下の通りです。谷田川会長、石川次年

度、中村次次年度、本島幹事、関口次年度、山本次次

年度、新井進研修リーダー、原研修副リーダー、小池

会員、そして、宮内パストガバナーは地区戦略計画委

員長を担っておられますので、相談役として参加して

頂きます。 

 そして、第 1回の委員会を例会終了後に行い、10

名の役職と今後 3年間のクラブ運営の重点項目案の

作成依頼を行います。第 2回目を 4月中に行い、5月

の理事会に於いて決定する事を目標といたします。 

会員の方からも発案を期待しています。宜しく御協力

願います。 

 
クラブ会報・広報委員会 中世 吉昭委員長 

 
  

「ロータリーの友 3月号」を紹介させて頂きます。 

75 ページの歌壇に新井 進会員の短歌が、３席に入

選され掲載されております。おめでとうございます。 

あと、67 ページのロータリー・アット・ワークのコ

ーナーに当会の‟イルミネーションの点灯事業“を紹
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介する記事が掲載されておりますので、ご報告いたし

ます。 

 

 

親睦活動委員会 飯塚 一成委員長 

 
 

 第 4 分区 A・B10クラブ親睦チャリティーゴルフ大

会が開催されます。谷田川年度・第 3回親睦ゴルフイ

ンコンペともなっております。 

 日時は 4月 21日（水）、太田双葉カントリークラブ

に於いて開催されます。 

多数の方のご参加をお待ちしております。 
 

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３０６１回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５６名 

５２名 

出 席 者 数 ３９名 

欠 席 者 数 １３名 

出 席 率 75.00％ 

前前回修正 82.70%～88.46％ 

 

 

 

 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長        大変 

 本日も例会出席ありがとうございます。2 月

23 日ロータリー116 歳をお祝いします。また、

ロータリーの友にイルミネーション設置事業が

掲載されましたので。 

☆石川 長司副会長  

 群馬県による時短要請 伊勢崎、大泉を除き２３日

から解除になりましたので。                

☆本島 克幸幹事           

ロータリーの友に写真が掲載されました。 

☆新井 進会員          大変 

ロータリーの友３月号 歌壇の３席に掲載されま

した。また、中長期戦略計画作成委員のスタッフが決

まり委員会報告が出来ますので。 

☆小暮 雅𠀋会員         大変 

 イルミネーションの記事がロータリーの友のアッ

トワークに初めて載りました。中世委員長ご苦労様で

した。また、新井進会員はロータリーの友の常連ご苦

労様です。 

☆多田 善洋会員        大変×２ 

久し振りの例会お世話になります。 

挑戦をさせて頂きます。会員皆様の友情に感謝申し

上げます。 

☆瀬山 欣春会員          

 多田会員の健勝を祈ります。 

☆関口 昇会員                   

前回の例会とイルミネーションの撤去作業を欠席

してしまい申し訳ございませんでした。 

☆関井 宏一会員 

 先週の 2月 20日土曜日 イルミネーションの撤収

が、皆様の御協力のおかげで無事に終了できました。

ありがとうございました。 

☆山本 樹会員 

 孫の初節句で長野に行ってきます。 

☆根岸 利正会員 

 本日は、多田善洋会員に卓話をして頂きます。 

よろしくお願いいたします。 

☆中世 吉昭会員          

 ロータリーの友に、当会のイルミネーションの点灯

事業が紹介されましたので。 
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― 卓 話 ― 
 

紹介：プログラム・健康増進委員会 

根岸 利正委員長 

 
 

多田 善洋会員 

 
群馬県県議会議員辞職にあたってのご挨拶を頂きま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S・A・A   小堀 良武委員長 

 
               お疲れ様でした。 

 

 

―イルミネーション撤去作業― 

 

令和 3 年 2月 20日（土） 

 
 

 
      参加されました皆様お疲れ様でした。 

 

 

◆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 
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