
 

 

点 鐘・ソング 我らの生業 

 

―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。 

昨日菅首相は、1都3県に発令されている緊急事態宣

言を、期限の3月21日で全面解除することを発表致し

ました。リバウンド対策に全力を挙げる考えを強調し、

5つ対策等を総合的に進めると申しておりました。 

いずれにしましても、既に私たちはコロナ渦におい

て、新しい生活様式に対応しており、今後も国民一人

ひとりが感染対策をしながら生活を送っていくこと

に変わりは無いと思います。今後も気を付けましょう。 

いよいよ来週の日曜日は館林市長選挙の告示とな

ります。私たちの仲間も大変頑張っております。皆様

のご支援をお願い致します。 

また、選挙と云うことで、館林青年会議所が「選挙

割」の事業を行うようです。選挙割という言葉になじ

みがないのですが、「選挙に行って割引を受けよう」

と云うものです。これは「低い投票率では正しい民意

が反映されないまま、地域の未来を左右する代表者が

選ばれることになってしまう。」と青年会議所が行う

もので、この事業に賛同する飲食店などに投票済証明

書を提示すると、それぞれのお店で独自のサービスが

受けられるものです。 

では、投票済証明書はどの様にもらえるのか？です

が、それはそれぞれの投票所において、投票用紙を投 

 

 

函した直ぐのところで、「投票済証明書を下さい」と

言えばその場で頂けるそうです。私もまだ一度も手に

したことがありませんので、この機会に頂いてみたい

と思います。皆様もこれを機に是非ご参加頂ければと

思います。 

さて、本日の卓話の時間は宮内パストガバナーより、

「ロータリー新会員研修」と題しましてご講話を頂き

ます。ロータリーの誕生から、社会奉仕活動などお話

しを頂けると思います。新入会員だけでは無く我々も

再認識する上でも貴重なお話しとなりますので、ご静

聴の程宜しくお願い申し上げます。 
 

―ロータリー財団認証品授与― 
ポールハリスフェローマルチプル３ 

小暮 雅𠀋会員 

 
小池 敏郎会員 

 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２１年３月１９日(金) 第３０６４回例会報告（Ｎｏ，２９） 

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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ポールハリスフェローマルチプル２ 

新井 進会員 

 
瀬山 欣春会員 

 
 

ポールハリスフェローマルチプル１ 

渋澤 勉会員 

 

―会 務 報 告― 
谷田川 敏幸会長 

Ｒ３．３．１７（水）館林市緑を守る会第２回臨時総会      

参加者 小堀 良武    於・館林市文化会館 

今後の予定 
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 

Ｒ３．４．３（土） 

足立年度第２回ガバナー補佐・委員長合同会議 

対象者 小暮高史 於・ロイヤルチェスター前橋 

Ｒ３．４．１８（日） 

新規米山記念奨学生オリエンテーション 

対象者 飯塚 一成 於・前橋問屋センター会館 

Ｒ３．４．１８（日）継続米山記念奨学生資格面接 

於・前橋問屋センター会館 

  対象者 米山記念奨学生 韓 陶磊 

 

Ｒ３．４．１８（日）米山記念奨学委員会情報交換会          

対象者 飯塚一成          於・山人 

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 

Ｒ３．４．２４（土）地区リーダーシップセミナー 

 於・前橋商工会議所会館 

  対象者 谷田川敏幸・本島克幸・新井 進 

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 

Ｒ３．５．２（日）第３９回茶の湯研修会 

於・野田宿、森田家 

Ｒ３．５．２３（日）足立年度地区研修・協議会 

 於・前橋商工会議所 

Ｒ３．６．５（土）米山学友会総会 

 於・ホテルメトロポリタン高崎 

  対象者 飯塚一成・米山奨学生 

Ｒ３．６．１２（土）～１６日（水）国際大会 

対象者 全会員         於・バーチャル 

Ｒ３．６．２６（土） 

足立年度第３回ガバナー補佐・委員長合同会議 

  対象者 小暮 高史 

 

―幹 事 報 告― 
幹事 本島 克幸 

 
１．例会場・例会時間の変更 

２．会報、週報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①地区会員必携用アンケートのお願い 

 ②ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ 次年度幹事様宛Ｚｏｏｍ 

参加のお知らせ及びアンケートご回答のお願い 

 ③米山記念奨学生継続面接のご案内 

  【日時】４月１８日（日）  

受 付 １５：００ 

       面 談 １５：２０～１５：５０ 

  【会場】前橋問屋センター会館２階 

  【対象者】米山記念奨学生 

  【持ち物】年度末成績表の写し１枚 

④新規米山記念奨学生オリエンテーションのご案内 

  【日時】４月１８日（日）１１：３０～１５：５０ 
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  【会場】前橋問屋センター会館２階 

  【対象者】飯塚 一成 

 ⑤米山記念奨学委員会情報交換会のご案内 

  【日時】４月１８日（日） １６：３０～ 

  【会場】山人 

  【登録料】４，０００円 

  【対象者】飯塚 一成 

⑥第３９回茶の湯研修会のご案内 

  【日時】５月２日（日）１１：００～１３：００ 

  【会場】①食事処「角藤」（集合場所） 

       ②野田宿・森田家 

  【会費】４，０００円（茶・菓子・食事一切を含む） 

◆国際ロータリー日本事務局 

   ロータリー財団認証品 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

   「ハイライトよねやま ２５２号」 

◆館林市役所 

    館林さくらまつり開催中止のお知らせ 

 

― 報 告 ― 
松本 耕司会員 

 
 毛塚年度に第 4分区 B合同地区助成金事業として、

つつじが丘パークインの前に陽光桜の植樹を行いま

した。今ちょうど満開となり見ごろを迎えております。 

石川年度にも陽光桜の植樹事業を行う事になってお

ります。ロータリークラブの力により沢山の陽光桜が

咲く公園を造ることを楽しみにしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 委員会報告 ―    

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３０６４回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５６名 

５０名 

出 席 者 数 ３２名 

欠 席 者 数 １８名 

出 席 率 64.00％ 

前前回修正 82.35%～84.31％ 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長        大変 

 本日は宮内パストガバナーの講話を頂きます。 

宜しく御指導の程、お願い致します。 

☆宮内 敦夫パストガバナー         

今日は卓話をさせて頂きます。 

宜しくお願い致します。 

☆新井 進会員 

 ポールハリスフェローマルチプルの賞を頂きまし

た。光栄です。 

☆小暮 雅𠀋会員          

ポールハリスフェローバッチ有難うございます。 

☆小池 敏郎会員 

 本日ポールハリスフェローのバッチを頂きました

ので！ 

☆山本 樹会員                   

いよいよ決戦の時が近づいてきました。会員皆様の

御指導お願いします。 

☆根岸 利正会員 

 先週は拙い進行で申し訳ございませんでした。 

 本日は宮内敦夫パストガバナーに講話をして頂き

ます。宜しくお願い致します。 

☆齊藤 一則会員         大変×２ 

入会承認ありがとうございました。皆様の足を引っ

張らないように頑張りたいと思いますので、ご指導ご

鞭撻宜しくお願い申し上げます。 
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☆長柄 光則会員         大変×２ 

 1月に入会させて頂きました。先輩方、御指導よろ

しくお願いします。 

☆矢島 孝昭会員 

 本日も皆様ご出席ありがとうございます。 

宮内敦夫パストガバナー講話よろしくお願いいた

します。 

 

― 講 話 ― 
紹介：プログラム・健康増進委員会 

根岸 利正委員長 

 
宮内敦夫パストガバナー 

  
 

ロータリー新会員研修（２） 

 

1.ロータリーの誕生    

 １９０５年２月２３日、米国シカゴ市で青年弁護士

Paul Harris と友人３名（石炭商、鉱山技師、洋服商）

で創立。取引と情報交換を目的とする Fellowship（親

睦、同志の集まり）であった。同業者間の親睦の難し

さを痛感していので、競争相手とならない友人の輪を

作り出そうと、会員を一業種一人に制限したのです。

これが、ロータリーの職業分類制度の始まりです。 

2.社会奉仕活動 

・1907 年 Donald Cater（特許弁護士）が「会員の

利益しか考えず、社会に貢献をしない団体には入りた

くない」といい、社会貢献を喚起した。 

・「職業と通じて社会に貢献すること」（職業奉仕）が

シカゴクラブ定款の第 3 章に追加された。｛第 1 章ク

ラブ会員の事実上の利益の増大（原価で提供） 第 2

章クラブの親睦の増進｝ 

・会員は「寛容で親睦と友情の精神」に溢れた人でな

ければならない。これがクラブ理念であり、善意と寛

容と理解から「奉仕」へと発展していく基礎である。 

・1909 年 最初のロータリーの奉仕活動：シカゴの

中心地ループ地区に行政を動かし公衆トイレを作っ

た。これは、超我の奉仕の根源である。 

・1917 年 ロータリー会長アーチ・クランフは「世

界でよい事をする」ための基金を設ける事を提案した。

カンザスシティ RC はクランフ会長への退任記念品

代金の残金 26.5 ドルをロータリー本部に送り、クラ

ブ会長が提案した基金に入れるよう要請した。 

・1918 年 カンザスシティで開催の国際大会でロー

タリー財団の設立が承認された。 

3.ロータリーの戦略計画＜2013～2018＞ 

・＜奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ＞

この 5 つの中核的価値観に基づいてロータリーの戦

略計画をたてる。 

1.クラブのサポートと強化 

2.人道的奉仕の重点化と増加 

（ロータリーの重点分野― ①平和と紛争予防・紛争

解決 ②疾病予防と治療 ③水と衛生 ④母子の

健康 ⑤基本的教育と識字率向上 ⑥経済と地域

社会の発展 ⑦環境の保全 

3.公共イメージと認知度の向上 

 「善い事ことをしよう」（アーチ・クランフの言葉）

が基本、宣伝ではない。実をもって知らしめる。 

4.現在のロータリーの戦略計画＜2019～2023＞ 

・ロータリーのビジョン声明 

 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、人々が

手を取り合って行動する世界を目指します。 

 1.より大きなインパクトをもたらす 

  ロータリーは、人々の生活をより良くするための

変化をもたらそうと努力している。ロータリー会員

は、幅広い奉仕活動でボランティアとなり、資金ソ

ースを捧げているが、今後は活動の結果と成果をよ

り効果的に図っていく。ロータリーは、プログラム

に力を注ぎ、持続的な影響を実証することによって、

入会者、協力団体、寄付者にとって魅力ある団体で

あり続けることが出来る。 

 目的 

  ・ポリオを根絶し、残された遺産を活用する 

  ・プログラム及び提供する体験に焦点をあてる 

  ・活動成果を挙げ、それを測る能力を高める 

 2.参加者の基盤を広げる 

  人々は、世界に変化をもたらし、人間関係を築く

方法を求めている。私たちは、人々が求めているも

のをロータリーで見つけられるようにするために

はどのように手助けできるか。その答えは、より多

くの人や組織が参加できるユニークな機会を創り
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出すことである。クラブは、これからもずっと大切

である。その一方で、全世界に会員基盤を広げる為

に、より多くの参加者をロータリーに迎え入れる画

期的なモデルをもって現在の構造を拡大し、一体と

なって行動できる意義ある方法を提供していく。 

 目的 

  ・会員基盤と参加者の基盤を広げ、多様化する 

  ・ロータリーへの新しい経路を創り出す 

  ・ロータリーの開放性とアピール力を高める 

  ・活動成果とブランドに対する認知を築く 

 3.参加者の積極的な関わりを促す 

  今日の変わりゆく世界でクラブが直面している

課題を認識し、ロータリーは、会員の参加と維持を

促すような経験をクラブが提供出来るよう支援す

る。会員に経験と価値を提供出来るようクラブを支

援することで、ともに奉仕し、人間関係を広げ、よ

り満足のいく経験をロータリーで得られる機会を、

ロータリアンや他の参加者に提供する事ができる。 

 目的 

  ・クラブが会員の積極的参加を促せるように支援

する 

・価値を提供するため、参加者中心のアプローチ

を開発する 

  ・個人的／職業的な繋がりを築くための新たな機

会を提供する 

  ・リーダーシップ育成およびスキル研修の機会を

提供する 

 4.適応力を高める 

  ロータリーのビジョンを達成し、変わりゆく世界

の傾向に追いつくため、構造と文化を深化させなけ

ればならない。私たちは、全ての参加者を効率よく、

柔軟に、効果的に支援出来るような運営とガバナン

スの構造を築く。 

 目的 

  ・研究と革新、および進んでリスクを負う事への

意思を奨励する文化を築く 

・ガバナンス、構造、プロセスを合理化する 

・意思決定におけるより多様な考え方を育むため

に、ガバナンスを見直す 

 5.現在 DEI の推進 

  多様性（Diversity）・公平、公正（Equity,Equality) 

  開放性、包摂（Inclusion） 

  6.五大奉仕 

  ・クラブ奉仕 ・社会奉仕 ・国際奉仕  

・職業奉仕 ・青少年奉仕（青少年交換・インタ

ーアクト・ローターアクト・ライラ） 

 

 7.国際ロータリーと国際ロータリー財団 

  国際ロータリーの財務状況（2019 年末現在） 

      純資産  1 億 4,586 万ドル 

       収入  1 億 1,320 万ドル 

  ロータリー財団の財務状況（2019 年末現在） 

      純資産  11 億 5,027 万ドル 

       収入   3 億 6,051 万ドル 

 *「米山奨学金」は日本の 34 地区の多地区合同 

プログラム 

 

 
より多くの方に、地区の委員になって頂き、積極的に

地区の活動に参加して頂きます事をお願いいたしま

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 11：40 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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