
 

 

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。 

あちらこちらで、桜が満開ですね。例年より10日早

いとか15日早いとか報じられております。昨日の西幼

稚園で卒業式、卒園式が終わりましたが、どの学校や

幼稚園に行っても桜が咲き誇っていました。私たちの

頃は入学式の頃でしたので、祝辞の内容も満開の桜に

迎えられなどとあったと思います。小中学校の入学式

は4月7日ですので、間違いなく葉桜でしょう。改めて、

温暖化が進んでいるのだと思います。 

この度、ホルガー・クナークＲＩ会長からメッセー

ジが届いておりますのでご紹介させて頂きます。 

困難な時を迎えておりますが、コロナウイルス流行

に地域社会で懸命に対応しているロータリー会員の

活動について報告を受けるたびに、勇気づけられる思

いがしております。現在、繰り返し耳にする質問があ

ります。それは「私たちはコロナウイルスの予防接種

にかかわるのか」という質問です。その答えは、「イ

エス」です。 

これは、私たちがポリオ根絶という目標から逸脱す

ることを意味するものではありません。ポリオ根絶は、

引き続きロータリーの最優先活動であり、唯一の組織 

 

 

 

的プログラムです。ポリオの予防接種活動を、今後も

弱めることなく続けていかなくてはなりません。また、

ポリオ根絶のために年に 5000万ドルを集める努力も

継続しなければなりません。現在、新型コロナワクチ

ンが世界中で利用可能となりつつあり、ロータリー会

員は重要な役割を果たすことができます。 

ポリオ根絶活動での体験を基に、ワクチンの安全性

と有効性に関するロータリーの知識を生かして、地域

社会での予防接種を支援する事や、地方自治体等と協

力し、必要に応じてクラブが支援できること等を、取

り組んで頂きたい旨の内容でした。 

次に例会に関することですが、3月は例会時間を繰

り上げて、弁当持ち帰りで行ってきましたが、群馬県

の警戒度が2となりましたことから、来週から例会を

通常開催にしたいと思います。ニューミヤコさんでは

このように各テーブルにアクリルの仕切り板をご用

意して頂いておりますし、食事の時は黙食を心がけて

頂き、会話の時にはマスクの着用をお願いしたいと思

います。それでもご心配の方もおられると思いますの

で、ご遠慮なく私にお伝え下さい。例会のプログラム

を考え、そのお方にはお弁当をご用意させて頂きます。 

また、4月21日は第4分区Ａ・Ｂ10クラブゴルフコン

ペが太田双葉Ｃ．Ｃで開催されます。多くの皆様にご

参加を頂く予定で、現在15名ほどになりました。ロー

タリーにとりまして親睦事業は欠かすことの出来な

い大切な交流事業です。今後のクラブの団結力向上に

も繋がります。まだ1名の枠がありますので、ご都合

の付く方は親睦委員長までお知らせ頂ければありが

たいです。 

一昨日、館林東クラブの夜間例会をメイクさせて頂

きました。私と山本会員そして多田会員でお邪魔しま

した。皆さん私たちを暖かくお迎え頂き、そして応援

して下さいました。 

いよいよ今度の日曜日は館林市長選挙の投票日で

す。満開の桜が咲き誇りますよう、最後まで皆様の応

援を心よりお願い申し上げ、会長挨拶とさせて頂きま

す。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２１年３月２６日(金) 第３０６５回例会報告（Ｎｏ，３０） 

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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― お 客 様― 
ニューミヤコホテル館林 

営業部長 中里 裕一様 

 
 

―会 務 報 告― 
谷田川 敏幸会長 

 
 

Ｒ３．３．２１（日） 

ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ         

 於・前橋問屋センター会館 

    参加者 石川長司・関口 昇・小暮高史 

        宮内敦夫 

 

今後の予定 
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          

於・山人 

       対象者 飯塚 一成 

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

（地区役員・各クラブ会長・幹事） 

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              

                  於・バーチャル 

        対象者 全会員 

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 
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１．例会場・例会時間の変更 

◆館林ミレニアムＲＣ   

４月１５日（木）より新会場となります。 

 【新会場】発酵レストラン ジョイハウス別館 

 【住所】館林市栄町３－１ 正田醤油本社棟内 

    【電話】７６－８８１１ 

４月 １日（木）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

４月 ８日（木）→ 健康診断例会（弁当持ち帰り） 

         時 間 １１：３０～ 

         会 場 真中医院 

４月１５日（木）→ 通常例会 

４月２２日（木）→ 通常例会 

４月２９日（木）→ 休会（祝日 昭和の日） 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①東京ＲＣ創立１００周年記念例会兼祝賀会ダイジ

ェスト映像掲載の件 

 昨年１０月に開催いたしました東京ＲＣ１００周

年記念例会兼祝賀会の当日のダイジェスト映像と、東

京ＲＣの１００年の歴史を纏めた映像「奉仕の道１０

０年」をクラブホームページに掲載させていただきま

した。 

当日の様子を少しでも味わっていただければ幸い

です。 

東京ＲＣホームページのトップ画面「東京ロータリー

クラブ創立１００周年記念」のバナーをクリックいた

だくと、ご覧いただけます。 

東京ＲＣホームページ 

http://www.tokyo-rc.gr.jp/ 

 

― 委員会報告 ―    

 

クラブ研修常任委員会  新井 進常任委員長 

 
 

 第 3期中長期戦略計画委員会を 4月 2日例会終了後

に予定をしておりましたが、次年度理事会の開催と重

なる為、4月 9日に変更いたします。 

 これまでの中長期戦略計画をベースにしながら、新

しい考えを取り入れ、新たな感覚で戦略を練っていき

たいと考えております。 

とても大切な事業ですので、御協力の程、宜しくお

願い致します。 

 

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３０６５回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５６名 

５１名 

出 席 者 数 ３８名 

欠 席 者 数 １３名 

出 席 率 74.51％ 

前前回修正 88.00%～88.00％ 

 

―使用済切手寄贈― 

 
（株）館林うどん 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長        大変 

 私達の仲間が頑張っております。皆様の御支

援を心からお願い申し上げます。 

☆石川 長司副会長        

先週は例会休ませて頂きましたので。 

桜の季節になりましたが、コロナ禍により今までの

ような花見が出来ない事が残念です。 

☆松本 耕司会員         大変 

 館林市長選も、最終盤です。どうぞ、仲間の為に皆

様方のお知り合いの方々に、お声を掛けて下さいます

よう、心よりお願い申し上げます。 

☆小暮 高史会員         大変         

多田会員頑張れ！ 会員諸兄の熱い 1票をよろし

くお願いいたします 

☆山本 樹会員                   

3月 28日は、市長選挙投票日です。会員の皆様投

票へ行きましょう。 

http://www.tokyo-rc.gr.jp/
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☆飯塚 一成会員 

 妻の誕生日に、素敵な花を頂きありがとうございま

す。 

☆根岸 利正会員 

 本日はニューミヤコホテル館林 営業部長 中里

裕一様に卓話をして頂きます。よろしくお願いいたし

ます。 

☆森田 信一郎会員         大変×２ 

入会させて頂きありがとうございます。 

今後ともよろしくお願いします。 

☆本間 美儀男会員          

 本日は妻の誕生日に素敵な花束を頂きありがとう

ございました。 

 
S・A・A   小堀 良武委員長 

 
お疲れ様でした。 

 

― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 

根岸 利正委員長 

 
 

ニューミヤコホテル館林 

営業部長 中里 裕一様 

 
 

ニューミヤコホテルの歴史、現況の事業、今後の計画

について、お話頂きました。 

 

 

―記念品贈呈― 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 

mailto:tatebayashi.rc@cc9.ne.jp

