
 

 

―黙祷― 
 

5月 7日に急逝されました中村研司会員のご冥福を

お祈りし、黙祷を捧げました。 

 
 

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。 

まさか、こんな事が起こるとはどなたも想像できな

かったでしょう。先週の例会でお兄様の葬儀の御礼と、

自分が住職に就任したことをご挨拶したその晩に、中

村会員は急逝されました。夕方のお寺さんの会合から

帰宅後、急に深い眠りについたそうです。そして、心

肺停止状態になり、救急車で病院に搬送されましたが、

そのまま帰らぬ人になってしまいました。 

本日の例会は、中村会員の追悼例会とさせて頂きま

す。 

彼は館林ＪＣを卒業した翌年の2003年3月に当クラ

ブに入会しました。今年で在籍18年になります。その

間、クラブでも重要なポジションで活躍してくれまし

た。3年前の60周年の瀬山年度で幹事を務めました。

そして2年後の65周年では会長予定者として準備をし

て参りました。 

2840地区では2011年からライラ委員会に出向し、13

年にはライラ委員長として 館林で二日間のライラ

研修会を開催して頂いた事が記憶に残っています。 

彼とはＪＣ時代からの付き合いになります。かれこ

れ30年になります。ＪＣ時代も色んな役職をこなし活

躍してくれました。私が理事長を行った5年後には、

39代理事長として頑張ってくれました。 

また、商工会議所青年部でも会長を務め、法人会青

年部でも私の後に会長を引き継いでくれました。 

そして、まち研でもつい最近まで一緒に活動をして

おりましたので、全く信じられません。 

でもこの現実を受け止めて、今後は彼の意思を引き

継ぎ皆様と進んでいきたいと思います。 

来週には新入会員をお迎えできると思います。気持

ちを切り替えて運営して参りたいと思いますので、宜

しくお願い申し上げます。 

中村会員のご冥福を心よりお祈り申し上げ、会長挨

拶に返させて頂きます。 

 

―会 務 報 告― 
谷田川 敏幸会長 

今後の予定 
Ｒ３．５．１４（金）第３回中長期戦略計画作成委員会 

於・ニューミヤコホテル館林 

 対象者 谷田川敏幸・本島克幸・新井 進・原 初次 

     石川長司・宮内 夫・小池敏郎・関口 昇 

山本 樹 

Ｒ３．５．２３（日）足立年度地区研修・協議会        

於・前橋商工会議所・ZOOM 

対象者 石川長司・関口 昇・小暮高史・小暮雅𠀋 

小堀良武・渋澤 勉・宮内敦夫 

Ｒ３．５．２８（金） 

２０２１－２２年度 第１回クラブ協議会 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２１年５月１４日(金) 第３０７１回例会報告（Ｎｏ，３６） 

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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  対象者 ２０２１－２２年度の会長・幹事・理事 

地区役員・地区委員・各委員会委員長 

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 

Ｒ３．６．１１（金） 

分区会（第４分区Ｂ５クラブ会長・幹事会） 

於・ニューミヤコホテル館林 

  対象者 小暮高史・石川長司・関口 昇・事務局 

Ｒ３．６．１２（土）～１６日（水）国際大会 

   対象者 全会員         於・バーチャル 

Ｒ３．６．１５（火）谷田川年度最終ゴルフコンペ    

於・桃里カントリー倶楽部 

Ｒ３．６．１９（土）第５回ガバナー諮問委員会 

対象者 宮内敦夫   於・前橋問屋センター会館 

Ｒ３．６．１９（土） 

現新ガバナー補佐・地区副幹事連絡会議 

対象者 小暮高史   於・前橋問屋センター会館 

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 

◆大泉ＲＣ         

５月２６日（水）→ 夜間例会 → 通常例会に変更 

（群馬県警戒レベル４へ引き上げのため） 

６月 ２日（水）→ 休 会（群馬県警戒レベル引上のため） 

６月１６日（水）→ 休 会（群馬県警戒レベル引上のため） 

◆太田南ＲＣ        

５月１１日（火）→ 休 会（群馬県警戒レベル引上のため） 

５月１８日（火）→ 休 会 

※５月２５日（火）以降の例会開催につきましては、 

今後の警戒レベルや感染状況を鑑みて決定致します。 

◆前橋北ＲＣ        

５月１７日（月）→ 休 会（ＩＭ・地区研修・協議会の振替） 

５月２４日（月）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

５月３１日（月）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆前橋南ＲＣ        

５月１９日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

５月２６日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 

◆前橋中央ＲＣ       

５月１９日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

６月 ９日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

６月１６日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆伊勢崎東ＲＣ       

５月１４日（金）→ ５月１７日（月）通常例会 

           点 鐘 １２：３０ 

           会 場 伊勢崎プリオパレス 

５月１９日（水）→ ５ＲＣ合同例会 中止 

◆伊勢崎南ＲＣ       

５月１８日（火）→ ５ＲＣ合同例会 中止 

５月２５日（火）→ 短縮例会 

６月２９日（火）→ 休 会（当クラブ規定により） 

◆高崎東ＲＣ        

５月１３日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

５月２０日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆富岡ＲＣ         

５月１９日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

５月２６日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆富岡中央ＲＣ       

５月２０日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

５月２７日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆碓氷安中ＲＣ       

５月１３日（木）→ 休 会（群馬県警戒レベル引上のため） 

５月２０日（木）→ ５月２３日（日） 

地区研修・協議会 

５月２７日（木）→ 通常例会 

◆藤岡北ＲＣ        

５月２５日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆安中ＲＣ         

５月１８日（火）→ ＷＥＢ例会（住職の卓話） 

５月２５日（火）→ チョボラゴルフコンペ中止（休会） 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 
①ガバナー月信５月号 

②バーチャル国際大会登録のご案内 

 今年度のバーチャル国際大会は、登録料がかかること

となりました。バーチャル国際大会への登録、登録料に

つきましては、国際大会ウェブサイトをご参照下さい。 

国際大会ウェブサイト      

https://convention.rotary.org/ja 

国際ロータリーのホームページ  

https://www.rotary.org/jattps://my.rotary.org/ja 

地区国際大会推進委員会へのお問い合わせは 

(FAX) 027-212-2841／ (E-mail) yamada@rid2840.jp 

までお願い申し上げます。 

③地区研修・協議会分科会（奉仕プロジェクト）での発

表のお願い 

前橋ＲＣ・太田ＲＣ・桐生ＲＣ・館林ＲＣ・富岡中央Ｒ

Ｃ（館林ＲＣ・・イルミネーション事業についての発表） 

④地区研修・協議会 実施要領送付のご案内 

【全体会議】 

次の皆様はご来場をお願いいたします。 

https://convention.rotary.org/ja
https://www.rotary.org/ja
https://my.rotary.org/ja
mailto:yamada@rid2840.jp


 3 

⑴全体会議のプログラムで発言・発表が割り振られた

地区役員 

⑵各分科会から、出席、席上での発言・発表、司会を

要請された地区役員、地区委員会委員 

⑶上記に該当しない地区役員の皆様は、YouTube視聴

での参加をお願いします。 

・各クラブの会長エレクト、次年度幹事を含む参加

者の皆さんは、全体会議を YouTubeでご視聴下さ

い。 

・全体会議を、開会時(前半)と分科会終了後（後半）

の２回行いますが、いずれも YouTube配信いたしま

す。 

・上記以外の会員の皆様も YouTubeを是非ご視聴下さ

い。 

YouTube https://youtu.be/PzZHm8KSHbU 

【分科会について】 

・分科会を４部門で行います。いずれもご担当の地区

役員等はリアルで、各クラブの会長エレクト、次年

度幹事を含む参加者はＷｅｂ参加となります。 

・上記以外の会員の皆様は、ガバナー補佐分科会を除

いた分科会を YouTubeで配信しますので、ご希望す

る分科会を是非ご視聴下さい。 

⑴ 会員増強分科会 

・会長エレクト、次年度会員増強委員長が参加します。 

・会長エレクトは Zoom、次年度会員増強委員長は

YouTube視聴でのご参加となりますが、お二人が一

つの画面で Zoomに参加するのも可です。 

YouTube  https://youtu.be/PzZHm8KSHbU 

⑵ 奉仕プロジェクト分科会 

・各クラブの次年度奉仕プロジェクト委員１名が Zoom

で参加しますが、関連する委員も加わって、一つの画

面で Zoomに参加するのも可です。 

・分科会を YouTube配信します。 

YouTube  https://youtu.be/rwlsT49jXUs 

⑶ロータリー財団分科会 

・次年度財団委員長、次年度幹事が参加します。 

・次年度財団委員長は Zoom、次年度幹事は YouTube視

聴でのご参加となりますが、お二人が一つの画面で

Zoomに参加するのも可です。 

YouTube  https://youtu.be/Wi0KY09z0DY 

⑷ガバナー補佐分科会 

・リアルで行います。 

・分科会の YouTube配信はしません。 

 ⑤地区研修・協議会分科会（奉仕プロジェクト）ご参

加にあたってのご案内 

 当日ご参加の皆様には、以下をお手元に必ずご用意く

ださい。 

・「奉仕の喜び」クラブの奉仕活動実践事例集 

（山田ガバナー事務所より２月に送付済み） 

・「奉仕の喜び」クラブの奉仕活動実践事例集  

分類メモ（添付） 

・7つ目の重点分野「環境の保全」の資料（添付） 

・ロータリー奉仕デーの開催要件資料（添付） 

※添付の資料は後日各クラブに分科会(奉仕プロジ

ェクト)次第とともに送付させていただきます。 

 

⑥２０２１－２２年度地区研修・協議会プログラムの 

ご送付 

⑦地区研修・協議会分科会（奉仕プロジェクト）資料の

ご送付 

⑧２０２１－２０２２年度地区会員必携についての 

ご連絡 

 ５月１７日（月）中にクラブへ到着 

⑨地区研修・協議会表彰用バナー及び地区テーマバッジ

のご送付 

・「Every Rotarian,Every Year」クラブ 

・１００％ロータリー財団寄付クラブ 

・End Polio Now「歴史をつくるカウントダウン」

キャンペーンの感謝状 

⑩現新ガバナー補佐・地区副幹事連絡会議のご案内 

【日 時】６月１９日（土） １１：００～１２：３０ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

【対象者】小暮 高史 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

  ハイライトよねやま ２５４号 

  ▼全文は、こちらよりご覧ください。 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/

summary/highlight254_pdf.pdf 

◆長良睦会 

 館林まつり中止のお知らせ 

 ７月１７日（土）～１８日（日）に開催予定の第５０

回館林まつりは新型コロナウイルスの感染拡大防止の

ため中止でございます。 

◆館林商工会議所 

 「商工たてばやし №４４９」 

 

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３０７１回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５５名 

４９名 

出 席 者 数 ３４名 

欠 席 者 数 １５名 

出 席 率 69.39％ 

前前回修正 88.00%～92.00％ 

 

 

https://youtu.be/PzZHm8KSHbU
https://youtu.be/PzZHm8KSHbU
https://youtu.be/rwlsT49jXUs
https://youtu.be/Wi0KY09z0DY
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight254_pdf.pdf
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight254_pdf.pdf
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ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長        大変×２ 

 中村会員のこれまでのご尽力に感謝と、ご冥

福を心よりお祈り申し上げます。 

☆石川 長司会員          

中村研司会員 謹んでお悔やみ申し上げますと共

に、心からご冥福をお祈り申し上げます。 

☆本島 克幸幹事 

 中村研司さん ご冥福をお祈りいたします。 

☆田部井 孝一会員 

 中村研司会員には館林警察署少年指導員としてご

尽力頂きありがとうございました。大変残念でなりま

せん。心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

☆原 初次会員          大変                 

突然の訃報に驚いております。研司さんのご冥福を

お祈り致します。 

☆関口 昇会員          大変 

 中村さん安らかにお眠り下さい。今までお世話にな

りました。ありがとうございました。 

☆関井 宏一会員 

 中村研司さんのご冥福をお祈りいたします。 

☆山本 樹会員          大変×２ 

 中村研司ノミニーのご冥福をお祈りします。 

記憶の中で生き続けていくよう永く生きます。 

☆小堀 良武会員         大変×２ 

 中村研司会員の急逝の際には足を運んでいただき

ありがとうございました。無事に密葬を済ますことが

出来ました。兄弟弟子として御礼申し上げます。 

☆荒木 千津子会員        大変 

 中村研司会員の突然のご逝去に接し未だ信じられ

ません。ご生前のご功績を偲びつつ謹んでご冥福をお

祈り申し上げます。 

☆飯塚 一成会員         大変 

 中村さん、今まで色々とお世話になりました。 

ご冥福をお祈りいたします。 

☆根岸 利正会員 

 中村さん寂しいです。 

本日の卓話の時間に、中村さんの追悼企画をやらせて

いただきます。お話し下さる方、よろしくお願いいた

します。 

☆矢島 孝昭会員 

 中村研司さん、今までお世話になりました。 

 ご冥福をお祈りいたします。 

☆森田 信一郎会員 

 妻の誕生日にお花をいただきまして、誠にありがと

うございました。 

 

 

 

 

 

― 卓 話 ― 
紹介：プログラム・健康増進委員会 

根岸 利正委員長 

 
 

―中村研司会員を偲んで― 

 
皆様方より故人にまつわる思い出やエピソード 

故人のご功績、哀悼の思いが語られました。 

 
          宮内 敦夫パストガバナー 

 
 

田部井 孝一会員 
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山本 樹会員 

 
 

小堀 良武会員 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本日のお食事＞ 

 
 

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 
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