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

館林ロータリークラブ会報
２０２１年５月２１日(金)
点

鐘・ソング
―会

長

挨

第３０７２回例会報告（Ｎｏ，３７）

我らの生業
拶―
谷田川

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

敏幸会長

私も後1ヶ月ちょっとで会長職が終わりますので、
その後はそちらの席になります。新入会員の皆様のメ
ンターとして努めて参りたいと思いますし、皆様と例
会を楽しませて頂きます。
今後とも会員の皆様と協力をしながら、当クラブの
発展繋がるよう尽力させて頂きますので、宜しくお願
い申し上げます。
以上、会長挨拶に返させて頂きます。本日も宜しく
お願い申し上げます。

―2021 年度－2022 年度地区研修・協議会表彰―

皆様、こんにちは。本日も例会出席ありがとうござ
います。
先週の例会は、中村会員の追悼例会とさせて頂きま
した。まだまだ悲しみは無くなりませんが、気持ちを
切り替えて例会に臨みたいと思います。
さて、本日は嬉しい例会になりました。既にお気づ
きの方もおられると思いますが、新入会員のお二人が
出席されております。ありがとうございます。後ほど
改めてご紹介となりますが、堀越丈礼さんと鈴木誠さ
んです。
お二人のご入会で今期12名の会員拡大となりまし
た。コロナ渦でのご入会を心から感謝申し上げます。
新しい団体ですので、直ぐにはなじめないかもしれ
ませんが、優しい先輩が沢山おりますので、分からな
いことは気軽に聞いて頂ければと思います。先輩の皆
様宜しくお願い申し上げます。
今後は新井研修リーダーを中心に、新入会員研修を
開催していただき、ロータリークラブへの理解を深め
て頂ければと思います。
JC等に所属したことのない方は、点鐘や国歌斉唱な
ど、不思議な感覚があると思いますが、それも徐々に
慣れると思います。
私もそうでしたが、JCを経験した方がロータリーに
入会すると、活動内容が少し物足りないと思いますが、
今後新たな中長期戦略計画が作成され、新たな事業も
検討されると思いますので、色々とご意見を頂きなが
ら進めていくことになると思われますので、宜しくお
願いします。

・「Every Rotarian. Every Year」クラブ
（1 年度に、年次基金への一人あたりの平均寄付額
が 100 ドルに達し、全ての正会員が 25 ドル以上寄付
したクラブに贈られる。世界中 35,000R.C.の内、
3，400 のクラブが受賞）
松本 耕司直前会長

・100％ロータリー財団寄付クラブ
（1 年度に、一人あたりの平均寄付額が 100 ドルに
達し、全ての正会員が、寄付先（年次基金、ポリオプ
ラス基金、承認されたグローバル補助金、恒久基金）
を問わず 25 ドル以上寄付したクラブに贈られる。
世界中 35,000R.C.の内、4，000 のクラブが受賞）

・End Polio Now 歴史が作るカウントダウン
キャンペーンの感謝状
（ロータリーのポリオ根絶活動に、1，500 ドル以上
を寄付したクラブに贈られる感謝状）

紹介者 山岸 孝昭会員

推薦者 谷田川 敏幸・山岸 孝昭
堀越 丈礼会員

―新入会員バッジ授与―
紹介者

推薦者 谷田川

本島

克幸幹事

敏幸・本島 克幸
鈴木 誠会員

（株）館林博善社 代表取締役
昭和 55 年生
趣味：旅行

―会

務

報

告―

谷田川 敏幸会長
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・宮内敦夫・関口 昇・山本 樹
今後の予定
Ｒ３．５．２１（金）
２０２２－２３年度会長指名委員会
対象者 パスト会長・会長・幹事
於・ニューミヤコホテル館林
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

エクスプレス勝運（有） 代表取締役
昭和 55 年生
趣味：ゴルフ、水泳
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Ｒ３．５．２５（火）
日本のロータリー１００周年を祝う会 記念式典・
祝賀会
於・オンライン
Ｒ３．５．２８（金）臨時総会
於・ニューミヤコホテル館林
Ｒ３ ５．２８（金）
２０２１－２２年度 第１回クラブ協議会
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
Ｒ３．６．４（金）第４分区Ｂガバナー補佐訪問
於・ニューミヤコホテル館林
Ｒ３．６．１１（金）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
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
Ｒ３．６．１６（水）現会長・幹事 反省会
対象者 谷田川敏幸・本島克幸
於・城町食堂
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
Ｒ３．６．２０（日）中村 研司会員 本葬儀
於・館林市斎場
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
Ｒ３．７．２５（日）インターアクト年次大会
於・オンライン

―幹

事

報

◆碓氷安中ＲＣ
５月１３日（木）→ 清掃例会 中止
（群馬県警戒レベル４へ引き上げのため）

５月２０日（木）→ ５月２３日（日）地区研修・協議
会へ振替
５月２７日（木）→ 休 会
（群馬県警戒レベル４へ引き上げのため）

◆富岡かぶらＲＣ
５月２５日（火）→
６月 １日（火）→
６月 ８日（火）→
６月２９日（火）→

休
休
休
休

会（定款第７条第１節（ｄ）により）
会（定款第７条第１節（ｄ）により）
会（定款第７条第１節（ｄ）により）
会（定款第７条第１節（ｄ）により）

２．会報、週報
３．その他
◆ガバナー事務所
①地区研修・協議会 会員増強分科会 次第と資料の
ご送付
②地区研修・協議会 分科会（ロータリー財団）の
次第のご送付
③米山学友会総会延期のお知らせ
新型コロナウイルスによる感染症拡大予防に伴い、
開催延期とさせていただきます。
④２０２１－２２年度地区会員必携のご送付
⑤会員必携修正のお願い
８７ページ クラブ例会一覧 桐生南ＲＣ会場
【誤】美喜館 桐生店
【正】美喜仁館 桐生店
⑥日本のロータリー１００周年を祝う会式典・祝賀会
オンライン視聴のご案内
この式典・祝賀会はもともと各地区ガバナー・パス
トガバナーの皆様ほか限られた方々のご出席での開
催となっておりましたが、新型コロナウイルス感染症
拡大に伴い、無観客開催に変更となりました。
当日の式典・祝賀会が YouTube でのオンライン配信を
される事によりどなたでも事前の視聴登録無しにご
視聴頂けますので是非ご視聴下さい。
【日 時】５月２５日（火）
開会 １３：００
閉会 １６：３０（１２：３０ 配信開始予定）
※次第（案）はメールまたはＦＡＸにて送付済ですの
でそちらをご参照ください。
YouTube オンライン配信ご視聴用 URL
https://youtu.be/n0S389tUijw
◆第４分区Ｂ 中山ガバナー補佐
現会長・幹事 反省会のご案内
【日 時】６月１６日（水） １８：００～
【会 場】城町食堂
【登録料】５，０００円
◆前橋西ＲＣ
オンラインによるインターアクト年次大会のご案内
及び活動状況報告依頼のご送付
コロナ禍により、例年７月に行っているインターア
クト年次大会に関しましては、今年は顔合わせ等を兼

告―

幹事 本島 克幸
１．例会場・例会時間の変更
◆館林西ＲＣ
５月１８日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）
５月２５日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）
６月１５日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）
◆館林ミレニアムＲＣ
５月２７日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）
６月 ３日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）
６月１０日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）
◆前橋ＲＣ
５月１８日（火）→ オンライン例会に変更
５月２５日（火）→ オンライン例会に変更
◆前橋東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）
５月２７日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）
◆前橋西ＲＣ
５月２８日（金）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）
６月 ４日（金）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）
６月１１日（金）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）
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ねてオンラインによる年間活動状況報告をしていた
だき、年次大会に代えさせていただきたいと思います。
【日 時】７月２５日（日）１０：００～１２：００
【主 催】前橋商業高校インターアクトクラブ
※詳細は後日
◆大泉ＲＣ
①上毛新聞記事についてのお詫び
４月２１日に実施いたしました第４分区 AB 合同チ
ャリティゴルフ大会では、趣旨に賛同いただき各クラ
ブから多くの会員に参加いただき大変ありがとうご
ざいました。参加いただきました皆様から頂戴いたし
ましたチャリティ金の使途について、ホストクラブを
担当した大泉クラブが慎重に検討させていただき、コ
ロナ禍で生活に困窮する家庭への支援策として、大泉
町内にある子供食堂４ケ所にお米を配布させていた
だく事にし、５月１４日、大泉町へお米１７０Kg を
寄贈させていただきました。
当日は、ロータリークラブの公共イメージ向上を鑑み、
上毛新聞社様に取材をお願いいたしました。
上毛新聞社様には、このチャリティゴルフは、第２８
４０地区第４分区 AB１０クラブ合同事業として実施
したことや開催の趣旨など、お伝えしましたが５月１
５日の朝刊に掲載された新聞記事内容は、大泉クラブ
単独事業として寄贈した内容の記事となっており、第
４分区 AB 各クラブから参加いただいた会員の皆様、
第４分区 AB のガバナー補佐様には大変申し訳ない記
事内容となりましたこと、ここに深くお詫び申し上げ
ます。
②第４分区１０ＲＣ親睦チャリティゴルフ大会「贈呈
品領収証」の送付
◆館林市役所
緑の募金ご協力のお願い
◆新潮通信社
朝日新聞群馬版「館林市」広告特集にて協賛広告
のご出稿のお願い

―委

員

会

ロータリー財団常任委員会

報

親睦活動委員会

飯塚 一成委員長

5 月 16 日に予定をしておりました親睦家族旅行が
中止となりました。来月半ばに近場でのハイキングを
計画しております。案内が届きましたら、多くの皆様
の御参加をお願いします。
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３０７１回例会
会 員 数
出席率算出会員数
出 席 者 数
欠 席 者 数
出 席 率
前前回修正

５７名
５２名
４１名
１１名
78.85％
89.80%～91.84％

告―

毛塚

宏常任委員長

ヽ(^。^)ノニ

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

☆谷田川 敏幸会長
大変×２
堀越丈礼さんと鈴木誠さんのご入会を歓迎い
たします。ありがとうございます。
☆石川 長司副会長
本日 堀越様、鈴木様 入会おめでとうございます。
今後とも宜しくお願い致します。
☆本島 克幸幹事
堀越さん、鈴木さん、入会ありがとうございます。
☆松本 耕司会員
大変×２
平素は大変お世話に成って居ります。過日、妻の誕
生日にお花を頂き有難うございました。又、本日地区
の感謝状を頂けるとのことでしたので、重ねて御礼申
し上げます。

本日は嬉しい事に 2 名の方が入会して頂きました。
恒例のテンアンドスリーにご協力をお願いします。
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☆齊藤
要会員
大変
皆様にはご心配をおかけしました。そろそろ現役復
帰です。よろしくお願いします。
☆小暮 高史会員
新井保パスト会長、誕生日おめでとうございます。
斉藤要パスト久し振りにご出席されおめでとうござ
います。新入会員の入会を歓迎致します。
☆瀬山 欣春会員
大変
先週はお休みしてすみませんでした。私が会長の時
に幹事で大変お世話になった中村会員の訃報を聞き
驚いております。ご冥福をお祈り申し上げます。
☆関口
昇会員
堀越さん、鈴木さん入会を歓迎致します。
よろしくお願い致します。
☆横田 善次会員
妻の誕生日にお花ありがとうございます。
来週より 8 月一杯まで、金曜日は、コロナワクチン接
種にて、欠席となります。
☆山本
樹会員
大変
堀越君、鈴木君入会を歓迎いたします。斉藤要先輩
退院そして復帰おめでとうございます。これからもご
健勝でご指導お願いいたします。
☆小堀 良武会員
大変
本日の上毛新聞の視点に 4 回目の原稿が掲載され
ました。読んで頂ければ幸いです。また、堀越君、鈴
木君の入会を歓迎いたします。
☆根岸 利正会員
堀越さん、鈴木さん入会おめでとうございます。
これからよろしくお願いします。
斉藤要会員、現役復帰おめでとうございます。父に
代わってお祝い申し上げます。
☆石川 正直会員
新入会員の 3 名の方、入会おめでとうございます。
よろしくお願いします。
☆磯野 哲也会員
新入会員の皆さん入会おめでとうございます。これ
からもよろしくお願いします。
☆藤島
厚会員
新入会員の皆さん、宜しくお願いします。
☆本間美儀男会員
本日は新入会員の皆様これからもどうぞよろしく
お願いいたします。
☆山岸 孝昭会員
堀越君、入会おめでとうございます。
☆小池 和敏会員
JC で大変お世話になった堀越君の入会、本当にお
めでとうございます。これから一緒に活躍できるのを
楽しみにしています。
◆例会日
◆例会場
◆事務所
◆E:mail

毎週金曜日 12：10 より
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
館林信用金庫本店内
館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181
tatebayashi.rc@cc9.ne.jp

☆森田 信一郎会員
新入会員 3 名の皆様、入会おめでとうございます。
今後ともよろしくお願いします。
☆齊藤 一則会員
先日、妻に素敵なお花をありがとうございました。
堀越さん、鈴木さんの入会を祝して。
中村先輩のご冥福をお祈りして。
☆長柄 光則会員
新入会員の皆様、これからよろしくお願いします。
共に頑張りましょう。
☆堀越 丈礼会員
大変×２
入会のご承認ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
☆鈴木
誠会員
大変×2
本日より新入会員になりました。よろしくお願いし
ます。
☆矢島 孝昭会員
堀越会員、鈴木会員、入会ありがとうございます。
今後、例会の参加宜しくお願いします。
齊藤要会員、復帰おめでとうございます。
＜本日のお食事＞

S・A・A

小堀

良武委員長

お疲れ様でした。

第 2840 地区ガバナー 山田
会
長 谷田川 敏幸
幹
事 本島 克幸
会報 委員 中世 吉昭
発行責任者 谷田川 敏幸
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邦子
副会長 石川 長司
副幹事 関口 昇
飯塚 一成
編集責任者 中世 吉昭

