
 

 

点 鐘・ソング 国歌 奉仕の理想 

 

 
 

―会 長 挨 拶― 
谷田川 敏幸会長 

 
本日の例会は、第4分区Ｂ中山ガバナー補佐をお迎

えしての例会です。後ほど講話を頂きますので、宜し

くお願いします。 

今日は全国的に雨模様で、今夜まで続くようです。

地域によっては降水量も多く予想されている所もあ

るようで、土砂災害などの無いことを祈っております。 

先日テレビを見ていましたら、土砂災害の有った村

で奇跡的に一人として巻き込まれずに被害に遭わな

かった事が取り上げられておりました。それはどうし

てかと言いますと、消防団長が各所で異常が無いか、

巡回していたときのことでした。何か今までに経験し

たことの無い匂いが周囲に漂っていたそうです。これ

はおかしい何かが起こると思い、団員に呼びかけ、集

落の方々を避難させたそうです。そして、避難が終了

して約10分後に土砂崩れが発生し、多くの家屋が土砂

災害に巻き込まれたとのことでした。後で検証したと

ころ、その匂いは、路面に亀裂が入り、土の中から腐

葉土が外気にさらされて匂ってきたのだろうという

事でした。消防団長の判断で多くの住民が助かりまし

た。普段の生活の中で、何時もと違う何かがあったと

きには、注意が必要だという教訓だと思いました。 

また今朝ほど報道番組で、ニューヨークの様子が映

されていました。思わず過去の映像なのかなと思って

しまうほどでした。公園や飲食店で殆どの人がマスク

をせずに、食事や会話を楽しんでいました。もう規制

は無く通常な生活に戻っておりました。やはりワクチ

ン接種が進んだ結果だとつくづく感じました。なかな

か日本のワクチン接種は進まない状況ですが、今月か

ら東毛ワクチン接種センターが元韮川小学校跡地で

始まり、モデルナ製ワクチンが毎日約1,000名に接種

出来るとのことです。館林でも多田市長のご尽力で進

んでおります。当クラブの横田会員も体育館で日夜ワ

クチン接種のお手伝いをされております。今後ワクチ

ン接種が進み、普通の生活が戻ることを期待したいと

思います。 

先ほど別室におきまして、今年度の理事会とその後

石川年度の理事会が開催されました。今年度につきま

しては、先日申し上げました中長期戦略計画が承認さ

れました。これは3年前に青山委員長を中心に纏めら

れましたものに、更に項目を追加させていただく計画

となりました。これは7年後の70周年までの計画で、

毎年見直しを図りながら推進していくものです。やは

りロータリーとして、地域が何を求めているのか、

我々は何をすべきなのか、今後も皆様と協議を重ねな

がら実行していければと思います。どうぞ宜しくお願

い申し上げます。 

そして、本日は嬉しい例会でございます。後ほど多

田会員よりご紹介がございますが、正田醤油株式会社

の正田隆様が本日ご入会されました。これで今期13

名の会員拡大となりました。ご入会いただきました、

正田さんには心より感謝申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

今後も皆様と楽しいロータリーを築いていけます

ように努力いたしますので、今後とも宜しくお願い申

し上げます。ありがとうございました。 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２１年６月４日(金) 第３０７４回例会報告（Ｎｏ，３９） 

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 



 2 

―お 客 様― 
国際ロータリー第 2840 地区 

第 4分区 Bガバナー補佐 中山 勉様 

 
 

 

―新入会員認証式― 
紹介者 多田 善洋会員 

 
推薦者：谷田川 敏幸・多田善洋 

 

―バッジ授与― 

正田 隆会員 

 

 
正田醤油（株）代表取締役社長 

昭和 34 年生 

趣味：食べ歩き、ゴルフ、美術鑑賞 

 

―米山記念奨学金授与― 

 
韓 陶磊（かん とうらい）君 

 
 

 

―近 況 報 告― 

 

 
 卒業研究である「うつ病を持つマウスの腸内細菌及

び脳の遺伝子の変動」についてお話頂きました。 
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―会 務 報 告― 
谷田川 敏幸会長 

 
（1）Ｒ３．５．２８（金） 

２０２１－２２年度 第４回理事・役員会 

於・ニューミヤコホテル館林 

 参加者 石川長司・関口 昇・新井 進・小池敏郎 

小暮雅𠀋・瀬山欣春・長柄 純・根岸利正 

野辺昌弘・松本耕司・本島克幸・谷田川敏幸 

山本 樹・飯塚一成 

（2）Ｒ３．５．２８（金） 

２０２１－２２年度 第１回クラブ協議会 

 参加者 石川長司・関口 昇・新井 進・荒木千津子 

     飯塚一成・小堀良武・関井宏一・瀬山欣春 

     中世吉昭・長柄 純・根岸利正・羽鳥紫乃 

     松本耕司・宮内敦夫・本島克幸・矢島孝昭 

     谷田川敏幸・山本 樹 

今 後 の 予 定 
⑴ 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 

⑵ Ｒ３．６．１１（金） 

次年度第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 

⑶ Ｒ３．６．１２（土）～１６日（水） 

国際大会            於・バーチャル 

       対象者 全会員 

⑷ 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 

⑸ Ｒ３．６．１６（水） 

現会長・幹事 反省会      於・城町食堂 

     対象者 谷田川敏幸・本島克幸 

⑹ Ｒ３．６．１９（土） 

第５回ガバナー諮問委員会    

於・前橋問屋センター会館 

       対象者 宮内敦夫 

⑺ 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 

⑻ Ｒ３．６．２０（日） 

中村 研司会員 本葬儀           

於・館林市斎場 

⑼ Ｒ３．６．２５（金） 

２０２０－２１年度最終例会 

 於・ニューミヤコホテル館林 

⑽ 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 

⑾ Ｒ ３．７．２５（日） 

インターアクト年次大会    於・オンライン 

 

―理 事 会 報 告― 
本島 克幸幹事 

 
２０２０～２０２１年度・館林ロータリークラブ 
６月 定 例 理 事 会 次 第 

令和３年 6月 4日 ＡＭ10：30～ 

           於・ニューミヤコホテル館林 

 

１．会 長 挨 拶 

２．出 席 者 確 認   

 ※義務出席者  １５人中 １２人出席（敬称略） 
  谷田川敏幸・石川長司・松本耕司・本島克幸 

  瀬山欣春・新井進・野辺昌弘・長柄純・毛塚宏   

渋澤勉・関口昇・山本樹  

３. 資 料 確 認 

４. 報 告 事 項 

５．今 後 の 予 定 

６．協 議 事 項 
⑴ 新入会員委員会所属に関する件    －承認－                    

⑵ 委員会構成に関する件         －承認－          

⑶ 職業分類に関する件         －承認－                 

⑷ 新入会員のメンター選出に関する件   －承認－      

鈴木 誠会員 → メンター 山本 樹会員 

 堀越丈礼会員 → メンター 本島克幸会員 

 正田 隆会員 → メンター 谷田川敏幸会員 

【変更】 磯野哲也会員 → メンター 山本 樹会員

に変更 

⑸ 名誉会員に関する件         －承認－ 

群馬県立館林高等学校 校長 塩田久敬 様 

  公立館林厚生病院   院長 新井昌史 様 

⑹ 緑の募金協力に関する件       －承認－ 

昨年度 １０，０００円 

⑺ 会長・幹事 反省会に関する件     －承認－ 

【日 時】 ６月１６日（水） １８：００～ 

  【会 場】 城町食堂 

   【対象者】 現 会長・幹事 

   【登録料】 お一人 ５，０００円 クラブ負担 

⑻ 最終例会に関する件         －承認－ 

【日 時】６月２５日（金） 例会 １８：００～ 

               懇親会 １８：３０～ 

  【会 場】ニューミヤコホテル館林 

（屋外 大ホール前広場） 
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      ※雨天の場合 アザリアホール（例会場） 

  【懇親会登録料】 ６，０００円 

  【お 客 様】 米山記念奨学生 韓  陶 磊さん 

⑼ 親睦事業に関する件         －承認－ 

   【日 時】 ６月１３日（日） 

   【会 場】 太平山とその周辺 

   【内 容】 ハイキング＆バーベキュー 

   【登録料】 なし 

   【参加対象者】 会員のみ（ご家族は対象外） 

⑽ 中長期戦略計画（案）に関する件    －承認－ 

⑾ 会 員退会に関する件               －承認－ 

⑿ その他 

７．そ の 他 
⑴ 各委員会報告・提案 

＜６月 卓話予定＞ 

プログラム・健康増進委員会 

委員長 根岸 利正 

(日  程)     (予 定 者) 

６月 ４日  各種祝い 

       国際ロータリー第２８４０地区 

       第４分区 Bガバナー補佐 中山勉様 

６月１１日  未 定 

６月１８日  ボーイスカウト館林第１団 

       団委員長 中村 利光 様 

６月２５日  な し（最終夜間例会） 

 

―幹 事 報 告― 
幹事 本島 克幸 

１．例会場・例会時間の変更 

◆館林ミレニアムＲＣ    

６月１７日（木）→ 最終例会 → 昼の例会に変更 

（弁当持ち帰り） 

             点 鐘 １２：１０ 

             会 場 鼎 

◆前橋東ＲＣ        

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） 

６月２４日（木）→ 最終夜間例会 

           点 鐘 １８：００ 

           会 場 ラ・フォンテーヌ 

◆前橋北ＲＣ        

６月 ７日（月）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

６月２１日（月）→ ６月２０日（日）一泊最終夜間 

例会に振替 

６月２８日（月）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆前橋南ＲＣ        

６月 ９日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

６月２３日（水）→ 最終夜間例会                  

６月３０日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆伊勢崎東ＲＣ      

６月 ７日（月）→ 通常例会 

            点 鐘 １２：３０ 

６月１４日（月）→ ６月１８日（金）夜間例会 

            点 鐘 １８：００ 

６月２１日（月）→ 通常例会 

            点 鐘 １２：３０ 

６月２８日（月）→ 休 会 

◆伊勢崎南ＲＣ       

６月１５日（火）→ ６月２６日（土） 

さよなら例会に変更 

           会 場 プラザアリア 

６月２９日（火）→ 休 会（クラブ規定により） 

 

２．会報、週報 

◆館林東ＲＣ → 会 報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①クラブ現況報告書提出についてのお願い 

 【提出部数】５部（ガバナー・ガバナー補佐・ 

ガバナー事務所用他） 

 【提出期限】８月３１日（火） 

②ガバナー月信６月号のご送付 

 山田ガバナー事務所ＨＰ  

ＵＲＬ http://www.rid2840.jp/yamada/ 

③地区研修・協議会の Youtube視聴について 

下記の Youtubeは６月末日までご視聴いただけます。 

【地区研修・協議会 本会議】 

https://youtu.be/fhU1VEC0YaI 
【分科会／会員増強】 

https://youtu.be/yALHDnbmCqg 
【分科会／ロータリー財団】 

https://youtu.be/lAjkBtbHn-o 
【分科会／奉仕プロジェクト】 

https://youtu.be/-gNhMQzgbcA 
【閉会】 https://youtu.be/pJBIwOMgg0E 

④月末・月初会員数のカウントについて 

◆国際ロータリー日本事務局 

 在宅勤務延長のお知らせ 

 非常事態宣言、ならびに、まん延防止等重点措置区域

が拡大されている状況を鑑みて２０２１年６月３０日

（水）まで在宅勤務を延長させて頂きます。 

１．勤務形態： 在宅勤務 

２．期  間： ２０２１年６月１日（火）～ 

６月３０日（水） 

３．業務時間： ９：３０～１７：３０ 

４．連絡方法： クラブ・地区支援室

rijapan@rotary.org 
    財団室：rijpntrf@rotary.org 

    経理室：rijpnfs@rotary.org 

業務推進・IT室：rijpnpi@rotary.org 

FAX（各部署共通）： 03-5439-0405 

◆（一社）ロータリーの友事務所 

①新型コロナウイルス感染症に関する友事務所対応 

の件 

 全国的に新型コロナウイルス感染症の抑制が困難な

状況と考えます。東京都などの緊急事態宣言が解消さ

れても、対策は継続が必要との情報も確認しています。

http://www.rid2840.jp/yamada/
https://youtu.be/fhU1VEC0YaI
https://youtu.be/yALHDnbmCqg
https://youtu.be/lAjkBtbHn-o
https://youtu.be/-gNhMQzgbcA
https://youtu.be/pJBIwOMgg0E
mailto:rijapan@rotary.org
mailto:rijpntrf@rotary.org
mailto:rijpnfs@rotary.org
mailto:rijpnpi@rotary.org
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この現状で、友事務所は以下の通り、対策を継続し６

月の体制をつくってまいります。 

1）『友』配布に関して 

 編集・製作工程の関係機関と協力し、極力第 1例会

日にクラブへお届けできるように製作していきます。

万一遅れる場合は別途ご案内します。 

2）友事務所運営について 

基本的に友事務所職員は時差出勤と在宅勤務併用で

業務にあたります。今後の状況を判断しつつ、期間を

変更する際は改めてご報告いたします。ご了承くだ 

さい。※友事務所に対する問い合わせ対応時間を 

１０：００から１７：００とします。 

3）問合せ等について 

編集部および管理部に対する問合せは、メールにて 

対応いたします。 

①編集部 hensyu@rotary-no-tomo.jp 

※記事の投稿等はウエブサイトの投稿フォームも 

併せて活用ください。 

②管理部 keiri@rotary-no-tomo.jp 

※『友』月々の増部、広報誌等のお申込み、クラブの

『友』送付先変更等も、ウエブサイトからメール連絡

が可能です。併せて活用ください。その他、暫くの間

は編集部による活動等の調節取材・卓話等の受諾はご

辞退申し上げます。 

②「ロータリー日本１００年史」販売のお知らせ 

 「ロータリー日本１００年史」を６月末に発行いたし

ます。クラブ事務局に７月下旬から、１セットを贈

呈いたします。 

 【販売価格】１セット ６，６００円（送料別） 

≪内容≫ 本誌「ロータリー日本１００年の歩み」 

「ロータリー日本思想の潮流」 

別冊１「１００人のロータリアン」 

「ロータリーの本棚」 

別冊２「年表・資料」 

上記全てを収録したＣＤ 

 

―石川年度 理事会報告― 

 
関口 昇副幹事 

 
 

 

２０２１～２０２２年度・館林ロータリークラブ 

第 5回理事・役員会次第 
令和３年 6月 4日 ＡＭ11：00～ 

           於・ニューミヤコホテル館林 

１．会長エレクト挨拶 

２．出 席 者 確 認   

 ※義務出席者  １５人中 １４人出席（敬称略） 
  石川長司・谷田川敏幸・関口昇・瀬山欣春・山本樹

新井進・野辺昌弘・松本耕司・小暮雅𠀋・小池敏郎 

長柄純・渋澤勉・本島克幸・根岸利正 

（オブザーバー飯塚一成） 

３. 資 料 確 認 

４．協 議 事 項 
⑴ 名誉会員推薦に関する件       －承認－              

① 館 林 高 校 校 長  塩田 久敬 様 

② 館林厚生病院院長  新井 昌史 様 

⑵ 取引銀行指定に関する件       －承認－                  

館林信用金庫本店 

⑶ 事務局に関する件          －承認－                         

   館林信用金庫本店２Ｆ 

   事務局使用費年間  ２００，０００円 

⑷ 会計事務の監査依頼に関する件    －承認－                 

新井  保 会員 

⑸ クラブ会報・広報委員長の理事会出席に関する件           

－承認－ 

飯塚 一成 委員長 

⑹ 理事会議事録作成者に関する件    －承認－                     

議事録作成者は副幹事 ⇒ 幹事 ⇒  

クラブ会報・広報委員長 

⑺ 会費及び各種負担金徴収に関する件  －承認－                 

年会費（上期）   １１０，０００円 

  地区大会登録料    １０，０００円 

  特別負担金      ２０，０００円 

  創立６５周年積立金   ５，０００円 

 合  計      １４５，０００円 

⑻ クラブ協議会開催に関する件     －承認－                  

 第２回クラブ協議会   

【日 時】 ６月２５日（金） １６：３０～   

【会 場】 ニューミヤコホテル館林 

⑼ ２０２３～２０２４年度会長指名委員会設置及び

日程に関する件           －承認－ 

定款第１１条（理事及び役員及び委員会）第５節並

びに細則第３条（選挙と任期）第１節に基づき会長

指名委員会を設置し委員はパスト会長をもって構

成する。 

【日 時】７月１６日（金） １８：３０～  

 ※変更もあり得ることも伝える  

  【会 場】 増 喜 

  【登録料】６，０００円 

⑽ 親睦ゴルフ部長推薦に関する件    －承認－                   

   ゴルフ部長   田部井孝一会員 

    〃 副部長  小池 敏郎会員 

⑾ 例会出席における服装に関する件   －承認－ 

   クールビズ ７月１日～１０月末まで 

mailto:hensyu@rotary-no-tomo.jp
mailto:keiri@rotary-no-tomo.jp
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⑿ ７月・８月例会開催方式に関する件   －継続－                   

   第１、第３例会（月２回） 

   ※７月理事会にて協議 

⒀ Ⅳ型会員継続に関する件       －承認－          

⒁ その他 

★ 次回理事・役員会開催日  
２０２１年（Ｒ３） ７月 ２日（金） １１：００～  

於・ニューミヤコホテル館林 

 

🔸各種お祝いの発表🔸 

 

―在籍年数の発表―  
出席・ニコニコ BOX委員会 

矢島 孝昭委員長 

 
 

多田 善洋会員  平成 12年 6月入会 在籍 21年 

関口 昇会員   平成 17年 6月入会 在籍 16年 

 

―会 員 の お 祝 い― 
親睦活動委員会 飯塚 一成委員長 

 
会員誕生日              

 松本 耕司会員     昭和 19年 6月 3日 

 齊藤 要会員      昭和 21年 6月 20日 

 関井 宏一会員     昭和 42年 6月 19日 

 帆足 秀司会員     昭和 49年 6月 29日 

本島 勝則会員     昭和 41年 6月 18日 

ご夫人誕生日 

 横澤 淳夫夫人      昭和 20年 6月 30日 

 中世 吉昭夫人      昭和 35年 6月 1日 

 藤島 厚夫人       昭和 46年 6月 7日 

 本島 勝則夫人      昭和 44年 6月 4日 

結婚記念日 

 谷田川 敏幸会員     昭和 60年 6月 2日          

 

― 委員会報告 ―    

 

ロータリー財団常任委員会 毛塚 宏委員長 

 
 嬉しいことに本日は正田会員に入会して頂きました。

恒例のテンアンドスリーのご協力をお願いします。 

 テンアンドスリーの名称の由来ですが、昔ロータリー

の会食代が 13ドルだったそうです。その内 10ドルを食

事代とし、3ドルを財団に寄付をした事が始まりのよう

です。 

クラブ会報・広報委員会  中世吉昭委員長 

 
「ロータリーの友 6 月号」の記事を一部紹介させ

て頂きます。 

 62 ページの歌壇に、新井進会員の短歌が 6 席に入

選され掲載されております。 

誠におめでとうございます。 

そして、52 ページのロータリーアットワークのコ

ーナーに、第２８４０地区の「奉仕の理念 実践セミ

ナーと奉仕活動 実践事例集の発行」の記事が掲載さ

れておりますので、ご覧頂ければと思います。 
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 あと、小暮雅𠀋会員に於かれましては、この 1 年

間「ロータリーの友 地区委員会」の委員長としてご

尽力頂いております。その委員長としてのお仕事の一

部紹介をさせて頂きます。 

 毎月発刊されます「ロータリーの友」の中から 

5 つの記事を選択し、それぞれの記事に対する感想文

を作成し、毎月「ロータリーの友 事務局」まで投稿

して頂いております。 

この様な大変なお仕事を 1 年間続けてこられました

ことを、皆様にご報告いたします。お疲れ様でした。 

 

親睦活動委員会 飯塚 一成委員長 

 親睦事業として、6月 13日（日）に大平山に於い

てハイキングを行います。その後、サンランド栃木に

於いてバーベキューを予定しておりますので、御参加

の程よろしくお願いします。 

 

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３０７４回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５８名 

５４名 

出 席 者 数 ４１名 

欠 席 者 数 １３名 

出 席 率 75.93％ 

前前回修正 86.54%～88.46％ 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長       大変×２ 

 正田さんのご入会を、心より歓迎いたします。

そしてありがとうございました。また、中山ガ

バナー補佐の最後の訪問を歓迎いたします。 

☆石川 長司副会長        

 正田隆さん入会を歓迎いたします。これから

よろしくお願いします。第 4 分区 B 中山ガバナ

ー補佐、本日よろしくお願いします。 

☆本島 克幸幹事         

 正田さん、入会ありがとうございます。中山

ガバナー補佐 1年間ありがとうございました。 

☆新井 保会員 

 中山ガバナー補佐をお迎えして。 

☆新井 進会員 

 ロータリー歌壇に掲載され。 

中山ガバナー補佐来訪に花を添えて！ 

☆松本 耕司会員         大変 

本日も、理事会・例会と大変お世話様になっており

ます。昨日は私自身の誕生日でしたが、喜寿を迎える

事が出来ました。素晴らしいお花等が、甥姪などより

届き感激しました。 

☆齊藤 要会員 

 中山ガバナー補佐御苦労様です。変則の年度で御苦

労も多かったと思いますが、無事のご帰港です。御苦

労様でした。 

☆小暮 高史会員 

 松本パスト会長、喜寿のお祝いおめでとうございま

す。 

 谷津元農水大臣のご冥福をお祈り致します。 

 正田さんの入会を歓迎します。 

☆田部井 孝一会員         

 第4分区Bガバナー補佐 中山勉様のご来訪を歓迎

します。 

☆小暮 雅𠀋会員         大変 

 中山ガバナー補佐、今日はご苦労様です。 

 正田会頭入会おめでとうございます。 

 新井進さん、歌壇、俳壇に今年度 8回掲載されおめ

でとうございます。 

☆小池 敏郎会員          

 中山ガバナー補佐 1 年間ご苦労様でした。 

☆多田 善洋会員         大変 

谷津名誉市民の記帳所を市民ホールに開設させて

頂きました。ご冥福をご祈念申し上げます。 

☆多田 善洋会員         大変 

 中山ガバナー補佐、正田新入会員をお迎えして。 

ご活躍を祈念致します。 

☆渋澤 勉会員          大変 

 お世話様です。仕事の関係で欠席してしまい申し訳

ありません。今後とも宜しくお願い致します。 

☆山本 樹会員    

 中山ガバナー補佐お世話になります。 

 正田隆様の入会を歓迎いたします。 

☆荒木 千津子会員        大変 

 中山ガバナー補佐のご来訪感謝申し上げます。 

また、正田さんのご入会を歓迎申し上げます。 

☆根岸 利正会員 

 本日は小堀 SAA がお休みの為、進行をさせて頂き

ます。 

中山ガバナー補佐、本日はよろしくお願いいたします。 

正田会員、これからよろしくお願いいたします。 

☆中世 吉昭会員         大変 

 妻の誕生日に素敵な花束をありがとうございまし

た。私のように綺麗と喜んでいました。 

☆正田 隆会員          大変×２ 

 本日入会させて頂きます。 

今後とも宜しくお願い致します。 

☆矢島 孝昭会員 

 正田隆様、入会おめでとうございます。 

 中山ガバナー補佐、本日はお世話になります。 
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― 講  話 ― 
 

紹介：プログラム・健康増進委員会 

                根岸利正委員長 

 

第 4分区 Bガバナー補佐  中山 勉様 

 
 本日は、ガバナー補佐としての最終訪問として、例

会にお伺いいたしました。 

早いもので、第 2840地区 2020～2021年度もいよいよ

終わりに近づいております。今年度はコロナ感染拡大

が続く中、例年と違い対面での事業がほとんど出来ま

せんでした。Zoomでの会議や TouTubeでの地区大会、

地区研修・協議会の発信など、今までに経験したこと

のない形で事業を行った 1年間でした。地区役員など

も不慣れな為、不具合が生じ大変苦労しました。 

 そんな中、館林 RCに於かれましては、昨年 7月に

は地区補助金事業として、市へのフェイスシールド、

次亜塩素酸水の寄贈や、コロナで暗い街の夜を明るく

照らすイルミネーションの点灯事業を行って頂きま

した。又、インターアクトクラブである館林高校の

100周年のお祝いにテントをされるという事です。 

コロナ禍の 1年でしたが、この様にしっかり奉仕活動

をやって頂き、第 4分区 Bのガバナー補佐としても、

地区に於いて胸を張って報告が出来ます。 

 又、館林 RCには、会員増強にも力を入れて頂き 

今期 13名もの会員拡大が達成されました。コロナ禍

の中、地区内どこのクラブも、会員の退会はあっても

増強するのは難しいと言われておりましたが、お蔭様

で分区全体での会員増強を達成する事が出来ました。 

会員増強は、谷田川会長、本島幹事の並々ならぬ努力

の結果だと思います。今後も引き続き会員増強が出来

るよう努力して頂ければと思います。 

  

 

 

そして、次の足立年度では、小暮高史会員が第 4分区

Bのガバナー補佐になられます。ガバナー補佐として

素晴らしい 1年を作り上げて頂けますことを期待し

ております。どうぞよろしくお願い致します。 

 大変微力なガバナー補佐でありましたが、1年間大

変にお世話になりました。館林 RC全ての会員の皆様

のご協力に対し、心から感謝を申し上げ、ガバナー補

佐として最後の挨拶とさせて頂きます 

ありがとうございました。 

 

―記念品贈呈― 

 
   

 

 

S・A・A   根岸 利正副委員長 

 
               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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