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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６月１１日(金)
点

鐘・ソング
―会

長

挨

第３０７５回例会報告（Ｎｏ，４０）

奉仕の理想
拶―
谷田川

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

敏幸会長

のテント２張りを寄贈させて頂きます。特に若手の皆
さん、テントの組み立てがございますので、宜しくお
願いします。
そして再来週の２５日は最終例会です。この日は恒
例により夜間例会となります。会場は大ホールの前の
広場の屋外となります。
もうある程度骨組みが出来ていますが、７月よりビ
アガーデンが始まります。その前にプレという事で貸
し切りで利用させて頂きます。
本年度の会長、幹事のバッチを石川年度に引き継ぎ
させて頂きます。多くの皆様のご出席を頂きますよう、
宜しくお願いします。
今年度も残り少なくなりましたが、皆様のご協力を
お願い申し上げ、挨拶とさせて頂きます。ありがとう
ございました。

―会

皆様、こんにちは。本日も例会出席ありがとうござ
います。
このところ真夏日が続いていますが、水分補給など
されて、熱中症にならないようご自愛ください。
今年度も、例会は残すところ後３回になりました。
長いようで短い一年だった気がいたします。
今年度の事業もこの６月はラストスパートです。
後日の日曜日は太平山ハイキングとBBQの親睦事業
となります。後ほど飯塚親睦活動委員長より卓話の時
間でＰＲが有ります。まだお返事を頂いていない方、
欠席のお返事を頂いている方で、話を聞いて参加して
みようと思われた方は、是非委員長に申し出をして頂
きたいと思います。
更にその２日後の１５日は本年度の最終親睦ゴル
フコンペでございます。桃里カントリークラブにおき
まして、６組２１名の多くの皆様と１日親睦を深めて
参りたいと思います。昨日、正田さんとお会いしたと
きに、二人が揃うと天気が悪い事が多いとの会話があ
りましたが、他の１９名の方の心がけ次第では、大丈
夫だと思っております。
そして来週の例会には、ボーイスカウトの中村団委
員長にお越し頂き、活動の支援として毎年の寄付をさ
せて頂きます。合わせて活動報告につきましての卓話
をしていただきます。
例会後には、県立館林高等学校創立１００周年記念

務

報

告―

谷田川 敏幸会長
今 後 の 予 定
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
Ｒ３．６．１２（土）～１６日（水）国際大会
対象者 全会員
於・バーチャル
Ｒ３．６．１３（日）
親睦事業「ハイキング＆バーベキュー」
於・太平山とその周辺
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
Ｒ３．６．１８（金）
館林高等学校創立１００周年記念事業 テント寄贈式
於・館林高等学校
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
Ｒ３．６．２４（木）
第７１回「社会を明るくする運動」館林邑楽推進委員会
対象者 石川 長司
於・三の丸芸術ホール

Ｒ３．６．２５（金）
２０２１－２２年度第２回クラブ協議会
於・ニューミヤコホテル館林
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
Ｒ３．６．２５（金）２０２０－２１年度最終例会
於・ニューミヤコホテル館林
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
Ｒ３．７．１１（日）
足立年度第１回ガバナー諮問委員会
対象者 宮内敦夫
於・音羽俱楽部
Ｒ３．７．２５（日）インターアクト年次大会
於・オンライン

―幹

事

報

◆館林商工会議所
「商工たてばやし №４５０」のご送付

― 委員会報告 ―
出席・ニコニコ BOX 委員会

矢島

孝昭委員長

告―
幹事

本島

克幸

例会出席報告
通算３０７５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

ヽ(^。^)ノニ

１．例会場・例会時間の変更
◆館林西ＲＣ
６月２２日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）
７月２０日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）

５８名
５２名
３５名
１７名
67.31％
80.39%～84.31％

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

☆谷田川 敏幸会長
大変
今年度事業もラストスパートです。皆様宜し
くお願い申し上げます。
☆石川 長司副会長
本日飯塚会員の卓話よろしくお願いします。
☆小池 敏郎会員
大変
先日群馬県商工会連合会主催の青年女性部の主張
大会が行われ、元増田会員の娘さんの薮之本佳奈子さ
ん（板倉商工会）が 1 位に、女性部長の渡邊ユウ子（板
倉商工会）が 2 位となりました。次の関東大会に向け
再び頑張っています。次も楽しみです。
☆山本 樹会員
石川エレクト、心配りありがとうございます。
気持ちが晴れやかになりました。
☆飯塚 一成会員
6 月 13 日はハイキングとバーベキュー、そして、
15 日は谷田川年度最後のゴルフとなります。参加さ
れる皆様よろしくお願いします。

２．会報、週報
３．その他
◆ガバナー事務所
①足立年度 第１回ガバナー諮問委員会のご案内
【日 時】７月１１日（日）１０：３０～１３：３０
【会 場】音羽倶楽部 ２階
【対象者】宮内 敦夫
②コロナワクチン支援に対する台湾からのお礼
状・メッセージのご送付
◆館林市役所
第７１回「社会を明るくする運動」館林邑楽推進委員会
開催のご案内
【日 時】６月２４日（木） １４：００～
【会 場】館林市三の丸芸術ホール
【対象者】石川 長司
◆館林市国際交流協会
書面理事会のご案内
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6 月 13 日に開催されます親睦事業、
「太平山でのハ
☆根岸 利正会員
イキング＆サンランド栃木でのバーベキュー」
の詳細
本日は、卓話の時間に親睦委員長の飯塚一成会員に
な行程の説明をして頂きました。
明後日のハイキングとバーベキューについてお話を
して頂きます。よろしくお願いいたします。
S・A・A
小堀 良武委員長
☆藤島 厚会員
大変
妻の誕生日に素敵なお花を頂きまして有難うござ
いました。
☆本島 勝則会員
妻の誕生日にお花を頂き、ありがとうございました。
単身赴任ですが、何とか夫婦円満を維持出来ています
☆矢島 孝昭会員
飯塚会員、本日は卓話宜しくお願いします。
本年度も残り僅か、皆様、今後とも出席宜しくお願い
致します。
☆増田 秀雄元会員
大変
ご無沙汰いたしております。館林高校インターアク
トで活躍させて頂いた息子が聖火ランナーに参加し
ます。20 年前の息子の姿が懐かしく思え、一言ご挨
お疲れ様でした。
拶申し上げます。コロナ禍、皆様方のご健勝をお祈り
致します。
―本日の昼食―

―

卓

話

―

紹介：プログラム・健康増進委員会
根岸利正委員長

親睦活動委員会

飯塚

一成委員長
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太平山山頂

―太平山ハイキング＆バーベキュー―
令和 3 年 6 月 13 日（日）

サンランド栃木でのバーベキュー
太平山神社

参加されました皆様お疲れ様でした。

◆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

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

