
 

 

点 鐘・ソング 我らの生業 

 

―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。 

今週の日曜日は太平山ハイキングとバーベキュー

の親睦事業を15名で実施させて頂きました。天気にも

恵まれ、楽しく親睦が図られました。大平神社を目指

し、山岳コースと平坦コースに分かれてのハイキング

となりました。先に到着したのは山岳コースで、距離

の近い分早かったのだと思います。予定より少し早く

到着したので、上野会員より頂上まで行きましょうと

提案があり、余力のある有志で目指しました。１０分

ほどで頂上に到着しましたが、周りは木に覆われてい

て景色は何も見えませんでした。茶屋で休憩していた

他のメンバーのところへ行くと、そこからは大変良い

景色でした。 

その後山から下りてバーベキューで昼食を取りま

したが、席を広く取り密を避けながら楽しく食事が出

来ました。開催するかどうか考えましたが、無事に出

来て良かったと思っています。参加された皆様、あり

がとうございました。 

そして翌日の月曜日に梅雨入りとなりましたが、ほ

ぼ毎日、夏日、真夏日が続いています。今までの梅雨

のイメージでは、空がどんよりしていたりシトシト雨

の降る日が多いという印象がありますが、急に雨が降

ったと思えば晴れたり、雷が鳴ったりと、梅雨が明け 

 

た夏のような天気が続いていると感じています。やは

り気候が変化しているのだと感じています。 

雷と言えば・・・ 

火曜日は本年度の最終親睦ゴルフコンペが、桃里カ

ントリークラブにおきまして、予定通り６組２１名の

多くの皆様の参加で１日親睦を深める予定でしたが、

午前中のプレーが終わり、昼食を取って表に出てみる

と、ゴロゴロと雷の音が鳴っていました。雨雲レーダ

ーを見てみますと、どんどんこちらに迫ってきていま

した。危険を伴いますのでしばらく待機をしていまし

たが、最終的にはゴルフ場の判断で中止となりました。

今までゴルフをやっていて初めての経験でしたし、新

井保会員さんに伺いましたが、新井さんも記憶に無い

との事でした。今回のことは皆様の記憶に残るコンペ

となりました。 

やむを得ず、ハーフでの集計で優勝、そして今年度

の総合優勝者が決まりましたが、結果につきましては

後ほど飯塚親睦活動委員長よりご報告があると思い

ますので、お楽しみにして頂ければと思います。 

そして今週の例会には、ボーイスカウトの中村団委

員長と岡本会計さんにお越し頂きました。後ほど活動

の賛助金を寄贈させて頂きます。合わせて活動報告に

つきましてお話をしていただきます。 

ご存じの方もいらっしゃいますが、館林ロータリー

が創立した翌年に、ボーイスカウトを立ち上げました。

以来、周年事業など開催するときには、駐車場の整理

などお世話になっていましたが、今年度より、イルミ

の設置や撤去作業の時に、交通整理をして頂いていま

す。イルミ事業も１３年行ってきましたが、幸いなこ

とに事故も無く実施出来ています。ボーイスカウトの

制服を着て頂き、交通整理をして頂けると、更に安全

が担保されると思っております。 

今後とも何かにつけてご協力をして頂きますが、今

後も宜しくお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２１年６月１８日(金) 第３０７６回例会報告（Ｎｏ，４１） 

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― 
 

ボーイスカウト館林第1団 

団委員長  中村 利光様 

             会計  岡本 知志様 

 
 

―会 務 報 告― 
谷田川 敏幸会長 

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 

  参加者 小暮高史・石川長司・関口 昇・事務局 

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 

参加者 谷田川敏幸・荒木千津子・飯塚一成・石川長司 

    上野和路・菊地晴美・毛塚 宏・関井宏一 

    関口 昇・根岸利正・羽鳥紫乃・堀越貴之 

    矢島孝昭・山本 樹・米山奨学生 韓 陶磊 

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 

参加者 谷田川敏幸・本島克幸・新井 進・新井 保 

    荒木千津子・飯塚一成・石川長司・石川正直 

    磯野哲也・小池敏郎・正田 隆・鈴木 誠 

田部井孝一・羽鳥紫乃・藤島 厚・本間美儀男 

森田信一郎・矢島孝昭・山岸孝昭・山本 樹 

横田善次 

Ｒ３．６．１６（水） 

現会長・幹事 反省会             

於・城町食堂 

      参加者 谷田川敏幸・本島克幸 

今後の予定 
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     

 於・前橋問屋センター会館 

       対象者 宮内敦夫 

Ｒ ３． 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 

Ｒ３．７．９（金） 

令和３年度館林市野鳥の森市民協力会総会  

於・茂林寺客殿 

       対象者 小堀良武 

Ｒ３．７．１１（日） 

足立年度第１回ガバナー諮問委員会     

於・音羽俱楽部 

       対象者 宮内敦夫 

Ｒ３．７．１６（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 

Ｒ３．７．１８（日） 

ロータリー財団合同会議       

於・前橋商工会議所会館 

       対象者 小暮雅𠀋 

Ｒ３．７．２５（日） 

インターアクト年次大会     

於・オンライン 

 

―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 

◆大泉ＲＣ       

６月３０日（水）→ 休 会（クラブ規定により） 

７月１４日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

７月２８日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

８月１１日（水）→ 休 会（お盆休み） 

８月２５日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆伊勢崎ＲＣ      

６月３０日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆前橋西ＲＣ      

６月２５日（金）→ 最終夜間例会 

      点 鐘 １８：００  会 場 松し満 

◆富岡中央ＲＣ     

６月１７日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

６月２４日（木）→ 休 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ロータリー財団合同会議のご案内 

【日 時】７月１８日（日）１３：００～１５：３０ 

【会 場】前橋商工会議所会館 

【対象者】小暮 雅𠀋 

 ②２０２２年ヒューストン国際大会のご案内資料 
◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

「ハイライトよねやま２５５号」のご送付 

 ▼全文は、こちらよりご覧ください。  

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

mmary/highlight255_pdf.pdf 

◆館林市野鳥の森市民協力会 

  総会開催及び年会費のご案内 

   【日 時】７月９日（金） １０：３０～ 

   【会 場】茂林寺客殿 

   【年会費】２，０００円 

   【対象者】小堀 良武 

 

― 委員会報告 ―    
 

親睦活動委員会  飯塚 一成委員長 

 
 6月 15日（火）に桃里カントリー倶楽部で行われ

ました谷田川年度最終ゴルフコンペの結果を発表い

たします。 

優勝は石川正直会員、準優勝は飯塚一成会員 

第 3位は小池敏郎会員 

ベスグロは藤島 厚会員となりました。 

 年間総合優勝は磯野哲也会員となりました。 

 6月 13日（日）の太平山ハイキング＆バーベキュ

ーに参加されました皆様ありがとうございました。 

 

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３０７６回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５８名 

５２名 

出 席 者 数 ３９名 

欠 席 者 数 １３名 

出 席 率 75.00％ 

前前回修正 87.04%～90.74％ 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長        大変 

 本日はボーイスカウトの中村委員長と岡本会

計をお迎えしての例会です。宜しくお願い致し

ます。 

☆石川 長司副会長        

 本日ボーイスカウト第 1 団委員長中村様のご

来訪を歓迎します。 

☆本島 克幸幹事 

 ハイキング、ゴルフコンペ参加ありがとうご

ざいました。ボーイスカウト中村様、岡本様ご

来訪ありがとうございます。 

☆松本 耕司会員         大変 

 本日の卓話者、ボーイスカウトの中村団長様

初めお二人でおいで頂き、心より感謝申し上げ

ます。これからも健全な子供育成の為にお力添

えの程、お願い申し上げます。 

☆浦野 隆会員          大変×２ 

 この度一身上の都合により退会させて頂きま

す。長い間大変お世話になりました。感謝申し

上げます。有難う御座いました。 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary
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☆田部井孝一ゴルフ部長 

 先日谷田川年度最終ゴルフコンペが無事終わ

りました。参加されました皆様ありがとうござ

いました。又、飯塚親睦委員長には大変お世話

になりました。ありがとうございました。 

☆小暮 雅𠀋会員         大変 

 中村新団委員長、岡本委員卓話ご苦労様です。 

「ロータリーの友」地区代表委員 1年間の役が終わり

ました。 

☆関井 宏一会員         大変 

 親睦旅行お世話になりました。ありがとうございま

した。本日はボーイスカウト中村様、岡本様ご来訪あ

りがとうございます。 

☆飯塚 一成会員         

 日曜日のハイキングと火曜日の最終ゴルフご参加

ありがとうございました。 

☆根岸 利正会員 

 先日のハイキング楽しかったです。ありがとうござ

いました。小堀 SAA が本日お休みの為進行をさせて

頂きます。本日ボーイスカウトの中村団委員長、岡本

様に卓話をして頂きます。よろしくお願い致します。 

☆石川 正直会員         大変 

 先日の谷田川年度最終ゴルフコンペでは優勝させ

て頂きありがとうございました。本日出席出来ずに申

し訳ありません。来週の最終夜間例会には出席させて

頂きます。宜しくお願いします。 

☆磯野 哲也会員           

 先日のゴルフコンペにて総合優勝を頂きました。 

ありがとうございました。 

☆矢島 孝昭会員 

 皆様、ハイキング、ゴルフコンペお疲れ様でした。 

新年度も皆様の沢山の参加、宜しくお願いします。 

 

― 卓 話 ― 
 

紹介：プログラム・健康増進委員会 

                根岸利正委員長 

 

ボーイスカウト館林第1団 団委員長 中村利光様 

 

 先ず、先日ご逝去されました中村研司様に哀悼の意

を表したいと思います。中村研司さんは幼年期のカブ

スカウトから高校卒業までボーイスカウトとして活

動して頂きました。同じ仲間として非常に残念な想い

があります。ご子息もボーイ隊に入隊されており、現

在も活動されておられる事を報告させて頂きます。 

 ボーイスカウトは自分自身の成長の為、常日頃から

「誓いとおきて」の実践を基盤に活動を行っています。

これは、乃木希典大将と東郷平八郎大将がイギリスに

ボーイスカウトの視察に行き、日本にもこの教育団体

が必要だということで作られた少年団から始まって

います。 

 ボーイスカウトで行っている数々の訓練キャンプ

を紹介します。バディキャンプ（2人組）、班キャン

プ、隊キャンプは、隊の主催のキャンプです。 

太田、館林、大泉、邑楽、明和地区が集まって行う地

区キャンプ、県キャンプがあります。更に、関東ジャ

ンボリー、日本ジャンボリー、日本を代表してスキル

を持ったスカウトが選ばれ参加する世界ジャンボリ

ーがあり、その他スカウト海外派遣があります。 

館林ボーイスカウトからも、これまで小暮雅𠀋元副団

員長を始め多くのスカウトが選ばれ、海外に派遣され

ております。 

 現在、ボーイスカウトアンバサダーとして、ボーイ

スカウト経験者の野口聡一さん（宇宙飛行士）、岡田

武史さん（元サッカー日本代表監督）、宮川大輔さん

（芸人）等の著名人にご活躍頂いております。 

また、文部科学省より委託を受け「ボーイスカウトと

遊ぼう！ワクワク自然体験遊び」事業を全国 700か所

以上で行っております。 

 過日、オンラインで実施されました「富士スカウト

顕彰」に、館林第 1団の田村つむぎアドバイザーが、

群馬県連盟の代表として参加をし、秋篠宮皇嗣殿下と

ご接見の機会を頂戴しました事を報告いたします。 

 最後に、毎年館林ロータリークラブより補助金を頂

き、心より感謝申し上げます。 

 

会計  岡本 知志様 

 
  令和２年度の収支決算の報告をして頂きました。 
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賛助金贈呈 

 
 

 

S・A・A   根岸 利正副委員長 

 
               お疲れ様でした。 

 

 

 

―本日の昼食― 

 
 

 

 

 

 

 

―谷田川年度最終ゴルフコンペ― 
      6月 15日（火）桃里カントリー倶楽部 

 

 
 

優勝 石川 正直会員 

 
 
準優勝 飯塚 一成会員 
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第 3位 小池 敏郎会員 

 
 

ベスグロ賞  藤島 厚会員 

 
 

年間総合優勝  磯野 哲也会員 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

群馬県立館林高等学校創立１００周年記念事業 

テント寄贈式 
【日時】 令和３年６月１８日（金）14：00～ 
【会場】 群馬県立館林高等学校 武道館南側 

【贈呈品】テント２張 

 

          司会進行 幹事 本島 克幸 

 
 

   挨 拶  館林ＲＣ会長 谷田川敏幸 

 
 

   目録贈呈（谷田川会長から塩田校長へ） 
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   校長謝辞 群馬県立館林高等学校 

校長 塩田 久敬 様 

 
 

               生徒会長謝辞 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       閉会の辞 石川 長司副会長 

 
 

記 念 撮 影 

 
 

 

 

 

 

                                       

◆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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