
 

 

点 鐘・ソング 国歌 奉仕の理想 

 
 

 
 

―会 長 挨 拶― 

 
谷田川 敏幸会長 

 

 

皆様、こんばんは。本日も例会出席ありがとうござ

います。 

いよいよ本日が今年度の最終例会です。 

本日の例会には、50名の皆様にご出席を頂きました。

このように多くの皆様にご出席を賜り、最終例会を迎

えられることが出来ましたことに、心より感謝申し上

げますし、この1年間の活動に際しご協力を頂きまし

たことに、重ねて御礼申し上げます。 

終わってみると早かったなと思っています。本日、

中世委員長が作成して頂きました、1年間の会報をあ

らためて見直しながら、この1年間を振り返えってみ

ました。 

昨年、コロナ禍に松本年度から歴史あるバッチを引

き継がせて頂きました。1年間コロナに振り回される

年度となりました。 

そんな中、会長方針の中で、「今を生きるロータリ

ー」を掲げました。 

今、地域の人たちは何を求めているのか。我々は、

今何をしなければならないのかを柔軟且つタイムリ

ーに行うことが大事。そして歴史と伝統を継承しなが

ら時代に即し、会員が活動しやすく居心地の良いクラ

ブにしたいと掲げさせて頂きました。更に重点目標を

8つ上げさせて頂きました。まず一つ目は 

会員増強、純増１０名です。皆様のお陰で今年度

13 名拡大する事が出来ました。残念ながらお二人ご

逝去され、他にもご都合で退会せざるを得ない方もお

られ、純増 6名となりました。 

次にメンター制度の実施です。新入会員のフォロー

をして頂くための制度ですが、森田パストガバナーに

お越し頂きご指導をして頂きました。 

次に委員会活動の充実です。会員交流、親睦活動の

新たな企画ですが、残念ながらコロナ禍でなかなか実

施には至らなかったですが、先週太平山ハイキングが

出来ました。 

次に例会の充実です。なかなか出席出来ずに脚の遠

のいてしまった会員のきっかけ作りと考え１００％

出席例会を考えていましたが、これもコロナ禍により

無理な出席要請は出来ないと判断し、実施は出来ませ

んでした。ただ、制服・ユニホーム例会は実施するこ

とは出来ました。これもスーツに着替える時間が無く

ても出席出来るようとの配慮でした。 

次に研修事業の充実です。新井研修リーダーを中心

に会員研修、特に新入会員研修を行って頂きました。 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２１年６月２５日(金) 第３０７７回例会報告（Ｎｏ，４２） 

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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次に IT 事業の検討と推進です。コロナ禍で今後理

事会や例会が開催出来るか分からない状況でしたの

で、Zoom 会議が出来るよう、シミュレーションを行

いました。結果使用することはありませんでした。ま

た出席率の向上として、例会の様子をビデオ録画しホ

ームページにアップし、欠席された会員に見て頂ける

取り組みも行えました。 

次に地区補助金事業の計画を変更・実施です。当初

はイルミネーションを市役所まで延伸する予定でし

たが、地域の問題解決に向けて迅速に実施という目標

の下、フェイスシールド 500 個と次亜塩素酸 40 個を

館林市に寄付をいたしました。フェイスシールドのス

テッカー貼りでは、多くの皆様にお世話になりました。 

次に新規事業の検討ですが、他団体との協議をする

状況では無いため断念をしましたが、中長期戦略計画

に記載させて頂きました。 

目標以外では、10 クラブゴルフコンペで個人優勝そ

して団体優勝という快挙もありました。 

そして何より、多田会員が市長に当選し、4月 2日

の例会後、皆さんで初登庁に立ち会ったことや、正田

会頭が当クラブに入会して頂いた事で、市長と会頭が

在籍するクラブとなりました。 

まだまだ思いは言い尽くせませんが、会員の皆様の

ご協力に心より感謝申し上げます。今後は一会員とし

てクラブの発展に尽力していきたいと思います。 

そしてどうか今年度以上のご支援を、石川年度に賜

りますようお願いを申し上げ、最後の会長挨拶とさせ

て頂きます。 

一年間、大変有難うございました。 

 

―お 客 様― 
 

宮内 敦夫パストガバナー 

 米山記念奨学生 韓 陶磊 様 
 

―会 務 報 告― 
谷田川 敏幸会長 

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 

 参加者 谷田川敏幸・本島克幸・飯塚一成・石川長司 

     上野和路・小池敏郎・小暮雅𠀋・齊藤一則 

     鈴木 誠・瀬山欣春・中世吉昭・根岸利正 

     野辺昌弘・羽鳥紫乃・堀越貴之・本間美儀男 

     松本耕司・宮内敦夫・森田信一郎・山本 樹 

     館林高校 校長・教頭・事務長・教務主任 

     インターアクト顧問・生徒会長・副会長 

Ｒ３．６．１９（土）第５回ガバナー諮問委員会 

参加者 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 

参加者 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 

参加者 多数           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 

 参加者 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 

 参加者 石川長司・関口 昇・新井 進・荒木千津子 

     飯塚一成・上野和路・毛塚 宏・小池敏郎 

     小暮高史・小暮雅𠀋・小堀良武・渋澤 勉 

     関井宏一・瀬山欣春・田部井孝一・中世吉昭 

     長柄 純・根岸利正・野辺昌弘・堀越貴之 

     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 
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 

対象者 小堀 良武       於・茂林寺客殿 

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 

Ｒ３．７．１２（月） 

セブ・ポートセンターＲＣ会長就任式 

対象者 石川 長司・関口 昇     於・ZOOM 

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 

対象者 小暮 雅𠀋   於・前橋商工会議所会館 

Ｒ３．７．２５（日） 

インターアクト年次大会    於・オンライン 

Ｒ３．８．１（日）ディスカッションリーダー研修会  

於・前橋問屋センター会館 

Ｒ３．８．２８（土）クラブ活性化ワークショップ 

於・前橋商工会議所会館 

 対象者 石川 長司・上野 和路・他１名 

Ｒ３．９．１２（日）ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ 

於・前橋商工会議所 

 対象者 上野 和路・根岸 利正 

Ｒ３．１０．１０（日）ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ 

 於・前橋商工会議所 

 対象者 上野 和路・根岸 利正 

Ｒ３．１１．２８（日）ＲＬＩ研修セミナー パートⅢ 

於・前橋商工会議所 

 対象者 上野 和路・根岸 利正 
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―幹 事 報 告― 

 
幹事 本島 克幸 

◆ガバナー事務所 

 ①ＲＬＩ研修ディスカッションリーダー受諾の 

お願い及び出欠意向確認 

 【日 程】  

８月１日（日） ディスカッションリーダー研修会 

 ９月１２日（日） ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ 

１０月１０日（日） ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ 

１１月２８日（日） ＲＬＩ研修セミナー パートⅢ 

【時 間】ＤＬ研修会  １３：００～１５：００ 

ＲＬＩ研修セミナー  ９：３０～１７：００ 

【会 場】ＤＬ研修会    前橋問屋センター会館 

    ＲＬＩ研修セミナー 前橋商工会議所 

②クラブ活性化ワークショップ実施のお知らせと 

お願い 

【日 時】８月２８日（土）１３：１５～１６：５０ 

【会 場】前橋商工会議所会館 

【登録料】一人 ２，０００円 

【参加義務者】会長・会長エレクト・その他１名 

◆セブポートセンターＲＣ  

パスト会長  小池 雅生 様 

セブポートセンターＲＣ会長就任式（ZOOMスタイル）

のご案内 

【日 時】７月１２日（月） 
◆館林高等学校創立１００周年記念事業 テント寄贈

に対し塩田校長より御礼状が届いています。 

 

― 委員会報告 ―    

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３０７７回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５８名 

５５名 

出 席 者 数 ４８名 

欠 席 者 数  ７名 

出 席 率 87.27％ 

前前回修正 73.07%～86.54％ 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長       大変×２ 

 皆様、1年間ご支援ご協力、大変ありがとうご

ざいました。そして本島幹事、事務局石川さん、

私を支えて下さってありがとうございました。

皆様 石川年度も宜しくお願い申し上げます。 

☆石川 長司副会長       大変  

 谷田川会長 本島幹事一年間大変お疲れ様で

した。又、大変お世話になりました。 

 皆様 7 月より 1 年間ご支援の程宜しくお願い

いたします。 

☆本島 克幸幹事        大変 

 1年間ありがとうございました。 

☆宮内 敦夫パストガバナー   大変 

 谷田川丸、コロナという嵐の中を、大きな成

果をあげて帰港、お疲れ様でした。 

 新たに出港する石川丸の幸多き航海をお祈り

いたします。 

☆新井 保会員 

 谷田川会長、本島幹事 1年間ご苦労様でした。 

☆新井 進会員 

 谷田川会長、本島幹事 1年間ご苦労様でした。 

 そして本日石川、関口年度の第 2 回クラブ協

議会も終了し、いよいよスタートを切ってもら

う事に祝福して。 

☆野辺 昌弘会員        大変 

 谷田川会長、本島幹事お疲れ様でした。 

☆松本 耕司会員        大変×２ 

 谷田川会長、本島幹事お二人様、本日にて、

次年度へバトンタッチです。大変お疲れ様でし

た。私もパストとしては、本日で終了です。 

次年度石川会長、関口幹事のご活躍を祈念致

して居ります。 

☆坂村 吉保会員           

 コロナ禍の中、谷田川会長 1 年間ご苦労様で

した。 

☆小暮 高史会員        大変 

 谷田川会長、本島幹事大変お疲れ様でした。 

 石川会長、関口幹事の御盛会を祈念致します。 

 又、私事ですが、来年大役を引き受けますの

で、皆様の御指導、御鞭撻を宜しくお願いしま

す。 
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☆田部井 孝一会員 

 谷田川会長、本島幹事コロナ禍で大変な 1 年

だったと思います。ご苦労様でした。 

☆小暮 雅𠀋会員        大変 

 谷田川会長、本島幹事 1年間ご苦労様でした。 

 石川エレクト、関口副幹事宜しくお願いいたします 

☆小池 敏郎会員        大変 

 谷田川丸 1年間の航海お疲れ様でした。 

谷田川会長、本島幹事ゆっくり休んで下さい！ 

☆長柄 純会員         大変 

 谷田川会長・本島幹事、思い出深い 1年となった事

と思います、大変お疲れ様でした。 

いよいよ、石川年度が始まります。楽しい一年にな

りますように、応援いたします。 

☆上野 和路会員         大変 

 谷田川会長お疲れ様でした。そして石川エレクトよ

ろしくお願いします。 

☆毛塚 宏会員 

 多難な年度でしたが、谷田川・本島丸の無事帰港 

おめでとうございました。 

☆瀬山 欣春会員         大変 

 谷田川年度には大変ご苦労様でした。 

石川年度のご健勝を祈ります。 

☆渋澤 勉会員          大変 

 お世話様です。谷田川会長、本島幹事コロナ禍の中、

大変お疲れ様でした。 

☆関口 昇会員          大変 

 谷田川会長、本島幹事 1年間大変お疲れ様でした。 

☆関井 宏一会員         大変 

 谷田川会長、本島幹事 1年間お疲れ様でした。 

 石川会長、関口幹事の船出を祝して。 

☆古川 正道会員         大変×２ 

 十年以上にも亘り、温かいご交誼を賜り会員皆様方

に厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

☆山本 樹会員          大変 

 谷田川会長、本島幹事 1 年間お疲れ様でした。 

 石川エレクト、関口副幹事 7 月より 1 年間よろし

くお願いします。 

☆小堀 良武会員         大変×２ 

 1 年間不慣れな司会で申し訳ありませんでした。 

皆様 1 年間ありがとうございました。 

 谷田川会長お疲れ様でした。 

☆堀越 貴之会員         大変 

 谷田川会長、本島幹事 1年間お疲れ様でした。 

 今年度最後の例会よろしくお願いします。 

☆荒木 千津子会員        大変 

 谷田川会長、本島幹事 1年間大変お世話になりまし

た。ご両名の多大なご尽力に感謝申し上げます。 

☆飯塚 一成会員         大変 

 谷田川会長、本島幹事 1 年間お疲れ様でした。 

 親睦委員長として、大変お世話になりました。 

☆根岸 利正会員 

 谷田川会長、本島幹事 1年間大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。 

 次年度、石川会長、関口幹事、よろしくお願いいた

します。 

☆小倉 敏雄会員         大変 

 1年間、お世話になりました。 

☆齋藤 佳延会員         大変 

 皆様、1 年間お疲れ様でした。 

☆中世 吉昭会員          大変 

 谷田川会長、本島幹事、役員の皆様 1 年間お疲れ

様でした。会報の作成に多くの方の御協力を頂きあり

がとうございました。 

☆石川 正直会員         大変 

 谷田川会長、1 年間お疲れ様でした。これからもよ

ろしくお願いします。 

☆磯野 哲也会員         大変  

 谷田川会長、本島幹事 1年間大変お疲れ様でした。 

☆藤島 厚会員          大変 

 谷田川会長、本島幹事 1年間大変お疲れ様でした。 

 昨年入会をさせて頂き楽しく活動出来、ありがとう

ございました。 

☆本間 美儀男会員        大変 

 谷田川会長、1年間大変お疲れ様でした。 

☆山岸 孝昭会員         大変 

 谷田川会長、本島幹事 1年間お疲れ様でした。 

皆様、1年間大変お世話になりました。 

☆森田 信一郎会員        大変 

 谷田川会長、本島幹事 1年間お疲れ様でした。 

そして、ありがとうございました。 

☆小池 和敏会員         大変 

 入会初年度、大変お世話になりました。まだ詳しい

事はわかりませんが、2年目も頑張ります。 

☆齊藤 一則会員         大変 

 谷田川会長、本島幹事 1年間大変お疲れ様でござい

ました。谷田川年度に入会させて頂き、とても嬉しく

思います。ありがとうございました。 

☆長柄 光則会員         大変 

 谷田川会長、一年間お疲れ様でした。入会させて頂

き改めて感謝しております。これからもどうぞよろし

くお願いします。 

☆鈴木 誠会員          大変 

 谷田川会長、本島幹事、1年間お疲れ様でした。 

☆正田 隆会員          大変 

 谷田川会長、1年間ご苦労様でした。 

 石川新会長、会発展の為、頑張って下さい。 

 まず、奉仕の理想を暗記します。 

☆矢島 孝昭会員 

 谷田川会長、本島幹事 1年間お疲れ様でした。 

 1年間、たくさんの出席とニコニコありがとうござ

いました。 
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今年度出席優秀者の発表及び記念品の贈呈 
 

第 1位 100％（欠席 0回 6名） 

 
新井 保会員 

 

 
新井 進会員 

 

 
山本 樹会員 

 
             飯塚 一成会員 

 
根岸 利正会員 

 

 
中世 吉昭会員 

 

第 2位（欠席 1回 2名） 

 
小暮 高史会員 

 

 
矢島 孝昭会員 
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第 3位（欠席 2回 2名） 

 
瀬山 欣春会員 

 

 
松本 耕司会員 

 

 
S・A・A   小堀 良武委員長 

 

― 交 代 セ レ モ ニ ー ― 

 
司会進行： 親睦委員会 飯塚 一成委員長 

 

 
 

 
  谷田川会長と石川次年度会長のバッジ交換 

 

 

 
 

 
   本島幹事と関口次年度幹事のバッジ交換 



 7 

 
       石川 長司次年度会長ご挨拶 

 

 
          本島 克幸幹事ご挨拶 

 

 
        関口 昇次年度幹事ご挨拶 

 
花 束 贈 呈 

 

 
 

 

― 懇 親 会 ― 
          会場：大ホール前広場 

 
 

 
司会進行： 親睦委員会 飯塚 一成委員長 

 

 
           谷田川 敏幸会長ご挨拶 
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      宮内 敦夫パストガバナーご挨拶 

 

 
       乾杯  松本 耕司直前会長 

 

 
次年度親睦活動委員会 矢島 孝昭委員長ご挨拶 

 

 

 
  締めのご挨拶  石川 長司次年度会長 

 

 

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  PM4:30～ 

 
 

 

各委員会方針について協議されました。 

                                       

◆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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