
 

点 鐘・ソング 国歌 奉仕の理想 

 

―会 長 挨 拶― 

 
会長 谷田川 敏幸 

 
 

 改めまして皆さんこんにちは。 

いよいよ 7月第 1例会という事で、私の年度がスタート

という事でございます。 

最終例会でもお話ししました通り、大変緊張しておりま

すので、是非皆さん温かく見守って頂ければと思います。 

宜しくお願い致します。 

 先ずもって、6月まで松本会長、そして渋澤幹事のお

二人を中心に 1年間大変お疲れ様でした。きっと松本直

前会長は凄くリラックスして、この例会に参加されてい

るのではないかなと羨ましく思います。お疲れ様でした。 

 色々と私の考えを今までも申し上げてまいりました

けれども、皆さんと楽しくこの館林ロータリークラブを

盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 そして、本日 5人の新入会員の皆様がお仲間になって

頂き、先ほど石川次年度会長と「活気があっていいです

ね」と話しておりました。 

本当に 5 名の皆様が、新入会員という事で、館林ロータ

リークラブに御入会頂きありがとうございます。歓迎致

しますので、宜しくお願い致します。 

 この様な新型コロナウイルスの影響で大変な時代に、 

男気を出して頂いて、7月第 1例会から入会して頂き 

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

 是非、まだ慣れていないでしょうけれども、皆さんと

仲良くそして早くなじんで頂いて、館林ロータリークラ 

 

ブを盛り上げて頂ければありがたいと思います。 

 会員の皆様におかれましても、この 5名の皆様に温か

く色々とご教授頂ければありがたいと思いますので、宜

しくお願い致します。 

 それから今日も後ろの方でビデオ撮影をさせて頂い

ております。松本年度の 6月第 3例会、第 4例会からビ

デオを録画させて頂いております。 
 これは、館林ロータリーではこうやって人が集まって例

会を開催しておりますが、国際ロータリーの規定の中に、

ビデオ配信や電話でも例会に出席したことを認めるとい

う規定があります。この規定を使いまして、テスト的に先

月よりビデオ撮影をしております。 

館林ロータリークラブのホームページがあります。その中

に例会の模様がアップされています。もし例会を休まなけ

ればならない場合は、例会が終わって 2、3日後にはホー

ムページにアップされますので、1週間くらいまでに見て

頂いて、このビデオはフェイスブックとしてアップをして

おりますので、フェイスブックをやっている方は“いいね”

を押してもらえると、誰が”いいね”を押したかがわかり、

誰が出席したかがわかります。そういった形を取らして頂

きます。 

そして、フェイスブックをやっていなくて、よくわから

ない人は、石川事務局に電話なり、ファックスなり、 

メールで、観たので出席にしてもらえるよう連絡して下

さい。石川さんから、会長挨拶の内容など質問がありま

すので、ぼろが出ないよう、ちゃんとご覧になって出席

になって下さい。 

やはり出席率向上を含めて、そういった形で実施させて

頂きます。 

また、一般の方も観られるようになっています。 

ロータリークラブがどんな活動をしているのかという

のもわからないと思いますが、ホームページがあると 

こんな事をやっているのかと、雰囲気だけでも味わえる

のかなと思いますので、是非活用していきたいと思いま

す。 

 いずれにしましてもこういった形で皆様と楽しくや

っていきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それから使用済み切手を頂きました。末廣建設工業様

ありがとうございます。 

 ロータリーの友 7月号 15ページにまた新井進さんが

俳壇と歌壇と二つ入選され、載っておりますので後でご

覧頂ければと思います。 

 以上、会長挨拶と代えさせていただきます。 

 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 

２０２０年７月３日(金) 第３０３６回例会報告（Ｎｏ，１） 

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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―新入会員バッジ授与―  

 
紹介者 本島 克幸幹事 

 
 

 

 
藤島 厚会員 

 
 

 
明和運輸有限会社 代表取締役 

昭和 46年 3月 11日生 

 
 

 

 

 

本間 美儀男会員 

 
 

 
有限会社 興産運送 代表取締役 

昭和 49年 10月 8日生 

 
山岸 孝昭会員 
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株式会社 山幸 代表取締役社長 

昭和 50年 1月 10日生 

 
磯野 哲也会員 

 
 

 
磯野運送株式会社 代表取締役 

昭和 50年 1月 10日生 

 

 

 

 

 

 

紹介者 原 初次会員 

 
 

 
本島 勝則会員 

 
 

 
群馬銀行 館林支店 支店長 

昭和 41年 6月 18日生 
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―委 嘱 状 授 与― 
高木 貞一郎パストガバナー 

ガバナー諮問委員会委員 

米山記念奨学委員会アドバイザー 

宮内敦夫パストガバナー 

 ガバナー諮問委員会委員 

意義ある奉仕賞選考委員会委員 

ガバナー指名委員会委員 

地区戦略計画委員会委員長 

 
 
毛塚 宏会員 

地区補助金委員会委員 

 
 
中村 研司会員 

RLI推進委員会会員 

 

 

 

山本 樹会員 

インターアクト委員会会員 

 
 
飯塚 一成会員 

      米山記念奨学委員会委員 

 
 

 

 

 

―本日の昼食― 

 
夏野菜の天ぷらと角煮御膳 
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―会 務 報 告― 

 
会長 谷田川 敏幸 

 
 
・R２．７．４（木） 

 館林ミレニアムロータリークラブ表敬訪問 

・R２．７．６（月） 

   セブポートセンターRC会長就任式 

               （  ZOOMスタイル） 

      対象者：谷田川敏幸・本島克幸・他 

・R２．７．１０（金） 

   第一回ガバナー補佐訪問 

     中山 勉（館林ミレニアム）様  

・R２．７．１７（金） 

   ２０２２-２３年度会長指名委員会 

                    於・増喜 

対象者：パスト会長      

・R２．７．１９（日） 

   山田年度第１回ガバナー諮問委員会 

於・音羽倶楽部 
       対象者：宮内 敦夫パストガバナー      

 

 

 

―理 事 会 報 告― 

 
幹事 本島 克幸 

 

２０２０～２０２１年度・館林ロータリークラブ 
7月 定 例 理 事 会 

令和 2年 7月 3日 AM11：00～  

於：ジョイハウス                                                                                      
 

１． 会 長 挨 拶 

 

 

２．出 席 者 確 認    

※義務出席者  １５人中  １４人出席 

出席者 （敬称略） 

谷田川敏幸・石川長司・松本耕司・本島克幸 

瀬山欣春・小堀良武・新井進・野辺昌弘 

滝野瀬博志・長柄純・中村研司・渋澤勉 

関口昇・山本樹 

オブザーバー 中世吉昭 

 

３. 資 料 確 認 
 

４. 報 告 事 項 

⑴ Ｒ ２． ２．１５（土） 

山田年度 地区チーム研修セミナー 

於・前橋商工会議所会館 

   参加者 小暮雅𠀋・宮内敦夫       

 

⑵ Ｒ ２． ５．２６（火） 

２０２０－２１年度第１回クラブ協議会 

 於・ジョイハウス 

参加者 谷田川敏幸・本島克幸・新井進 

荒木千津子・飯塚一成・石川長司・毛塚宏 

小堀良武・渋澤勉・関井宏一・関口昇・多田善洋 

  中村研司・長柄純・根岸利正・野辺昌弘・松本耕司

宮内敦夫・矢島孝昭・山本樹 

⑶ Ｒ ２． ６． ５（金）臨時総会                

於・ジョイハウス 

    参加者 ３６名 

⑷ Ｒ ２． ６． ５（金） 

２０２０－２１年度第６回理事・役員会 

 於・ジョイハウス 

  参加者 谷田川敏幸・本島克幸・石川長司 

松本耕司・瀬山欣春・新井進・野辺昌弘     

滝野瀬博志・長柄純・毛塚宏・中村研司 

渋澤勉・関口昇・山本樹・中世吉昭 

⑸ Ｒ ２． ６．１１（木） 

第４分区Ｂ分区会             

於・ジョイハウス 

   参加者 谷田川敏幸・本島克幸・事務局 

 

⑹ Ｒ ２． ６．２０（土） 

第５回諮問委員会        

 於・伊勢崎プリオパレス 

   参加者 小暮雅𠀋・宮内敦夫 

⑺ Ｒ ２． ６．２０（土） 

２０１９－２０年度現・新地区役員連絡会議 
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於・伊勢崎プリオパレス 

参加者 小暮雅𠀋・宮内敦夫 

⑻ Ｒ ２． ６．２０（土） 

２０１９－２０年度現・新地区役員連絡会議懇親会 

於・伊勢崎プリオパレス 

参加者 小暮雅𠀋・宮内敦夫 

 

⑼ Ｒ ２． ６．２３（火） 

松本年度 第３回（最終）親睦ゴルフコンペ 

於・唐沢ゴルフ倶楽部（三好） 

参加者 新井進・新井保・荒木千津子・飯塚一成 

    石川長司・石川正直・小池敏郎・齋藤佳延 

    田部井孝一・中村研司・羽鳥紫乃・原初次 

    本島克幸・谷田川敏幸・山本樹・横田善次 

⑽ Ｒ ２． ６．２３（火）   

  第 3 回親睦ゴルフコンペ懇親会           

於・城町食堂 

  参加者 松本耕司・根岸利正・ゴルフ参加者 

⑾ Ｒ ２． ６．２６（金） 

２０２０－２１年度第２回クラブ協議会  

於・ジョイハウス               

参加者 谷田川敏幸・本島克幸・新井進                            

荒木千津子・飯塚一成・石川長司・毛塚宏 

小暮雅𠀋・ 小堀良武・渋澤勉・関井宏一     

関口昇・瀬山欣春・滝野瀬博志・多田善洋     

中世吉昭・中村研司・長柄純・根岸利正・野辺昌弘 

  松本耕司・宮内敦夫・矢島孝昭・山本樹 

⑿ Ｒ ２． ６．２７（土） 

山田年度第３回ガバナー補佐・委員長合同会議 

（ZOOM会議） 

     参加者 宮内敦夫・小暮雅𠀋 

 

５．今 後 の 予 定 

⑴ Ｒ ２． ７． ６（月） 

セブポートセンターＲＣ会長就任式 

（ZOOMスタイル） 

       対象者 谷田川敏幸・本島克幸・他 

⑵ Ｒ ２． ７． ７（火） 

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 

⑶ Ｒ ２． ７．１０（金） 

第１回ガバナー補佐訪問         

於・ジョイハウス 

⑷ Ｒ ２． ７．１１（土） 

新規米山記念奨学生カウンセラーセミナー、 

奨学生・カウンセラーオリエンテーション・学友会総会 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

対象者 飯塚一成・高木貞一郎・野辺昌弘 

米山奨学生 韓 陶磊 

⑸ Ｒ ２． ７．１７（金） 

２０２２－２３年度会長指名委員会       

於・増喜 

        対象者 パスト会長 

⑹ Ｒ ２． ７．１８（土） 

山田年度ロータリー財団委員会合同会議 

            於・前橋問屋センター会館 

対象者 毛塚宏 

⑺ Ｒ ２． ７．１９（日） 

山田年度第１回ガバナー諮問委員会     

於・音羽倶楽部 

        対象者 高木貞一郎・宮内敦夫 

⑻ Ｒ ２． ８． １（土） 

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 

        対象者 中村研司 

⑼ Ｒ ２． ８．２２（土） 

ロータリー財団セミナー    中止 

⑽ Ｒ ２． ９．１３（日） 

ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ  

於・前橋問屋センター会館 

        対象者 石川長司・関口昇     

本島克幸・中村研司 

⑾ Ｒ ２． ９．２６（土） 

米山カウンセラー研修会     

於・前橋問屋センター会館 

        対象者 飯塚一成 

⑿ Ｒ ２． ９．２６（土） 

米山研修セミナー        

於・前橋問屋センター会館 

        対象者 谷田川敏幸・本島克幸   

飯塚一成・石川長司 

渋澤勉・高木貞一郎 

⒀ Ｒ ２．１０．１１（日） 

ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ 

             於・前橋問屋センター会館 

      対象者 石川長司・関口昇・中村研司 

⒁ Ｒ ２．１０．１６（金） 

第２回ガバナー補佐訪問         

於・ジョイハウス 

⒂ Ｒ ２．１０．１６（金） 

第３回クラブ協議会           

於・ジョイハウス 

      対象者 理事・役員・常任委員長・委員長

地区役員（委員） 

⒃ Ｒ ２．１０．１８（日） 

地区大会記念ゴルフ大会 

於・サンコー７２カントリークラブ 

⒄ Ｒ ２．１０．２４（土）・２５（日） 

ＲＹＬＡ研修セミナー        

 於・未定 

      対象者 堀越貴之・米山奨学生 韓陶磊 

⒅ Ｒ ２．１０．２８（水） 

第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会 

於・つつじヶ丘Ｃ.Ｃ 

⒆ Ｒ ３． ６．１２（土）～１６日（水） 

国際大会          

於・台湾 台北 
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６．協 議 事 項 

⑴ 資金計画、事業計画及び予算（案）に関する件 

……別紙Ｐ６～７     －承認－ 

 

⑵ ＲＩ人頭分担金支払いに関する件                   

－承認－ 

 

  ７月１日現在 会員数５２名 １ドル＝１０７円 

 １０７円×３４．５ドル×５２名＝１９１，９５８円 

  規定審議会追加年会費 

 １０７円×１．０ドル×５２名＝５，５６４円 

 

⑶ 上期地区資金並びにその他の各種負担金支払いに

関する件        

   －承認－ 

 

 地区活動資金上期 ６，４００円×５２名 

＝３３２，８００円 

 地区事務所運営資金 ３，６９５円×５２名 

＝１９２，１４０円 

 地区事業資金上期  ２，２５５円×５２名 

＝１１７，２６０円 

 米山奨学金上期   １，５００円×５２名 

＝ ７８，０００円 

 

⑷ 事務職員に関する件                         

－承認－ 

 

⑸ 第４分区Ｂガバナー補佐表敬訪問に関する件              

－承認－ 

 

  第１回   ７月１０日（金）  

（ミレニアムＲＣ会長・幹事メーク） 

  第２回  １０月１６日（金）  

クラブ協議会訪問 

  第３回  １１月 ６日（金）  

ガバナー公式訪問 

 

⑹ 新入会員委員会所属に関する件……別紙Ｐ８              

－承認－ 

 

⑺ 委員会構成に関する件……別紙Ｐ８                  

－承認－ 

 

⑻ 職業分類に関する件……別紙Ｐ９～１０                

－承認－ 

 

⑼ 例会日・例会場所・例会時間変更に関する件              

－承認－ 

①  ７月２４日（金）⇒ 休 会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

②  ８月１４日（金）⇒ 休 会 

       （定款第７条第１節（ｄ）により） 

 

⑽ 地区補助金事業変更に関する件                    

－承認－ 

  館林市へ   

・次亜塩素酸ナトリウム（200ppm）１０Ｌ×４０ 

  ・フェイスシールド ×４５０ 

 

⑾ その他 

 

   ①例会動画撮影  ７月１日よりアップ 

    １週間以内に視聴すれば出席扱い 

    確認方法   

・フェイスブック → “いいね”ボタンを押す 

   ・その他 → 事務局へ連絡 

         今後確認方法については協議する 

   ②米山奨学生の現状 

   ③８月の５クラブ合同納涼例会 中止 

 

 

 

７．そ の 他 

⑴ 各委員会報告・提案 

 

  プログラム委員会 

７月 卓話予定 

（日 程）     （予 定 者） 
７月 ３日   各種お祝い 

７月１０日   国際ロータリー第２８４０地区 

第４分区Ｂ  

中山 勉ガバナー補佐訪問 

 

７月１７日   新井 進 クラブ研修常任委員長 

 

７月２４日   なし（休 会） 

 

７月３１日   石川長司                     

クラブ管理運営常任委員長 

        長柄 純  

公共イメージ常任委員長 

        山本 樹            

会員組織常任委員長 

        中村研司 

          奉仕プロジェクト常任委員長 

        毛塚 宏           

ロータリー財団常任委員長  

        渋澤 勉  

米山奨学常任委員長 

 

★ 次回理事会開催日  

２０２０年（Ｒ２）８月７日（ 金 ）   11：00 ～                         

於・ジョイハウス 
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―幹 事 報 告― 
幹事 本島 克幸 

 

１． 例会場・例会時間の変更 

 

◆館林東ＲＣ      

７月 ８日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

７月１５日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

７月２２日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

７月２９日（水）→ 夜間例会 

               点 鐘 １９：００ 

              会 場 ジョイハウス 

◆太田ＲＣ       

７月２３日（木）→ 休 会 

７月３０日（木）→ 納涼例会（夜間例会） 

               点 鐘 １８：３０ 

               会 場 八王子農園 

◆太田南ＲＣ      

７月 ７日（火）→ 就任式 

               点 鐘 １８：３０ 

             会 場 ダニエルハウス 

７月２８日（火）→ 休 会 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①２０１９－２０年度の年次報告書作成のお願い 

ならびにフォーマットのご送付 

 本年度の年次報告書には是非クラブ報告も掲載さ

せていただきたく、ご執筆・ご提出頂きたくお願い

申し上げます。尚、ご提出いただきました報告書は

冊子にまとめ配布致しますとともにガバナー月信

臨時増刊号に掲載させて頂きますのでご承知置き

下さい。 

内 容：各クラブの年間活動報告の記載をお願い致

します。 

様 式：同送のフォーマットをご利用の上、報告書

作成をお願い致します。 

     報告書に関連する写真を１枚データでご

提出ください。 

     Ａ４判サイズに２クラブずつ掲載致しま

す。 

締 切：７月２０日（月）必着 

提出法：報告書・写真ともにデータ（メール添付）

でお願いします。 

 

② ２０１９－２０２０年度ガバナー任期満了御礼

のご挨拶 

  本日６月３０日をもちまして「国際ロータリー第

２８４０地区２０１９－２０２０年度のガバナ

ー任期満了」となります。事務所開設以来、今日

までコロナ禍に見舞われたものの何とか運営で

②様方の温かいご支援とご指導の賜ものと心よ

り感謝申し上げます。 

大変お世話になりました。ありがとうございまし

た。 

 

③ＲＬＩ研修ディスカッションリーダー受諾のお願

いおよび出欠意向確認 

【日 時】  

８月１日（土） 

ディスカッションリーダー研修会 

      １２：００～１３：００ 登録及び昼食 

      １３：００～１５：００ 研修会 

 ９月１３日（日） 

ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ 

      ９：３０～１７：００ 

 １０月１１日（日） 

ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ 

      ９：３０～１７：００ 

 １２月 ６日（日） 

ＲＬＩ研修セミナー パートⅢ 

      ９：３０～１７：００        
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【会 場】いずれも 前橋問屋センター会館 

 

③ 地区役員・地区委員 委嘱状送付のご案内 

 高木貞一郎会員    

ガバナー諮問委員会 委員 

       米山記念奨学委員会 アドバイザー 

 宮内 敦夫会員    

ガバナー諮問委員会 委員 

        意義ある奉仕賞選考委員会 委員 

           ガバナー指名委員会 委員 

          地区戦略計画委員会 委員長 

 小暮 雅𠀋会員    

ロータリーの友地区委員会 委員長 

 毛塚  宏会員    

地区補助金委員会 委員 

 中村 研司会員               

ＲＬＩ推進委員会 委員 

 山本  樹会員    

インターアクト委員会 委員 

 飯塚 一成会員    

米山記念奨学委員会 委員 

 

⑤ガバナー月信７月号のご送付 

 

⑥ロータリー財団セミナー中止のお知らせ 

 「２０２０－２０２１年度 地区ロータリー財団セ

ミナー」を開催すべく検討をしてまいりましたが、昨

今の様子や第２波の懸念等を鑑み、クラブの中枢の皆

様方にお集まりいただきますのには時期尚早、との判

断から中止とさせていただきます。 

また、申請・実施プロジェクトに関するご質問につき

ましては、分区担当の委員までお問い合わせください

ますようお願いいたします。ガバナー事務所ではお答 

出来ませんのでよろしくお願いいたします。  

１１月７日の「ロータリー財団補助金管理セミナー」

は開催いたしますので予定をしていただきますよう

お願い申し上げます。 

 

⑦卓話・研修 出前サービス 実施のご案内 

 本企画は、地区内ロータリークラブに最新の正しい

「ロータリー情報」を伝達するとともに、各クラブ会

員にロータリーの理念と実践に関する認識を深めて

いただくために、「ロータリー情報」の各個別テーマ

に造詣の深い地区指導者を各クラブ（または分区・グ

ループ単位）の要請に応じて派遣する、地区のクラブ

に対するサービスです。魅力的なクラブづくりにご活

用いただければ幸いです。 

【サービス・メニュー】 

１． ロータリー・カレンダーによる特別月間の卓話  

講師派遣 

テーマ該当地区委員長（または委員・パストガ 

バナー等）が対応する。 

２．「ロータリー財団」に関する卓話・研修 

ロータリー財団委員会が対応する 

３．「ロータリーの歴史・奉仕理念・職業奉仕」の 

卓話講師派遣 

パストガバナーが対応する。 

４．クラブ活性化・CLPに関する卓話・研修 

本田地区研修リーダー・竹内パストガバナー 

田中久夫パストガバナー・森田高史直前ガバナー

が対応する。 

５．クラブ会員研修・新会員研修等の講師派遣 

地区研修委員会、RLIセミナーの ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ･ 

ﾘｰﾀﾞｰ が対応する。 

６．その他 クラブのニーズによる依頼 

 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

 ７月の事務局勤務体制についてのご連絡 

 当会事務局では新型コロナウイルス感染拡大の 

ため、職員のテレワークや時差通勤を併用し、 

業務を継続しております。 

７月の事務局の開室時間は下記の通り、短縮して 

対応させていただきます。 

【実施期間】 

７月１日（水）から７月３１日（金）まで 

【期間中の問い合わせ対応】 

電 話： ０３－３４３４－８６８１  

※平日１０：００～１７：００ 

ＦＡＸ： ０３－３５７８－８２８１ 

メール： ご用件によって、下記の各メール

アドレス宛てにご連絡ください。 

・寄付金関連 ：   kifu@rotary-yoneyama.or.jp 

・奨学生・奨学金：scholars@rotary-yoneyama.or.jp 

・広報関連 ：  highlight@rotary-yoneyama.or.jp 

・その他  ：    mail@rotary-yoneyama.or.jp 

 

 

◆ロータリー文庫 

ＨＰの利用方法とお願い 

 ロータリー文庫ＷＥＢサイトは、２０２０年７月か

ら文献の公開のため、ロータリー会員限定となります。

ＰＤＦの閲覧には、ユーザー名とパスワードが必要で

す。 

また１２月頃までに約５，０００件のＰＤＦ資料を、

順次公開予定です。 

ユーザー名 ：rotary-bunko 

パスワード：aoki@2020 

詳細は「ロータリーの友」２０２０年７月号 

 ロータリー文庫の頁（Ｐ４３）をご覧ください。

【お願い】 

１．地区／クラブＨＰに 「ロータリー文庫」 リンク

のお願い 
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多くの会員の皆様にご利用いただけるよう、是非、 

各地区／クラブのＨＰ上で、「ロータリー文庫」への

リンクをお願い申し上げます。 

※リンクの詳細は、ロータリー文庫ＨＰにてご確認

ください。 

２．資料寄贈のお願い 

今後、ロータリー文庫に資料を御寄贈下さる場合は、

公開の承諾を前提といたします。これまでの文庫所蔵

の資料で公開を希望されない資料が掲載されている

場合は、すぐに非公開にしますので、文庫までご連絡

ください。 

ガバナー月信、地区大会・地区協議会等の報告書／ク

ラブ記念誌をご寄贈いただく場合、できるだけＰＤＦ

データにてお送りください。 

 

◆前橋東ＲＣ 

    → メーク希望のご連絡 

 【日 程】８月７日（金） 

  ２０２０－２１年度 ガバナーエレクト  

足立 進 （あだち すすむ）様 

  ２０２０－21年度地区幹事      

石原 保幸 （いしはら やすゆき）様 

 

◆館林発明協会 

    → 通常総会（書面表決）のご連絡 

 今年度の通常総会については、新型コロナウイルス

感染症の影響を考慮し、一堂に会する審議方法では

なく、書面による表決といたします。 

 

◆「社会を明るくする運動」館林邑楽推進委員会 

    → 書面決議の結果報告 

   賛成多数につき、原案のとおり評決されました。 
 

🔸各種お祝いの発表🔸 
 

―在籍年数の発表―  
 

出席・ニコニコ BOX委員会委員長 矢島孝昭 

 
 

野辺昌弘会員  昭和 56年 7月入会   在籍 39年 

長柄 純会員  平成 6年 7月入会   在籍 26年 

瀬山欣春会員  平成 14年 7月入会   在籍 18年 

渋澤 勉会員  平成 16年 3月～平成 23年 6月 

                7年 3ヶ月 

        平成 26年 10 月～5年 9 ヶ月  

                   在籍 13年 

関井宏一会員  平成 20年 7月入会   在籍 12年 

石川長司会員  平成 22年 7月入会   在籍 10年 

小堀良武会員  平成 26年 7月入会   在籍 6年 

山本 樹会員  平成 26年 7月入会   在籍 6年 

泉田嘉弘会員  平成 29年 7月入会   在籍 3年 

根岸利正会員  平成 29年 7月入会   在籍 3年 

矢島孝昭会員  平成 29年 7月入会   在籍 3年 

帆足秀司会員  平成 30年 7月入会   在籍 2年 

中世吉昭会員  平成 30年 7月入会   在籍 2年 

 

 

在籍年数記念品贈呈者（10年） 

                石川長司副会長 

 
 

 

 

―会 員 の お 祝 い― 

 
親睦活動委員会委員長 飯塚 一成 

 
                   （敬省略） 
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会員誕生日 
 宮内 敦夫   昭和 17年 7月 31日 

 中村 研司   昭和 37年 7月 22日 

 本島 克幸   昭和 41年 7月 2日 

 根岸 利正   昭和 51年 7月 27日 

 磯野 哲也   昭和 45年 7月 25日 

 

ご夫人誕生日 
 上野 和路夫人 昭和 35年 7月 23日 

 石川 長司夫人 昭和 29年 7月 5日 

 小堀 良武夫人 昭和 49年 7月 20日 

 

結婚記念日 
 関口 昇    平成 26年 7月 4日     

 齋藤 佳延   平成 22年 7月 10日       

 

― 委員会報告 ―     
 

出席・ニコニコ BOX委員会委員長 矢島孝昭 

 

例会出席報告 

     

通算３０３６回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５３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 64.71%～70.59％ 

 

使用済切手寄贈 

 

（株）末廣建設工業 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長   大変大変頂きました 

本日より１年間、よろしくお願い申し上げます。 

そして本日より新しい会員の皆様と、ご一緒出来

ます事に感謝いたします。 

 

☆石川 長司副会長     大変頂きました 

2020～2021年度の谷田川会長、本島幹事出航を祝して。 

１年間谷田川会長に協力していきたいと思います。 

また谷田川会長には御指導をよろしくお願いします。 

新入会員の皆さん入会を歓迎します。 

入会１０年のバッジありがとうございます。 

 

☆本島 克幸幹事      大変頂きました 

新年度始まります。皆様１年間宜しくお願い致します。 

新入会員の皆様ようこそ。 

 

☆宮内 敦夫パストガバナー  大変頂ききました 

早々に新入会員 5 名様を得て谷田川丸の出航おめでとう

ございます。ご活躍を期待いたします。 

 

☆新井 保会員         大変頂きました     

谷田川会長、本島幹事の船出を祝し。又新会員として 

仲間が新しく参加しましたので。 

 

☆新井 進会員         大変頂きました 

谷田川・本島年度 スタートです。皆で楽しいロータリ

ーにしましょう。ロータリーの友に俳句・短歌 掲載さ

れました。ありがとう。 

 

☆野辺. 昌弘会員        大変頂きました 

谷田川年度のスタートを祝して。 

 

☆松本 耕司会員        大変頂きました 

本日より、谷田川新年度のスタートです。前年同様以上

に、皆様方のお力添えを宜しくお願い申し上げます。 

 

☆坂村 吉保会員        大変頂きました 

谷田川年度の門出を祝して。 

 

☆小暮 高史会員          頂きました 

谷田川会長、本島幹事さん、たくさんの新入会員を迎え

て、ご就任おめでとうございます。 

 

☆田部井 孝一会員       大変頂きました 

谷田川会長、本島幹事の船出を祝して。 

又本年度ゴルフ部長を仰せつかりました。よろしくお願

い申し上げます。 

 

☆滝野瀬 博志会員         頂きました 

松本直前会長、渋澤前幹事 1年間大変お疲れ様でした。 

谷田川・本島丸の出航を祝して。 

 

☆小池 敏郎会員        大変頂きました 

谷田川・本島年度出航おめでとうございます。 

又、次年度石川・関口丸 1年間勉強して下さい。 

そして 5人の新入会員入会おめでとう。頑張ってくださ

い。 

 

☆原 初次会員         大変頂きました 

谷田川会長、本島幹事の船出を祝します。又、群馬銀行

支店長本島様、藤島様、磯野様、本間様、山岸様の入会

を歓迎します。 

 

☆長柄 純会員         大変頂きました 

谷田川会長、本島幹事の年度がスタートします。 

健康に留意され楽しい 1年間となりますように、応援い

たします。 
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☆毛塚 宏会員         大変頂きました 

谷田川・本島丸、出航おめでとうございます。 

急用が入り理事会を欠席して申し訳ございませんでし

た。 

 

☆瀬山 欣春会員          頂きました 

谷田川・本島年度のスタートを祝します。 

新入会員の皆さん、一緒にクラブ活動を楽しみ 

ましょう！ 

 

☆中村 研司会員        大変頂きました 
本年は奉仕プロジェクト常任委員でお世話になります。 

新入会員の皆様、これから宜しくお願いします。 

 

☆渋澤 勉会員         大変頂きました 

お世話になります。谷田川会長、本島幹事 1年間頑張っ

て下さい。新入会員の皆様これから宜しくお願いいたし

ます。 

 

☆関口 昇会員         大変頂きました 

本年度も宜しくお願い致します。 

 

☆横田 善次会員          頂きました 

谷田川年度 初日です。最終会まで頑張って下さい。 

 

☆山本 樹会員         大変頂きました 

谷田川会長、本島幹事一年間よろしくお願いします。 

また、本日 JC・YEGの後輩が入会します。先輩方よろし

くご指導下さい。楽しく 1年間頑張りましょう。 

 

☆小堀 良武会員        大変頂きました 

不慣れな SAAですが一年間宜しくお願いします。 

また、沢山の新入会員の入会を祝して。 

 

☆荒木 千津子会員       大変頂きました 

谷田川会長、本島幹事の船出、大変おめでとうございま

す。また、本日は新入会員さんのご入会うれしく思いま

す。 

 

☆根岸 利正会員          頂きました 

谷田川会長、本島幹事一年間よろしくお願いします。 

新入会員の皆様、若輩者ですが、よろしくお願いしま

す。 

 

☆中世 吉昭会員        大変頂きました 

谷田川会長、本島幹事年度のスタートおめでとうござい

ます。本年度、会報・広報を担当します。よろしくお願

いいたします。 

 

☆石川 正直会員        大変頂きました 

新入会員の皆様、よろしくお願いします。 

谷田川会長おめでとうございます。 

 

☆羽鳥 紫乃会員        大変頂きました 

谷田川会長、本島幹事、一年間どうぞよろしくお願い申

し上げます。皆様と楽しく、研鑽して行けるよう頑張っ

ていきます。 

 

☆磯野 哲也会員      大変大変頂きました 

本日は館林ロータリークラブに入会させて頂きまして

ありがとうございます。 

四つのテストの４にあります、みんなのためになれる

ように頑張ります。宜しくお願い致します。 

 

☆藤島 厚会員       大変大変頂きました 

館林ロータリークラブに入会させて頂きましてありが

とうございます。 

 

☆本間 美儀男会員     大変大変頂きました 

今年度よりロータリークラブの会員になれることに誇

りを持ち、少しでも会の為に力を尽くしていきたいと思

っております。 

 

☆山岸 孝昭会員      大変大変頂きました 

本日、入会させて頂きました。 

皆様、宜しくお願い致します。 

 

☆本島 勝則会員      大変大変頂きました 

前任の井田支店長より引継ぎ、本日より入会させて頂き

ます。宜しくお願い致します。 

 

☆矢島 孝昭会員        大変頂きました 

谷田川会長、本島幹事の船出を祝して。 

また、新入会員の皆様、1年間宜しくお願いします。 

 

 

谷田川 敏幸会長 

 
 

たくさん皆様よりニコニコをお寄せ頂きありがとう

ございます。このニコニコＢＯＸの浄財につきまして

は、奉仕活動の方に使わせて頂く事になっていますの

で、よろしくお願いいたします。 



 13 

―会 長 方 針 説 明-― 
 

―クラブ運営目標― 
「今を生きるロータリー」 

 

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

う事が大事だと考えます。 

 そして私は第６３代目の会長となりますが、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思います。 

 ダーウィンの進化論にもありますけども、強い者、大

きい者が生き残るのではなくて、時代の変化と共にその

変化にどう対応出来たかによって、継続されるという話

があります。これは各事業所におかれましてもそうだと

思いますし、このロータリークラブとて同じと思いまし

て、色々と皆さんと話しをしながら、改革をしていけれ

ばなと思いますので、ご支援のほどよろしくお願いした

いと思います。 

 そんな中で私９項目の重点事業を掲げさせて頂きま

した。大きくは会員拡大、純増１０名という事でこの１

年の間に拡大をしたいなと思っております。これは中長

期計画が３年前に作られましたけれども、その中で７０

周年を７０人で迎えようという大きな目標があります。

その 1つとして私の年度で１０名の拡大をしていきた

いと思います。今後皆様のご支援を頂きながら、仲間を

増やしていきたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

 それから例会の充実という事で、今日の例会出席率は

75％という発表ありましたが、ここの所出席率60～80％

が続いております。１０年以上前には出席率 100％が

度々ありました。そこで一度 100％例会をやってみたい

と思います。それには、長期お休みになって出席するの

が億劫になっておられる会員さんがいらっしゃいます。 

その方に皆さんで是非お声をかけて出席するきっかけ

を作って頂いて、またいろいろな人との輪が繋がってい

けばいいなと思っております。これにつきましては出席

委員会とも協議しながら、いつの例会を 100％例会にす

るのかを検討していきたいと思いますので、宜しくお願

いします。 

 それと、通常はスーツを着て皆さん例会に出席してお

りますが、色んな事業をやられている方がいらっしゃい

まして、普段は作業着とか、ユニホームなどでスーツを

着ていない方がほとんどだと思います。そういう方が着

替える時間が無く例会に休んでしまう事がないよう、制

服・ユニホームを公式なものとして考え、ユニホーム例

会も実施したいと思っております。 

 あと地区補助金事業として、当初はイルミネーション

事業の拡大を考えておりましたが、新型コロナウイルス

の影響で地域が必要としている物に、地区補助金を使お

うということになりました。館林市の学童保育、幼稚園 

保育園、病院など４０か所に、要望のありました次亜塩

素酸ナトリウム４００Ｌとフェイスシールド４５０個

を寄付します。 

 新規事業も地域の為になるものはないかと考えてお

りますので、是非ともご協力お願い申し上げます。 

 

１. 会員増強・退会防止 純増１０名 

（女子会員含む） 

２. メンター制度の実施 

（新入会員の出席向上及び退会防止） 

３. 委員会活動の充実 

（会員交流・親睦活動等新たな発想） 

４．例会の充実 

（100％出席例会、制服・ユニホーム例会、卓話等） 

５.研修事業の充実 

（会員研修、特に新入会員研修、卓話等） 

６.IT事業の検討・推進 

       （例会 Web配信、Web会議、出欠確認） 

７.地区補助金事業の変更・実施 

       （地域の問題解決に向けて迅速に実施） 

８.新規事業の検討 

 （地域の問題解決に向けて他団体との共同組織、 

                館林高校奨学事業） 

９.地区数値目標の達成 

 （財団 150ドル、ポリオプラス 30ドル、 

米山 16,000円） 

 

 

 

 

 

S・S・A   小堀 良武会員 

 
 

 
７月・８月例会変更のお知らせ 

 

２０２０年７月 

 

７月１０日（金） ⇒ ガバナー補佐訪問例会 

 

７月２４日（金） ⇒ 休会（定款第７条第１節（ｄ）

により） 
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２０２０年８月 

 

８月１４日（金） ⇒ 休会（定款第７条第１節（ｄ）

により） 

 

 

※ 昨年度の第３例会は夜間例会を行っておりました

が、今年度の第３例会は昼間の通常例会ですのでお

間違えのない様お願い致します。 

 

※ 今年度の５クラブ合同納涼例会は中止となりまし

た。 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆例会日 毎週金曜日 12：10より 

◆例会場 レストランジョイハウス２Ｆ 

     館林市美園町 15-7 TEL0276-73-4669 

◆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 
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会   長 谷田川 敏幸   副会長 石川 長司 
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