
 

点 鐘・ソング 奉仕の理想 

 

―会 長 挨 拶― 

 
会長 谷田川 敏幸 

 

 

皆様こんにちは 

先週に引き続き例会出席ありがとうございます。 

先ずは、熊本を始め多くの地域で豪雨災害が発生して

おり、被災されました皆様にご冥福とお見舞いを申し上

げます。早期復興を心よりお祈り申し上げます。 

さて、先週の挨拶でご案内させて頂きましたが、7 月

6 日(月)の夜にシスタークラブのフィリピンのセブポー

トセンターロータリークラブ会長就任式が Web 上で開

催されました。本来でしたら現地に伺い、盛大に開催さ

れる就任式ですが、新型コロナウイルスの影響でフィリ

ピンの皆さんも自宅等で Zoom システムを活用し開催

されました。当クラブからは、本島幹事、毛塚財団常任

委員長と 3 人で参加させていただきました。 

現地時間 PM7：30、時差が 1 時間あるので日本時間

PM8：30 より開催され、修了しましたのは、もうすぐ

日付けが変わる頃でした。 

とにかく会長就任に対しては日本ではありえないほ

ど重きを置いて、ガバナースピーチや会長就任に際して

の誓いの言葉、例えば牧師さんが新郎新婦に対して行う

ようなものを、会長を担うものとして誓う場面など、お

国が違えばロータリーも違うんだな。と感じました。 

そこで感じたことは、今、我々が行っている当たり前

がもしかすると正解ではない事かも知れない。と言うこ

とです。 

ロータリーでもそれぞれの事業所においても、今まで

の常識や慣習にとらわれていてはいけないことがある 

 

 

 

かもしれないと思います。今後皆様もこれで良いの

か？このままで良いのか？と言う疑問符を持って、 

活動して頂けましたら幸いです。 

 

 

 

 

 

―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 

 

 
館林ミレニアムロータリークラブ会長 

                 山越 栄一様 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２０年７月１０日(金) 第３０３７回例会報告（Ｎｏ，２） 

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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館林ミレニアムロータリークラブ幹事 

星山 高徳様 

 

 

―館林ミレニアムロータリークラブ会長 

山越 栄一様ご挨拶― 
 

 
 

皆さんこんにちは。 

２０２０～２０２１年度館林ミレニアムロータリー

クラブ会長を仰せつかりました山越と申します。幹事の

星山会員と一緒になって１年間頑張っていきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 過日、私どもの最終例会に松本会長様、幹事の渋澤様

においで頂き、スポンサークラブとして、館林ミレニア

ムロータリークラブ２０周年のお祝いをして頂き誠に

ありがとうございました。 

また、新年度最初の例会には、会長の谷田川様、幹事

の本島様においで頂き、重ねて御礼申し上げます。 

経験不足な私ですが、星山幹事と一緒になって１年間

頑張っていきたいと思います。ご指導よろしくお願い申

し上げます。 

 

 

 

 

―会 員 ス ピ ー チ ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会委員長 

根岸 利正会員 

 
 

羽鳥 紫乃会員 

テーマ「自分の在り方」 

 
 

 

―本日の昼食― 

 
ハンバーグと夏野菜のグリル 

 

 



 3 

―会 務 報 告― 

 
会長 谷田川 敏幸 

      

 
 
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） 

    参加者 谷田川敏幸・本島 克幸・毛塚 宏 

Ｒ ２． ７． ９（木） 

ロータリーの友 地区代表委員 オンライン会議 

        参加者 小暮 雅𠀋 

 

７月６日（月）より前回の７月第一例会を Web 配信

しております。欠席された方は、１週間以内に Web 例

会を観て頂きまして、事務局にご連絡頂ければ出席扱い

にさせて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

今後の予定 

 

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 

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 

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  

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 

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 

Ｒ ２． ８．２２（土） 

ロータリー財団セミナー 中止 

 

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 

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 

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 

Ｒ ２．１０． ３（土） 

第１９回ロータリー全国囲碁大会      

於・日本棋院本院 

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 

Ｒ ２．１０．１６（金） 

第２回ガバナー補佐訪問          

  於・ジョイハウス 

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） 

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 

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 

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 

Ｒ ３． ６．１２（土）～１６日（水） 

国際大会            

於・台湾 台北 
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―臨 時 理 事 会 報 告― 

 
幹事 本島 克幸 

 
 

令和２年７月１０日 AM：11：40～ 

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 

長柄 純・毛塚 宏・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. 協 議 事 項 

⑴ 新入会員推薦に関する件……別紙                   

－承認－ 

 

⑵ その他 

 

  ・例会場について 

  ・２０２１～２０２２地区補助金事業について 

 

 

―幹 事 報 告― 

     

１． 例会場・例会時間の変更 

 

◆館林西ＲＣ        

７月２１日（火）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）に

より） 

７月２８日（火）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）に

より） 

８月１１日（火）→ お盆の為休会 

８月１８日（火）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）に

より） 

◆伊勢崎東ＲＣ       

７月２０日（月）→ 休会（定款第８条第１節（Ｃ）に

より） 

７月２７日（月）→ ７月３１日（金）・８月１日（土） 

          一泊例会 

          点 鐘 １８：３０ 

          会 場 伊香保温泉 秀水園 

 

◆前橋南ＲＣ        

７月２２日（水）→ 夜間例会 

          点 鐘 １８：３０ 

          会 場 リストランテ・チィニョ 

７月２９日（水）→ 休会（定款第８条第１節（Ｃ）に

より） 

 

◆富岡中央ＲＣ      

 ７月２３日（木）→ 祝日休会（海の日） 

８月１３日（木）→ 休会（定款第８条第１節により） 

 

◆安中ＲＣ         

７月１４日（火）→ 納涼会 

           点 鐘 １９：００ 

           会 場 磯部簗 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①年間出席率の算出と報告のお願い 

       

②第１９回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

   【日 時】１０月３日（土） 

９：３０登録受付 

           １０：００開会式 

           ６：００表彰式、記念撮影 

 【会 場】東京・市ヶ谷の日本棋院本院１階対局室 

 【参加費】７，０００円（昼食代、賞品代等含む） 

 【締切日】９月２５日（金） 

        

③地区行事予定の変更等についてのお知らせ 

１． ロータリー財団セミナー 

(当初予定日：2020年 8月 22日) 中止 

２． 第４回ガバナー補佐・委員長合同会議 

（当初予定日：2020年 8月 30日) 中止 

３． クラブ活性化ワークショップ 

(当初予定日：2020年 8月 30日) 中止 

4．地区リーダーシップセミナー、及び、 

RI会長代理歓迎晩餐会 

(当初予定：2020年 11月 14日)      

  日程変更・・・・新日程：2021 年 4月 24日(土) 

5．地区大会・懇親会 

(当初予定日：2020年 11月 15 日) 
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日程変更・・・・新日程：2021年 4月 25日(日) 

6．米山記念奨学会委員会関係の 3行事 

(当初予定 2021年 4月 24日) 

日程変更・・・・新日程：2021年 4月 18日(日) 

7．地区補助金最終審査会  

(当初予定 2021年 4月 24日) 

日程変更・・・・新日程：2021 年 5月 8日(土) 

  

尚、地区大会記念ゴルフ大会は当初の計画通り  

2020年 10月 18日(日)(予備日 10月 25日(日)に 

開催される予定です。 

       

④２０２０－２０２１年度前期「地区分担金のお支払

いについて」ならびに送金カレンダー等のご送付 

1．例年７月１日現在の会員数をご報告した後、当該

人数に地区分担金１２，３５０円（本年度負担金額

の半分）を乗じた金額をガバナー事務所口座にお振

込みをお願いしています。 

2．当年度におきましては、７月１日現在の会員数の

ご報告はお願いしますが、分担金の支払いは各クラ

ブの現状に応じ１０月末日までその支払いを猶予

させて頂きます。また、１０月以降もその支払いが

困難な状況が想定されるのであれば会計長までご

相談下さい。なお、支払いの状況が整っているクラ

ブは例年通りの支払いをお願い致します。 

3．当年度の各事業及び地区行事が新型コロナウイル

ス感染症防止の観点から中止となる可能性があり

ます。事業資金としてこれからお預かりする予定額

は、当該事業及び地区行事が中止となった場合は各

クラブにご返金をさせて頂く予定です。その場合は

後期分の地区負担金の支払いと相殺等を含め各ク

ラブにご連絡させて頂きます。 

        

⑤地区補助金事業アンケート及び分区地区担当者の

お知らせ 

 第４分区Ｂ地区補助金担当  

毛塚 宏会員（館林ＲＣ） 

 

⑥７月１１日米山オリエンテーション等の駐車場に

ついてのご連絡 

 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

 ２０２０－２０２１年度 上期普通寄付金のお願い 

 寄付金額会員一人あたりの寄付額が前年度と同額

又は同額以上になりますようお願いします。 

 

◆館林市手をつなぐ育成会 

 書面議決の結果報告 

 すべての議案について、過半数の賛成をもって可決

されました。 

 

◆㈲富田新聞店 

  館林市小学生新聞スクラップコンテスト事業報

告書のご送付 

 

◆館林商工会議所 

  「商工たてばやし №４３９」 

    

 

― 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３０３７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 80.39%～86.27％ 

 

使用済切手寄贈 

 

（有）新成・新井薬局 

 

ご芳志 

 

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 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆館林ミレニアムロータリークラブ会長 

山越 栄一様       頂きました 

本日はお世話になります。過日、我々ミレニアム

ロータリークラブ２０周年をお祝いして頂き、あ

りがとうございました。幹事星山会員共々１年間

よろしくお願いします。 
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☆館林ミレニアムロータリークラブ幹事 

星山 高徳様       頂きました 

初めまして。ミレニアムロータリークラブの星山

と申します。ロータリー歴４年とまだまだ未熟で

すが、１年間よろしくお願いします。 

 
☆谷田川 敏幸会長     大変頂きました 

本日は中山ガバナー補佐、ミレニアムロータリー

クラブ山越会長、星山幹事をお迎えしての例会で

す。よろしくお願い申し上げます。 

 

☆石川 長司副会長     大変頂きました 

中山ガバナー補佐には１年間お世話になります。 

妻の誕生日にキレイな花を頂きましたので。 

 

☆本島 克幸幹事         頂きました 
ガバナー補佐、ミレニアムロータリークラブ会長、幹事 

ご来訪ありがとうございます。 

 

☆宮内 敦夫パストガバナー  大変頂ききました 

第４分区ガバナー補佐中山様、館林ミレニアムロータリ

ークラブ会長山越様、幹事星山様ご来訪を歓迎いたしま

す。よろしくお願いします。 

 

☆新井 進会員           頂きました 

中山ガバナー補佐、山越ミレニアムロータリークラブ会

長、星山幹事をお迎えして。 

来週例会、卓話をさせて頂きます。 

 

☆野辺 昌弘会員          頂きました 

中山ガバナー補佐、ミレニアムロータリークラブ会長、

幹事様のご来訪歓迎いたします。 

 

☆松本 耕司会員        大変頂きました 

本日は、中山ガバナー補佐及びミレニアムロータリーク

ラブ会長の山越様、幹事の星山様のご来訪、歓迎申し上

げます。 
 

☆齊藤 要会員           頂きました 

中山ガバナー補佐、コロナでイレギュラーばかりで大変

でしょうが、御活躍お祈り致します。 

ミレニアムロータリークラブ会長、幹事様御苦労様です。

今後ともよろしくお願い致します。 

 

☆浦野 隆会員         大変頂きました 
中山ガバナー補佐、大役ご苦労様です。ご指導よろしく

お願い致します。ミレニアムロータリークラブ会長、幹

事様のご来訪を祝して。 

 

☆小暮 高史会員          頂きました 

中山ガバナー補佐さん、ミレニアムロータリークラブの

山越会長さん、ようこそいらっしゃいました。 

ご指導宜しくお願い致します。 

☆田部井 孝一会員         頂きました 

お世話になっています。第４分区 B ガバナー補佐中山様

をお迎えしましたので。 

 

☆小池 敏郎会員          頂きました 

本日は館林ミレニアムロータリークラブから、中山ガバ

ナー補佐様に山越会長に星山幹事様、ご来訪ご苦労様で

す。中山ガバナー補佐様には１年間ご指導宜しくお願い

します。 

 

☆原 初次会員         大変頂きました 

中山ガバナー補佐のご来訪、歓迎します。 

１年よろしくお願いします。 

 

☆長柄 純会員           頂きました 

中山ガバナー補佐の表敬訪問、お疲れ様です。 

 

☆毛塚 宏会員           頂きました 

中山ガバナー補佐、同級生の館林ミレニアムロータリ

ークラブ山越会長、星山幹事にお越しいただきました

ので。 

 

☆瀬山 欣春会員          頂きました 

中山ガバナー補佐のご来訪を歓迎申し上げます。 

ご指導をよろしくお願いいたします。 

ミレニアムの山越会長と星山幹事、ようこそ！ 

 

☆中村 研司会員          頂きました 

国際ロータリー第 2840地区第４分区 B中山ガバナー補

佐、館林ミレニアムロータリークラブ山越会長、星山幹

事、ようこそ館林ロータリークラブの例会へ。 

本年度も宜しくお願い致します。 

 

☆渋澤 勉会員           頂きました 

お世話になります。中山ガバナー補佐、ミレニアムロー

タリークラブ会長山越様、幹事星山様のご来訪を祝して。 

 

☆関井 宏一会員          頂きました 

中山勉ガバナー補佐、ミレニアムロータリークラブ山越

会長、星山幹事のご来訪ありがとうございます。 

 

☆山本 樹会員           頂きました 

中山ガバナー補佐ご来訪ありがとうございます。 

また、ミレニアムロータリークラブの山越会長、星山

幹事ようこそいらっしゃいました。 

 

☆荒木 千津子会員         頂きました 

第４分区 Bガバナー補佐中山様、館林ミレニアムロータ

リークラブ山越会長様、星山幹事様、本日はご来訪頂き

ましてありがとうございます。 
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☆根岸 利正会員          頂きました 

本日は、国際ロータリー第４分区 Bガバナー補佐中山

様、館林ミレニアムロータリークラブ会長山越様、 

幹事星山様ようこそお越しくださいました。 

又、中山様には本日、講話を頂戴いたします。 

 

 

― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会委員長 

根岸 利正会員 

講話 

 
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 

 
皆さんこんにちは。 

本年度第４分区 Bガバナー補佐を務めさせて頂きま

す館林ミレニアムロータリークラブの中山勉と申しま

す。どうぞよろしくお願い致します。 

この館林ロータリークラブにはパストガバナーさん

がお二人もいらっしゃるクラブでございますので、私が

地区の事をお話しするよりも、直接パストガバナーさん

にお聞きする方が早いと思われますが、地区の方から伝

えられた事を皆さんにお話させて頂きたいと思います。 

まず簡単に自己紹介をさせて頂きます。 

私たちの大先輩であります高木パストガバナーが、第２

５６０地区ガバナーを終了した時に、ミレニアムロータ

リークラブが創立されました。皆さんご存知のことだと

思いますが、高木パストガバナーが就任されたのは、新

潟県と群馬県合同の第２５６０地区の最後の年であり

ました。当時両県のガバナーでしたので、ガバナー公式

訪問もクラブ数が多く、大変だったのではないかと私思

っております。 

私も当時館林ロータリークラブに所属しており、ミレニ

アムロータリークラブが出来る時、チャーターメンバー

としてミレニアムロータリークラブに移りました。移る

前の７年間館林ロータリークラブに在籍していました

ので、色々と大変お世話になりました先輩方が、目の前

にズラッといらっしゃいます。 

おかげさまで２７年間ロータリアンとして過ごすこと

が出来ました。お世話になりましたこの館林ロータリー

クラブの先輩方に、心から感謝申し上げたいと思ってお

ります。 

私は北成島町に住んでいまして、仕事は学校教材販売業

でございます。 

 今年は新型コロナウイルス感染予防の為に、３月に行

う予定でありました会長エレクト並びに幹事予定者の

研修セミナーを開く事が出来ませんでした。結局 DVDで

の研修となってしまったわけでございますけれども、 

山田ガバナーも出来るだけ早く、各クラブの会長、幹事

さんにお会いしたいと話しておりました。 

 先月６月１１日にこのジョイハウスで開催されまし

た第４分区 B分区会が、最初の会議となりました。当日

谷田川会長、本島幹事にも出席して頂き、山田ガバナー

の方針等を聞いて頂きました。 

 今年度の山田ガバナーは前橋ロータリークラブのメ

ンバーで、前橋で内科医院の院長さんです。第２８４０

地区２０年にして初めての女性ガバナーでございます。 

お会いして何度かお話しをしましたが、女性ならではの

優しさと繊細さを持っておられる方でございます。 

そのガバナーの本年度の地区スローガンにつきまして

は、「奉仕の喜び」というものでございます。‟より多く

の奉仕をして、より多くの喜びを分かち合いましょう“ 

というものでございます。 

「新型コロナウイルス感染症で新しい生活様式が要求

されることになり、今こそ助けを必要としている人に奉

仕をしなければなりません。新しい奉仕の在り方を考え、

実行していく年にしたい」と話しておられました。 

その中により多くの喜びを見つけ出そうということを、

この「奉仕の喜び」というスローガンは意味しているの

だと私は思っております。 

さて、今年度の地区運営についてですが、やはり１番

に挙げられるのは若い会員の増強と参加を促進するこ

とだと思います。会員増強はここ数年毎年の重点実行項

目になっております。けれども、現在新型コロナウイル

スの影響でそれぞれの会員の仕事も非常に大変な状況

になっていると思います。まずは退会者を無くす事に努

力をしようと思われます。 

会員増強が叫ばれる中、純増１名以上という極めて少な

い数字が今年度は出されております。中々この数字もク

ラブによっては難しい所があると思いますけれど、せめ

て会員数を減らすことのないように努力をしていかな

ければならないと思っています。 

その他、ロータリー財団補助金を利用した奉仕活動を

していくように言っております。クラブにおいての地区

補助金活用事業、分区でのグローバル補助金活用事業、

その他ポリオ根絶に向けた支援等でございます。 

また、近年は少し前のロータリークラブと違いまして、

公共イメージの向上に寄与出来るようにと謳っており

ます。以前は奉仕した事を公にしないのがロータリーの

良い所だと言っておりましたけれども、最近は考え方が

随分変わってきたなというのが私自身の実感ございま

す。 

また、今年度につきましては、日本のロータリー１０
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０周年に当たるようでございます。分区ごとに、IMを

開催し、１００周年を祝うと共にこれからのクラブ奉仕

活動の在り方について語り合って下さいと地区では話

しております。 

なお、国際ロータリー理事会の決定事項につきまして

お話しさせて頂きます。 

新型コロナウイルス流行にあたりまして「出席したく

ないと感じるいかなるロータリー参加者に対しても、直

接顔を合わせる会合や行事への出席が義務付けられな

いものとする」というのが、RI理事会で決定されたよ

うです。直接顔を合わせる会合を実施するか否かを決定

する際、あらゆる健康上の懸念を考慮する事が、強く求

められているという事でございます。とにかくロータリ

アンの健康を第１に考えろという事だと私は理解して

おります。 

そして、今年度の数値目標につきましては、昨年の森

田年度と同じ数値で設定されております。 

ロータリー財団に１人１５０ドル以上 

ポリオプラス基金に３０ドル以上 

米山記念奨学会に１６０００円以上となっておりま

す。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

まだまだ皆様にお伝えしなければならない事もたく

さんありますが、過日配られました‟地区会員必携‟に詳

しくは掲載されておりますので、ご確認をして頂ければ

と思っております。 

微力な今年度ガバナー補佐でございますけれども、各

クラブ運営につきまして私なりに精一杯努力します事

を皆様にお約束いたしまして、今日の卓話とさせて頂き

ます。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―記 念 品 贈 呈― 

 
 

  

 

S・S・A   小堀 良武会員 

 
               

 お疲れ様でした。 

             

7月第 1 例会会報の訂正とお詫び 

 
新入会員 磯野 哲也会員の生年月日が間違っており

ました。正しくは昭和 45年 7月 25日となります。 

大変失礼いたしました。お詫び申し上げます 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 
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