
 

点 鐘・ソング 我らの生業 

 

―会 長 挨 拶― 

 
会長 谷田川 敏幸 

 

 

皆様こんにちは。本日も例会出席ありがとうございます。 

今日の卓話の時間は、新井進クラブ研修リーダーによ

る講話をいただきます。新しく会員になられた方もいら

っしゃいますし、長年のご経験を生かされてのお話を楽

しみにしております。宜しくお願いいたします。 

また、先週の日曜日から城町食堂前では昨年に引き続

きアンブレラスカイが始まりました。朝から暗くなるま

で、城町食堂前に色とりどりの傘を３００本取り付けま

した。 

この事業は、店の店主であります次男が４年前にポル

トガルのアゲダと言う小さな街で見かけた事がきっか

けで、その当時日本一暑い館林で実施出来たら良いなと

思っていたようです。 

縁がありまして、市役所隣接のレストランで一昨年の

１２月にオープンする事が出来、このスペースで何とか

出来ないかと相談を受けました。イベント事が好きな私

ですから、相談されればどうやったら実施出来るか、し

かも公共の場ですので安全も担保しながら。どうやった

ら建物からワイヤーを張れるか、木が無いところはポー

ルをどう立てるか、ワイヤーの太さはどの位にするか、

傘は絶対外れないようにどう取り付けるのか、しかも作

業効率も考えて。等々。 

近々、花山の３Ｄシアターに取り付けるようですが、

市役所にノウハウをお伝えしました。 

お陰様で昨年に引き続き好評で、新聞やテレビで取り

上げていただきましたが、それ以上にＳＮＳで多くの方

が拡散して頂いていますので、毎日１００人くらいの方

が、スマホや一眼レフで撮影をされています。 

この事業は８月末まで行っておりますので、まだご覧

になっていない方は一度足をお運び下さい。きっと幸せ

な気分にしてくれると思います。 

ただ、一番気になっているのは、台風です。外れるこ

とは無いと思いますが絶対壊れてしまいます。もし直撃

するような予報が出たら、全て閉じなくてはなりません。 

どうぞ来ませんように。 

来週はスポーツの日で休会となります。本来でしたら

日本中がオリンピックで盛り上がるはずでしたので残

念です。 

そして、３１日の例会では常任委員長さんのスピーチ

をお願いしておりましたが、申し訳ございません。急遽

館林市長をお迎えしての例会となります。 

その際、フェイスシールド 500 個と消毒用次亜塩素酸

10Ｌを 40 個の贈呈式を行わせて頂きます。 

また本日の例会終了後、フェイスシールドにステッカ

ーを貼る作業がございます。ご協力いただける皆様、宜

しくお願いいたします。 

 

 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２０年７月１７日(金) 第３０３８回例会報告（Ｎｏ，３） 

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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―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 

 
 

 
藤島 厚会員 

テーマ「ゴルフと私」 

 
 

 

 

―本日の昼食― 

 
ひつまぶし 

―会 務 報 告― 

 
会長 谷田川 敏幸 

 
 
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 

参加者 飯塚 一成 

R ２．７．１４（火） 

    館林西ロータリークラブ訪問 

           谷田川会長、本島幹事 

R ２．７.１５（水） 

    大泉ロータリークラブ訪問 

谷田川会長、本島幹事 

 

＜今後の予定＞ 

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 
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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 ２．９. ２９（火） 

    谷田川敏幸年度第１回親睦ゴルフコンペ 

於・桃里カントリー倶楽部 

 

Ｒ ２．１０．１（木） 

第６０回館林創意くふう作品展表彰式 

於・アゼリアホール 

対象者 谷田川敏幸               

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 

 

 

 

 

 

 

―持ち回り臨時理事会報告― 

 
幹事 本島 克幸 

 
（書面にて開催） 

1. 協 議 事 項 

 

⑴ 熊本地域豪雨災害義損金に関する件 

  １人５００円以上を目標に協力要請 

  ５００円×５３名＝２６,５００円 

  ３０,０００円 寄付 

                   ―承認― 

 

―幹 事 報 告― 
 

1. 例会場・例会時間の変更 

◆伊勢崎ＲＣ      

７月２９日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

  ８月１２日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

  ８月２６日（水）→ 夜間例会 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①熊本地域豪雨災害義捐金についてのお願い 

ロータリーの友情のため１人５００円以上を 

目標にご協力をお願い致します。 

◆国際ロータリー日本事務局 

  国際ロータリー人頭分担金請求書 

人頭分担金 

５２名×３４．５ドル×１０７円＝１９１，９５８円 

比例人頭分担金（昨年度下期新入会員分） 

１３ヶ月×５．６７ドル×１０７円＝７，８８７円 

規定審議会年会費 

  ５２名×１．００ドル×１０７円＝５，５６４円 
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◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

 「ハイライトよねやま ２４４号」 

▼全文は、こちらよりご覧ください。  

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/

highlight244_pdf.pdf 

 

◆館林市役所 

①令和２年度健康まつりの中止についてのお知らせ 

 新型コロナウイルス感染症予防の観点から本年度

の開催を中止することといたしました。つきましては、

７月末および９月末に開催しておりました健康づく

り推進懇話会の開催は見送らせていただきます。 

 

◆館邑会後援会 

 館邑会後援会幹事会（書面決議）の開催について 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い書面決議に

て開催することとなりました。 

 

◆館林発明協会 

①令和２年度賛助会費納入についてのお願い 

           【会 費】１０，０００円 

②第６０回館林創意くふう作品展の開催に伴う後援

並びに賞の交付申請について 

    【 賞 】館林ロータリークラブ賞 １点 

    【作品申込締切日】９月２日（水） 

＜作品展＞ 

【日 時】９月１７日（木）～２２日（火） 

１０：００～１８：００ 

    【会 場】アゼリアモール 

「アゼリアホール入り口前」 

 ＜表彰式＞ 

    【日 時】１０月１日（木）１６：００～ 

    【会 場】アゼリアモール「アゼリアホール」 

 

 

― 委員会報告 ―     

 
親睦活動委員会委員長 飯塚 一成 

 

 

谷田川敏幸年度第１回親睦ゴルフコンペのご案内 

   日時：令和２年度９月２９日（火） 

   場所：桃里カントリー倶楽部 

 

 

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３０３８回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５３名 

５２名 

出 席 者 数 ３４名 

欠 席 者 数 １８名 

出 席 率 65.38％ 

前前回修正 75.00%～75.00％ 

 

 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 

 
☆谷田川 敏幸会長          大変 

本日は、新井進クラブ研修リーダーによる講話を

頂きます。宜しくお願い致します。 

また、城町食堂前に設置しましたアンブレラスカ

イが好評ですので。 

 

☆山本 樹会員            

新井進先輩のお話を聞かせて頂きますので。 

また、上野会員にご馳走になりましたので。 

 

☆飯塚 一成会員          

今日は、新井先輩の卓話よろしくお願いします。 

 

☆根岸 利正会員           

本日は新井進研修リーダーの卓話を頂戴いたします。 

よろしくお願いします。 

 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight244_pdf.pdf
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight244_pdf.pdf
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矢島 孝昭会員 

本日、新井進クラブ研修リーダーによる卓話を頂きます。

宜しくお願い致します。 

また、コロナの収束を願って。 

 

― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会委員長 

根岸 利正 

 

 
クラブ研修リーダー 新井進会員 

 

クラブ研修リーダーの制度は、RIにおいて 2006年

にクラブトレーナーという名称で、ロータリーのレベル

を研修する事によって、より強化、充実を図ることを目

的に発足されました。 

 2840地区に於いては、松倉ガバナーの時に地区の事

業として取り上げられました。パート 1～3とありまし

た指導者養成プログラムを受講された方が、クラブ研修

リーダーの役を担う資格を持つことになっております。 

私は、5回目のクラブ研修リーダーを仰せつかりまし

て、RIや地区の事などを色々と勉強させて頂いており

ます。 

また、クラブ研修常任委員会では、谷田川会長の方針

を会員に周知し、皆さんと協力し合って、昨年実施しま

したクラブの活性度のアンケートの結果も踏まえ、具体

化していくことが大事だと考えております。 

山田ガバナーのテーマである「奉仕の喜び」をベース

に会員増強、例会出席の促進、研修セミナー等への参加

促進、メンター制の充実により退会防止を心掛ける。そ

して最終的には楽しいロータリーを構築して、谷田川年

度を皆さんと盛り上げていこうと考えております。 

 

ロータリーの基本 

 

Ⅰ ロータリーの活動目的と活動理念 

 活動目的は（定款第 4条）「奉仕の理念」を奨励し育

む事、そして奉仕の理念とはロータリーの活動理念でも

あるとうたわれています。 

 では、「奉仕・活動理念」とは何か、それは「善意に

よる奉仕」によって「社会に役立つ価値」を提供する事

であると言われています。 

 それでは、善意ある奉仕とは何なのか、それは世の為

人の為に尽くす事を行動する。他人に対して思いやる心

を持って行動する事。 

 それは正に例会終了時に唱う四つのテストでありま

す。 

 イ それは真実であること 

 ロ それは皆に公平であること 

 ハ それは好意と友情を深めること 

 二 それは皆の為になること 

であります。 

 私は、ロータリーの奉仕活動は地域に評価される事に

より、貢献活動になると感じております。 

では、それに対し世間の人達はロータリーの存在をど

の様に見ているのでしょうか。 

ロータリーの先輩達は 

  唯の社交クラブ 

  金儲け主義だけの事業集団 

  単なる施し集団 

  押しつけ活動奉仕 何ものでもない 

以上の様に見ているのではないかと、以前聞いた事があ

ります。 

しかし違います。 

正しく地域に発信していないのかもしれません。公共イ

メージの大切さを痛感いたします。と同時にロータリア

ン 1人 1人の行動が 1番大事であると思います。 

 

Ⅱ ロータリーにおける奉仕と親睦（フレンドシップ） 

フレンドシップの構成について 

1. メンバーは仲間であること。 

仲間同士の友情・親交を分かち合う事。 

2.「奉仕の理念」を共有する仲間である事。 

 よって善意のない親睦は真の仲間ではなく単なる

付き合い関係でしかない。 

3.例会や奉仕活動の場は「フレンドシップ」を育む場、

深める場であるという意識を持つ事が大切である。 

4.ロータリーの二本柱と言われている「奉仕と親睦」              

 は綱領・文献によれば切っても切れない関係にあり

ます。 

 それは、ロータリーの特色である事が判ります。 

 それは、ロータリーの例会が「奉仕とは」「親睦と

は」を学び実践する場であり、例会出席が重要視さ

れている所以でもあります。 

 親睦と奉仕の輪を広げる為に各種の RC会合への出

席を促し、更に親睦を深める為に夜間例会・家族ク

リスマス会・家族旅行・ゴルフ会等種々の行事が展

開されています。それらの親睦行事はそれなりに親

睦増進に役立っている事は確かでありましょう。 

 しかし、単なる親睦の為の親睦に終わっていないだ

ろうか・・・？ 

 親睦から本当の奉仕の実践が育っていくだろう

か・・・？ 

 親睦の柱が目立ち過ぎて奉仕の柱が細く見えるの
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ではないだろうか・・・？ 

ロータリーの奉仕はロータリアン個人の奉仕に重点

を置くが故に、奉仕の柱が目立ちにくいのではないか。 

ロータリアン一人一人が、ロータリーが単なる親睦会で

はない事を社会・世間から正しく評価される様に活動す

る事が、今後我々に与えられた大きな課題であると考え

ます。 

10数年前の RI規程審議会にて「奉仕するものは行動

しなければならない、従ってロータリーは単なる心構え

の事を主張するものではない」と 

“ノーアクション、オンリートーク”ではダメ！ 

具体的に行動に移すのがロータリーの本質であります。 

 わからない事がございましたら私にご質問下さい。 

 いずれにしましても、谷田川年度を皆さんと一緒に盛

り上げていこうという事が私の結論でございますので、

一つご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  

 

S・S・A 委員長 小堀 良武 

 
               お疲れ様でした。             

 

例会終了後、館林市に寄贈するフェイスシールド 

５００個に館林ロータリークラブのステッカーを貼

付する作業が行われ、２６名の会員に参加して頂き

ました。 

大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 
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◆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 

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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