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

館林ロータリークラブ会報
２０２０年７月３１日(金)
点

鐘・ソング
―会

長

挨

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

第３０３９回例会報告（Ｎｏ，４）

奉仕の理想
拶―

さて、本日は館林市長を迎えて贈呈式を行います。
ご案内の通り、フェイスシールド 500 個、次亜塩素
酸水 10L を 40 個寄贈致します。フェイスシールドに関
しては、前回の例会後沢山の皆さんにお手伝い頂き、
500 枚のステッカーを貼っていただきました。大変あり
がとうございました。
最初は市役所に出向いて寄贈しようと思って居まし
たが、
「せっかくの機会ですので」と、市長はじめ 3 名
様が例会に来ていただけることになりました。

会長

谷田川

敏幸

皆様と一緒に贈呈式が出来て大変嬉しく思います。
ロータリーは寄付団体ではなく、奉仕団体です。ただ

皆様こんにちは今週も例会出席ありがとうございます。

寄付をするだけではなく、その過程や成り行きが大切だ

先週はスポーツの日で例会はお休みでした。本来なら

と思います。今回も物を寄付するだけではなく作業をし

ば東京オリンピックの開会式の日でしたが、来年に延期

たり、後にこの地域の方々が安心安全でお過ごし頂ける

されました。

と思います。本日も宜しくお願い申し上げます。

そこで日本 JC が中心になり粋な計らいがありました。
これはロータリーにはない組織です。
JC は全国に約 700 あり、
もちろん館林にもありますが、
館林を起点に申しますと、群馬ブロック、ロータリーで
言いますと地区になります。ロータリーはここまでです
が、JC は更に関東地区、日本青年会議所という組織が
あり、そこには全国から選ばれた会頭と言う方が居ます。
コロナの影響で色々なイベントが中止になっている
中、日本中を元気にしようと、
「全国一斉花火プロジェ
クト 始まりの花火」を全国１２０か所で、わずかの時
間ですが、一斉に花火を上げました。残念ながら群馬は
高崎と渋川でした。若い力が日本を元気にしてくれたと
思います。

―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

小倉 敏雄会員
テーマ「オリーブの基礎知識」

Ｒ

２． ７．１７（金）
フェイスシールドへのステッカー貼り作業
於・ジョイハウス
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・磯野哲也
毛塚 宏・小暮高史・小堀良武・坂村吉保
渋澤 勉・関口 昇・瀬山欣春・中世吉昭
中村研司・長柄 純・根岸 利正・原 初次
藤島 厚・松本耕司・宮内敦夫・本島勝則
山本 樹・横田善次
Ｒ ２． ７．１７（金）
２０２２－２３年度会長指名委員会
於・増喜
参加者 新井 保・新井 進・野辺昌弘・坂村吉保
原 初次・田部井孝一・小暮高史・宮内敦夫
小池敏郎・長柄 純・瀬山欣春・毛塚 宏
松本耕司・谷田川敏幸・本島克幸
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
参加者 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
参加者 宮内敦夫

―本日の昼食―

今後の予定
Ｒ

Ｒ

夏野菜、豚肉、玉子のピリ辛炒め

―会

務

報

Ｒ

告―
会長

谷田川

敏幸
Ｒ

Ｒ

Ｒ
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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
２． ８．２１（金）
米山指定校説明会
於・前橋問屋センター会館
対象者 飯塚一成・石川長司・高木貞一郎
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
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
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
２． ９．２９（火）
谷田川年度 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

―幹

事

報

１．
例会場・例会時間の変更
◆大泉ＲＣ
８月１２日（水）→ 休会（例会場お盆休みのため）
８月２６日（水）→ 親睦夜間例会
点 鐘 １８：３０
会 場 幸寿し
◆館林ミレニアムＲＣ
８月１３日（木）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）
により）
８月２７日（木）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）
により）
◆太田南ＲＣ
８月１１日（火）→ 休会（定款第７条第１節（ｃ）
により）
８月２５日（火）→ 暑気払い夜間例会
点 鐘 １８：３０
会 場 太進寿司
◆前橋東ＲＣ
８月１３日（木）→ 休会（定款第７条第１節（ｃ）
により）
８月２０日（木）→ クラブフォーラム夜間例会
点 鐘 １８：３０
会 場 ロイヤルチェスター前橋
８月２７日（木）→ 「音のステージ」修理作業
移動例会
点 鐘 ９：００
会 場 前橋市児童文化センター
◆沼田ＲＣ
８月 ４日（火）→ 休 会
８月２５日（火）→ 家族納涼例会
点 鐘 １８：３０
会 場 川場村道の駅田園プラザ
◆碓氷安中ＲＣ
８月１３日（木）→ 休 会
８月２０日（木）→ 夜間例会
８月２７日（木）→ 通常例会後、ＲI 財団補助金事業
贈呈式
◆安中ＲＣ
８月１１日（火）→ 夜間例会 会長移行式
点 鐘 １９：００
会 場 ホテル磯部ガーデン

告―
幹事

本島

克幸

２．
会報、週報
◆大泉ＲＣ → 会 報
◆館林ミレニアムＲＣ → 会 報
３．
その他
◆ガバナー事務所
①２０２０－２１年度「クラブ会員数報告書」及び
「クラブ例会・理事会開催状況報告書」ご提出のお願
い
②米山記念奨学生宛て 群馬県からの就職ガイダンス
のお知らせ
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③米山指定校説明会のご案内
【日 時】８月２１日（金）
１２：００～１２：４０ 登録・昼食
１２：４０～１４：００ 指定校説明会
※米山奨学委員は１１：３０集合
【会 場】前橋問屋センター会館
④地区補助金事業変更等のご案内について
２０１９－２０年度に申請を頂きました地区補助金
事業の申請内容につきまして、新型コロナウイルスの
今後の状況により事業の実施が困難となりかねなく、
事前に事業内容の変更を希望する場合は今年度に限
りまして下記要領にて変更の受付を致します。
１．事業内容変更期日 ２０２０年１１月３０日
（事業実施の原則２ヶ月前までに変更申請）
２．Ｗｅｂにて申請
３．２０１９－２０２０ 年度の算出額の金額の範囲内
４．変更となるプロジェクトの下記内容を事前に分区
担当者へ連絡を下さい。
⑤月信８月号ちらし配布のお願い

らオンライン授業を受けており、一部の大学では、後
期の授業も原則としてオンライン授業とすることを発
表しています。この状況が長期化する可能性を念頭に、
出国中の奨学生への８月以降の対応について、当会選
考・学務委員会で慎重に協議し、常務理事会で承認し
ましたので、決議した内容を下記によりお知らせいた
します。
１）出国期間中も地区や世話クラブとの交流を続け、
奨学生の義務として新たに定める「奨学生報告書（仮
称）
」を毎月提出することを条件に、８月以降、入国
できない期間については、奨学金額を半額にして支給
します。
２）入国できない期間の奨学金について、日本国内の
口座に限り、奨学生の個人口座への送金を認めます。
日本に入国後は、奨学金額を元に戻し、奨学期間終
了まで支給します。
＜支給例＞
奨学生が２０２１年１月に入国できた場合
・４～７月分：全額（日本の口座に送金可）
・８～１２月分：半額（日本の口座に送金可）
・翌１～３月分：全額（例会で受け取り）
３）世話クラブ補助費について：
７月２９日に８月・９月奨学金の各半額とともに
４５，０００円をクラブ口座へ送金します。
４）海外応募秋入学の合格者で９（１０）月に入国でき
ない場合
奨学生に出国届を申請してもらうことにより最大
９０日間まで出国を認め、当該期間は奨学金を全額
支給します。９０日を超えてなお日本に入国できな
い場合は、上記１）２）に準じ、奨学金は、日本に
入国できるまで半額支給となります。
５）６月以降に出国した/する奨学生について
奨学生に出国届を申請してもらうことにより最大
9０日間まで出国を認め、当該期間は奨学金を全額
支給します。９０日を超えてなお日本に入国できな
い場合は、上記１）２）に準じ、奨学金は、日本に
入国できるまで半額支給となります。
６）
「奨学生報告書（仮称）」については、当会から出国
中の奨学生およびその世話クラブに別途メールで
お知らせします。
★奨学生に、日本入国の際は、世話クラブに連絡する
ようお伝えください。 また、日本入国の連絡がありま
したら、奨学会下記までお知らせください。
scholars@rotary-yoneyama.or.jp
日本入国の連絡が無い場合には、当月の奨学金を全額で
支給できませんので、日本入国後は速やかにクラブへお
知らせするよう奨学生にお伝えください。

◆国際ロータリー日本事務局
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた「在宅勤務」
のお知らせ
国際ロータリー日本事務局（東京都港区）は、東京都が
新型コロナウイルスの感染状況を４段階で最も警戒度
の高い「感染が拡大していると思われる」レベルに引き
上げたことを受けて、７月２０日（月）より８月３１日
（月）まで、在宅勤務とさせて頂きますのでお知らせ申
し上げます。
１．勤務形態：在宅勤務
２．期
間：２０２０年７月２０日（月）より
２０２０年８月３１日（月）
３．業務時間：９：３０時～１７：３０時
４．連絡方法： お電話によるご対応が叶いませんので
e メール、または、FAX でご連絡いただ
けますようお願い致します。
クラブ・地区支援室： rijapan@rotary.org
財団室： rijpntrf@rotary.org
経理室： rijpnfs@rotary.org
業務推進・IT 室： rijpnpi@rotary.org
FAX（各部署共通）
： ０３－５４３９－０４０５
クラブ内への回覧には、以下リンクよりダウンロードの
上ご利用願います。
https://1drv.ms/b/s!Am5vZ-rEzAfolCN-WU8FZh8fLJzC?
e=dxAbVX
②普通寄付金申告用領収証受付開始のお知らせ
◆（公財）ロータリー米山記念奨学会
①出国中の奨学生への対応について
新型コロナウイルスに関連した出入国制限のため
日本に入国できず出国中の奨学生について、７月末ま
での暫定措置を実施してきましたが、現在も世界的な
感染の広がりは続き、出入国制限が続いている状態で
す。また、出国中の奨学生は日本の大学に在籍しなが

◆（一社）ロータリーの友事務所
「新型コロナの影響に関するアンケート」ご回答の
お願い
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使用済切手寄贈

◆サントリースコールサロン事務局
令和２年度サントリースコールサロン総会議決の結
果についてすべての議案について、賛成をもって可決さ
れました。

坂村歯科医院

ヽ(^。^)ノニ

◆㈱ジョイフルパーク
ジョイハウス及びイル・コルネット営業休止に関するご
案内
１．営業休止時期について
ジョイハウスは令和３年１月末日をもって、営業を休
止させて頂きます。それに先立ち、イル・コルネット
につきましては、本年１２月１３日をもって、営業を
休止させて頂きます。
２．休止の理由
旧ボウリング場を含むジョイハウス建物の老朽化が
著しく、建替えが必要な状況です。営業を維持しなが
らの建替えを検討しておりましたが、新型コロナウイ
ルスの影響などで、一時営業を休止し、現建物の取り
壊しと建替えを行う次第となりました。イル・コルネ
ットにつきましては、館林美術館の展示期間に合わせ
て休止させて頂きます。
３．休業後の見通しについて
休業期間はおよそ２年を見込んでおります。
新しくできる建物の詳細は未定ですが、皆様に喜んで
頂ける展開を目指して参ります。また、正田醤油本社
内で一部仮営業の予定ですが、詳細は後日ご案内致し
ます。

― 委

員

会

報

☆谷田川 敏幸会長
大変
本日は、須藤市長を始め皆様をお迎えして、贈呈
式が出来ますので。皆様宜しくお願い申し上げま
す。
☆石川 長司副会長
館林市長須藤和臣様 本日はご来訪頂きましてありが
とうございます。
☆本島 克幸幹事
館林市長御一行様のご来訪に感謝します。
☆新井 進会員
須藤市長ようこそ。
里沼 3 か所にあと 2 か所がプラスされようとしています。
市長のアイデアを評価します。
☆原 初次会員
大変
日頃、お世話になる須藤市長様のご来訪に感謝して！
☆長柄 純会員
大変
須藤市長さん、例会にようこそお越しいただきました。
気苦労の多い日々でしょうが市民の為、奮闘宜しくお願
いします。

告 ―

出席・ニコニコ BOX 委員会委員長

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

矢島孝昭

☆多田 善洋会員
須藤市長をお迎えして、例会に出席できます喜びに感謝
をして。
☆中村 研司会員
須藤市長のご来訪感謝いたします。日頃お世話になって
おります。
☆山本 樹会員
須藤市長をお迎えしましたので。また、会員皆様の元気
な姿を見られましたので。
☆小堀 良武会員
大変
妻の誕生日にお花をありがとうございます。

例会出席報告
通算３０３９回例会
会 員 数
出席率算出会員数
出 席 者 数
欠 席 者 数
出 席 率
前前回修正

☆矢島 孝昭会員
須藤市長をはじめ、皆様のご来訪感謝いたします。
今後ともよろしくお願い致します。

５３名
５２名
３４名
１８名
65.38％
82.70%～84.62％
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皆さんこんにちは。
松本会長の年度から谷田川会長の年度にスムーズに
移行されまして、このように例会が開催されております
事を、心よりお慶び申し上げたいと存じます。
館林ロータリークラブのホームページを見させており
ますが、昨年から里沼の PR をして頂き感謝申し上げま
す。また、例会をオンラインで配信し、動画を見る事に
より出席扱いになるという事で、ウイズコロナ時代の
取り組みに対しまして敬意を表したいと思います。
新型コロナウイルスの状況でございますが、ここの
所、国内での新規感染者数が千人を超えており、私たち
も要注意すべき局面だと思っています。
館林市の新型コロナウイルス感染症対策としまして
は、第 1 弾として、先ず検査体制を整えるという事で、
館林市邑楽郡医師会のご協力を得て PCR 検査センター
を設立いたしました。
ここ数日管内にも陽性者が出ており、濃厚接触者や職場
関連など多くの方の検査が必要となっておりますが、保
健所経由の検査と共に、地元の検査体制を整えていた事
が有効に働いています。
寄付して頂いたフェイスシールドは、PCR 検査センター
で活用させて頂きます。また、民生委員にも配布する予
定です。
第 2 弾として、一つは子供たちが休校になった経緯が
あった為、オンライン学習という事で、スタディーアプ
リを小学校 4 年生から 6 年生に導入させて頂きました。
合わせて、今年中に小学校 1 年生から中学校 3 年生まで
パソコンを 1 人１台導入し、
GIGA スクール構想を推進、
達成をしていく予定です。
事業者に対しては、国の「持続化給付金」の対象にあ
たらない小規模事業者に１０万円の支援給付金制度を
作らせて頂きました。該当する事業者の方はご申請くだ
さい。
第３弾は、９月の発動に向けて施策をまとめ始めた所
でございます。特に事業所の継続、BCP（事業継続計画）
をしっかり整えることが、町の持続を可能にする根幹で
すので、こういった事を第３弾の柱として組み立ててい
きたいと思っています。
皆様から、大所高所からご意見、ご指導、ご鞭撻を頂き
たいと思います。
次亜塩素酸水も沢山頂きました。
市民の皆様も身体を動かすことが必要ですし、文化活動
も少しずつ公民館等で行っておりますので、こういった
所で次亜塩素酸水を活用させて頂きながら、感染予防対
策を強化してまいります。
今日はフェイスシールド、次亜塩素酸水を大量に頂き
ました事を、厚く御礼を申し上げます。
今後とも、皆様是非お身体をご自愛下さい。
ありがとうございました。

―地区補助金事業―
フェイスシールド・次亜塩素酸水贈呈式
お客様

（左より）

館林市長 須藤 和臣様
保健福祉部 部長 中里 克己様
保健福祉部 課長 野澤 要一様

―須藤市長ご挨拶―
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フェイスシールド 500 個

S・S・A

委員長

小堀

良武

＜8 月のお食事＞
8 月 7 日 第一例会
牛タン・麦とろ定食
8 月 21 日 第 2 例会
上州麦豚のスタミナ焼き定食
8 月 28 日 第 3 例会
牛すじ鍋焼麻婆豆腐
＊苦手なお食事がございましたら、S・S・A まで
ご連絡下さい。
次亜塩素酸水 10L×40 個

◆例会日
◆例会場
◆事務所
◆E:mail

毎週金曜日 12：10 より
レストランジョイハウス２Ｆ
館林市美園町 15-7 TEL0276-73-4669
館林信用金庫本店内
館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181
tatebayashi.rc@cc9.ne.jp

第 2840 地区ガバナー 山田
会
長 谷田川 敏幸
幹
事 本島 克幸
会報 委員 中世 吉昭
発行責任者 谷田川 敏幸
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