
 

点 鐘・ソング 国歌 奉仕の理想 

 

―会 長 挨 拶― 

 
会長 谷田川 敏幸 

 
 

 

先週は館林市に地区補助金を活用して、フェイスシー

ルドと次亜塩素酸水を贈呈させていただきました。一昨

日、市長さんにお会いしましたが、早速各所で使用を始

めましたと感謝の言葉をいただきました。そのお話を受

けて、大変嬉しく思いましたが、それが出来ましたのも

皆様の財団への寄付の一部が今回の事業に繋がりまし

たことを改めて感謝申し上げます。ありがとうございま

した。 

 さて、今月は全てのロータリークラブにとって、会員

増強月間です。もう皆様にはご案内させていただきまし

たが、本日、新しく一名の方が、当クラブの会員として

お仲間になっていただきます。荒木委員長に感謝申し上

げます。ありがとうございます。先月も 5 名の方がご入

会いただきました。また、松本年度でも 3 名の方が入会

いたしました。ご自分が入会された時を思い浮かべてく

ださい。きっと期待よりも不安な時間を毎週過ごしてい

たと思います。どうか、その時の事を思い出していただ

き、新入会員の皆さんが、早くクラブに溶け込めますよ

うお心遣いをしていただけますよう、よろしくお願いい

たします。 

先ほど会員増強月間と申しました。今月のガバナー月

信にその事が掲載されていました。2 年前のアンケート

を踏まえての内容でした。地区内 45 クラブの会長が、 

 

 

 

会員一人ひとりが 1 名の新入会員を紹介する。と答え

た会長はたった 9 名でした。地区内の全会員に対しての

アンケートの回答率が 30％弱。その中で新入会員を 1

名以上紹介した方は 40％に過ぎないとの事でした。回

答率から考えますと、かなり低い数字だと思います。 

私なりに考えてみました。きっとその人たちにとって

ロータリークラブが楽しくなかったり、クラブの活動に

誇りが持てないのでしょう。だから勧誘できないのでし

ょう。 

地域の為に何ができるか。奉仕を通じて仲間と努力し、

達成感を共有し、更に親睦事業によりクラブが充実すれ

ば、自ずと自信をもって勧誘するのではないでしょうか。 

今年の私のテーマは「今を生きるロータリー」です。

地域のためのロータリー、会員一人ひとりのためのロー

タリーです。そのためにも、皆様からご意見を聞きなが

ら、更に充実した館林ロータリークラブにしたいと考え

ておりますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

―新入会員バッジ授与―  

 
紹介者 荒木 千津子会員 

 
 

 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２０年８月７日(金) 第３０４０回例会報告（Ｎｏ，５） 

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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菊地 晴美会員 

 
 

 
 

 
第一生命保険（株）社員 

昭和 43年 11月 5日生 

 

 

 

 

 

 

 

2022―2023年度・第 65 代会長候補者 

次年度ガバナー補佐予定者 

創立 65周年実行委員長予定者 報告 

 

 
松本耕司指名委員長 

 
 

2022―2023年度・第 65代会長候補者 

中村 研司会員 

 
 

次年度ガバナー補佐予定者 

小暮 高史会員 
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創立 65 周年実行委員長予定者 

小池 敏郎会員 

 

―本日の昼食― 

 
牛タン麦とろ定食 

 

―会 務 報 告― 

 
会長 谷田川 敏幸 

 
 

 

―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 
８月 定 例 理 事 会 

令和 2年８月７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 （敬省略） 

  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・毛塚弘・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． 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 

⑵ 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 

⑶ 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 

⑷ 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 

⑸ 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 

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 

参加者 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 

        参加者 宮内 敦夫 
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５．今 後 の 予 定 

⑴ Ｒ 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 

⑵ 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 

⑶ 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 

⑷ 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 

⑸ Ｒ 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 

⑹ 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                

⑺ 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 

⑻ 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 

⑼ Ｒ ２．１０．１６（金） 

第２回ガバナー補佐訪問          

於・ジョイハウス 

⑽ 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） 

⑾ 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 

⑿ 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 

⒀ 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 

⒁ Ｒ ３． ６．１２（土）～１６日（水） 

国際大会           

於・台湾 台北 

 

６．協 議 事 項 

⑴ ２０１９－２０２０年度決算及び監査報告に 

関する件……別紙Ｐ５～１１ 

－承認－ 

⑵ ２０２２－２０２３年度・第６５代会長指名に  

関する件               －承認－ 

      中村 研司 会員 

⑶ 次年度ガバナー補佐選出に関する件                  

－承認－ 

      小暮 高史 会員 

⑷ 創立６５周年実行委員長選出に関する件                

－承認－ 

      小池 敏郎 会員 

⑸ 新入会員委員会所属に関する件                    

－承認－ 

     会場運営委員会、親睦活動委員会 

⑹ 委員会構成に関する件……別紙Ｐ１２              

－承認－ 

⑺ 館林発明協会 令和２年度賛助会費に関する件 

……別紙Ｐ１３      

 －承認－ 

１０，０００円 

⑻ ロータリー財団地区補助金（ＤＧ）申請内容に 

関する件……別紙Ｐ１４ 

－承認－ 

     ５ＲＣ合同事業 陽光桜植樹 

⑼ ＲＬＩセミナーに関する件……別紙Ｐ１５～１６            

－承認－ 

⑽ 令和３年２月以降の例会場変更に関する件                

－継続－ 

⑾ ８月第３例会 ユニフォーム例会に関する件               

－承認－ 

 ８月２８日（金） 第３例会 → ユニフォーム例会 

⑿ ガバナー公式訪問の形態に関する件 

……別紙Ｐ１７～１８        

                    －承認－ 

    １）実際のクラブ訪問 

      ただし、今後の状況により変更あり 

⒀ Ⅲ型会員の申出に関する件……別紙                  

－承認－ 

⒁ その他 

７．そ の 他 
⑴ 各委員会報告・提案 

 

   プログラム委員会 

               委員長 根岸 利正 

8月 卓話予定 

（日  程）       （予 定 者） 

８月  ７日     なし（各種お祝い） 

８月 １４日     なし(お盆休会) 

８月 ２１日   森田 高史 直前ガバナー 

「メンターの役割について」 
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８月 ２８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・役員会開催日  
２０２０年 ９月 ４日（金） １１：００ ～   

       於・ジョイハウス 

 
 

 
 

―幹 事 報 告― 
幹事 本島 克幸 

 

１．例会場・例会時間の変更 

◆館林西ＲＣ       

９月 ８日（火）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ） 

により） 

９月２２日（火）→ 休会（祝日） 

９月２９日（火）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ） 

により） 

◆館林東ＲＣ       

８月１２日（水）→ 休 会（お盆のため） 

８月１９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 

              点 鐘 １９：００ 

              会 場 ジョイハウス 

◆前橋西ＲＣ       

８月１４日（金）→ 休 会（お盆休み） 

◆前橋北ＲＣ       

８月１０日（月）→ 休 会（山の日） 

８月１７日（月）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ） 

により） 

８月２４日（月）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ） 

により） 

８月３１日（月）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ） 

により） 

◆前橋南ＲＣ       

８月１２日（水）→ 休会（定款第７条第１節（ｃ） 

により） 

８月２６日（水）→ 納涼夜間例会 予定 

 

２．会報、週報 

◆館林西ＲＣ → 会 報 

◆館林東ＲＣ → 会 報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①ガバナー月信８月号のご送付 

 ②ガバナー事務所夏季休暇のお知らせ 

  【夏季休暇】８月１１日（火）～８月１４日（金） 

  【緊急連絡先】代表地区幹事  

０９０－１０５９－３８２４ 

 ③ガバナー公式訪問要領修正のご送付 

  今年度は、新型コロナウィルス感染終息に向け

“新しい生活様式”を実践することが求められてい

ることを踏まえ、ガバナー公式訪問を下記の 3形態

のいずれかに依り行うこととし、そのいずれに依っ

て行うかは各クラブの決定に委ねます。 

１）実際に各クラブを訪問する。 

２）オンライン上で公式訪問を行う。 

３）ガバナーメッセージをビデオ収録したＤＶＤ

を送付するとともにＷｅｂにもアップロー

ドする。 

 ④ＲＬＩセミナーのご案内 

  【日 時】パートⅠ   

９月１３日（日） ９：３０～１７：００ 

       パートⅡ  

１０月１１日（日） ９：３０～１７：００ 

       パートⅢ  

１２月 ６日（日） ９：３０～１７：００ 

  【会 場】前橋問屋センター会館 
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  【出席対象者】会長エレクト・次年度幹事 

（昨年までに未受講コースのある方） 

  【登録料】各コース １名 ４，０００円 

（全コース出席 各１名 １２，０００円 

⑤グローバル補助金のご案内 

  従来から大変懇意にさせて頂いております名古

屋和合クラブの新型コロナウィルス対策として

フィリピンの公立学校に衛生的で安全な飲料水

を提供するプログラムです。実施地区クラブはし

っかり活動している模範的なロータリアンとい

うことです。支援する私たちは実施側から提供さ

れるプログラムを理解しＤＤＦを利用して協力

するということです。（頃合いを見て現地を視察

されることをお勧めします）協力したい、興味が

あるという方はグローバル補助金委員会委員長

又は分区担当委員までご連絡ください。 

◆国際ロータリー日本事務局 

 Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹ リニューアルのお知らせ 

 今回のリニューアルで調整が必要な問題が発覚し、

My ROTARYは日本時間で８月１３日(木)までメンテ

ナンスとなります。この間、My ROTARY に関する一

切の機能がご利用いただけません。ご迷惑をおかけ

してしまうことに心よりお詫び申し上げます。 

お急ぎの案件などにつきましては、下記連絡先へご

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 

◆（公財）ロータリー日本財団 

  確定申告用寄附金領収証のご送付 

◆館邑会後援会 

 令和２年度館邑会後援会幹事会（書面決議）の 

報告について 

 幹事皆様全員より異議なしとの意思表示をしてい

ただき、提案を可決することができましたので、 

ご報告致します。 

◆館林商工会議所 

   「商工たてばやし №４４０」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🔸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 

 
 
横沢 淳夫会員 昭和 61年 8月入会  在籍 34年 

滝野瀬博志会員 平成 2年 8月入会  在籍 30年 

 

在籍年数記念品贈呈者（30 年） 

               滝野瀬 博志会員 

 

―会 員 の お 祝 い― 

 
親睦活動委員会委員長 飯塚 一成 

 
                   （敬省略） 

会員誕生日 
 横沢 敦夫   昭和 12年 8月 24日 

 浦野  隆   昭和 21年 8月 7日 

 小池 敏郎   昭和 24年 8月 2日 

 長柄  純   昭和 28年 8月 6日 

 堀越 貴之   昭和 47年 8月 18日 

 荒木千津子   昭和 41年 8月 18日 

 羽鳥 紫乃   昭和 50年 8月 10日 

 

mailto:rijapan@rotary.org
mailto:rijpntrf@rotary.org
mailto:rijpnfs@rotary.org
mailto:rijpnpi@rotary.org
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ご夫人誕生日 
 新井  保夫人 昭和 19年 8月 23日 

 瀬山 欣春夫人 昭和 28年 8月 11日 

 新井  進夫人 昭和 12年 8月 18日 

 山本  樹夫人 昭和 37年 8月 5日 

 小倉 敏雄夫人 昭和 29年 8月 30日 

 小曽根久八夫人 昭和 41年 8月 9日 

 齋藤 佳延夫人 昭和 50年 8月 8日       

 

結婚記念日 
 宮内 敦夫   昭和 44年 8月 1日     

 帆足 秀司   平成 12年 8月 6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３０４０回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５４名 

５３名 

出 席 者 数 ３７名 

欠 席 者 数 １６名 

出 席 率 69.81％ 

前前回修正 65.38%～80.77％ 

 

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 

本日より菊池さんが、新しくお仲間になりました。 

皆様、よろしくお願い致します。 

☆石川 長司副会長        大変 
菊池新入会員の入会を歓迎します。 

☆本島 克幸幹事       

菊池さん入会ありがとうございます。 

☆松本 耕司会員          大変 

本日の理事会に遅れて出席でしたので、大変申し訳有り

ませんでした。本日、立秋です。いよいよ残暑が厳しく

なると思いますが、皆様方お身体大切に頑張って下さい。 

 

 

☆浦野 隆会員         

本日、数回目の誕生日を迎える事が出来、皆様に感謝。 

☆小暮 高史会員          大変 

次年度ガバナー補佐を拝命させて頂きました。身に余る

大役ですが、精一杯頑張らせて頂きます。会員諸兄のご

指導宜しくお願い致します。 

☆中村 研司会員         大変大変 

浅学菲才の身ではありますが、先輩方の築いてこられた

歴史を汚さぬよう頑張ります。 

皆様方のご指導、ご鞭撻、そしてご協力を切にお願い致

します。 

☆横田 善次会員           

菊池晴美様ロータリーにようこそ。 

末永くおられますように。 

☆山本 樹会員           大変 

妻の誕生日にきれいな花を頂きました。 

本日新入会員の菊池晴美さんをお迎えしました。 

会員の皆様よろしくお願いします。 

☆荒木 千津子会員         大変 

本日、新入会員の菊池晴美さんをご紹介させて頂きます。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

☆菊地 晴美会員         大変大変 

由緒ある館林ロータリークラブ承認下さり、ありがとう

ございます。この御縁に感謝を忘れずに努めていきます。 

☆矢島 孝昭会員         

菊地さん、入会ありがとうございます。 

次回からも、ご出席宜しくお願い致します。 

 

 

S・S・A   小堀 良武委員長 

 
               お疲れ様でした。 

 

 

 

◆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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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 

mailto:tatebayashi.rc@cc9.ne.jp

