
 

点 鐘・ソング 奉仕の理想 

 

―会 長 挨 拶― 

 
会長 谷田川 敏幸 

 

皆さんこんにちは。本日も例会出席ありがとうございま

す。 

先週はお盆で例会はお休みでした。皆様は如何お過ごし

でしたか？私はいつも通りご先祖様をお迎えし、家での

んびりさせて頂きました。 

本来でしたら熱闘甲子園で盛り上がっている頃でしょ

うが、今年はコロナの影響で甲子園も交流試合でした。

残念ながら群馬代表の２校は負けてしまいましたが、全

国の高校球児の引退試合が出来た事は、ある意味では区

切りが出来て良かったと思います。 

全国には目標達成が出来なかった方々が沢山いると思

います。スポーツに限らずいろんなカテゴリーで大会が

中止になり、一生懸命努力をしてきた集大成が出せずに

肩を落としている方も多いと思います。ただ、結果は残

らなかったかも知れませんが、それまでの過程も大切だ

と思います。今後の人生に必ず生かせると思います。 

 

前回の例会後、５ヶ月ぶりに再開になりました全日本ダ

ートトライアル参戦のため、北の大地に行ってきました。

電車を避けて車で羽田まで向かい、空港でも人と離れて、

と思いきや空港内はガラガラでした。当然ながら飛行機

も空席が目立ちました。現地でもレンタカーを利用し、

いつもでしたら札幌に泊まり、なじみの炉端焼きで美味

しい魚と酒ですが、滝川という街まで直行し、コンビニ

で買ったおつまみで部屋呑みを始めたのは１０時頃で 

 

した。 

翌日チームスタッフと合流しましたが、松尾ジンギスカ

ン本店を目の前に部屋呑みで済ませました。せっかく北

海道まで行ったのに・・・。 

ところで結果ですが、残念ながら４位でした。トップと

０．７秒差、２位と０．３秒差、３位と０．１秒差。一

回り以上若い世代にやられちゃいました。 

残念ながら、９月の福井大会と１０月の広島大会が中止

となりました。残りは４月に延期となった、九州大会だ

けとなりましたが、もしこれも中止となった場合は開催

数が少ないために今シーズンのタイトルは不成立とな

ってしまいますので、今後の動向が気になります。 

 

さて、本日は森田直前ガバナーをお迎えしての例会です。 

卓話の時間でメンター制度のお話を中心に講話をして

頂きますが、ロータリーの将来のために様々な改革をさ

れた方です。 

実際にこの度の細則変更で会員規定を設けさせて頂き

ましたのも参考にさせて頂きましたし、過日行いました

地区補助金事業の変更もご指導頂きました。 

新入会員はもとより全ての皆様に参考になるお話しが

聞けると思いますので、皆様宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

―お 客 様―  

 

 
国際ロータリー第２８４０地区 

直前ガバナー  森田 高史様 

 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２０年８月２１日(金) 第３０４１回例会報告（Ｎｏ，６） 

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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―本日の昼食― 

 
上州麦豚のスタミナ焼き定食 

 

 

―会 務 報 告― 

 
会長 谷田川 敏幸 

      

 
 
今後の予定 

Ｒ ２．９．５（土）   

野鳥の森園路除草        

於・東武トレジャーガーデン 

       対象者 小堀 良武・他 

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 ２．９．２９（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 ２．１１．６（金） 

ガバナー公式訪問            

 於・ジョイハウス 

Ｒ ２．１１．６（金） 

第４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 ２．１１．７（土） 

ロータリー財団補助金管理セミナー   

               於・前橋商工会議所 

対象者 会長・会長エレクト・幹事・ロータリー財団

委員長・地区補助金担当者・クラブ事務局員 

Ｒ ３．６．１２（土）～１６日（水） 

国際大会            

 於・台湾 台北 
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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 

◆前橋ＲＣ    ８月１８日（火）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

         ８月２５日（火）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

         ９月２２日（火）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

         ９月２９日（火）→ 会 場  

群馬ロイヤルホテル 

◆前橋西ＲＣ   ８月２１日（金）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

         ８月２８日（金）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

         ９月例会 → 通常通り実施予定 

◆前橋南ＲＣ   ８月２６日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

         ９月例会 → 実施予定 

◆前橋中央ＲＣ  ８月２６日（水）→ 休会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆伊勢崎南ＲＣ  ９月８日（火）→ 早朝坐禅例会 

                 点 鐘 ６：３０ 

                 会 場 同聚院 

         ９月２２日（火）→ 休 会 

（秋分の日） 

         ９月２９日（火）→ 夜間例会 

                点 鐘 １８：３０ 

              会 場 プラザ・アリア 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①地区補助金審査結果通知書のご送付 

  補助金支給決定額  ５，２８３ドル 

②２０２０－２１年度ＲＬＩセミナー別紙のご送付 

③２０２２年規定審議会立法案提出についての 

ご案内 

規定審議会は、３年に一度開催されるＲＩ唯一の立

法機関です。規定審議会で審議される立法案はロー

タリーの組織規定（ＲＩ定款・ＲＩ細則・標準ロー

タリークラブ定款）を改正する制定案です。 

つきましては、各クラブから立法案（制定案）を積

極的に提案して頂きますようお願い申し上げます。 

クラブから地区への立法案（制定案）提出締切日は

９月３０日とさせていただきます。 

その後、地区審議会立法案検討委員会で検討審議の

上、郵便投票（クラブ投票）の形で皆様にお諮りし、

採決後ＲＩへ提出する運びといたします。（＊地区

から提出できる立法案は５件以内に制限されてい

ます。また本来、例年秋開催の地区大会にて決議す

ることになっていますが、本年度は地区大会が来春

に延期になったため、このように対応させていただ

きます。） 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

 ①「ハイライトよねやま ２４５号」 

 ②出国奨学生「奨学生報告書」の提出について 

  ・奨学金は、前月の「奨学生報告書」の提出を 

確認してからのお渡しとする。 

・例会に出席出来ない月は、その月毎に提出して

いただく。 

・奨学生から提出された「奨学生報告書」は、 

クラブ事務局から、地区・奨学会へ提出する。 

  ・開始：２０２０年８月分から 

・提出期限：該当月の２５日迄 

・「奨学生報告書」を参考に、クラブ週報などで、

クラブ会員に奨学生のことを紹介する。 

◆前橋中央ＲＣ 

  地区大会記念ゴルフ大会のご案内 

  【日 程】１０月１８日（日） （雨天決行） 

  【会 場】サンコー７２カントリークラブ   

TEL０２７－３８８－２８００ 

  【スタート】７：３５～ 全コース同時スタート 

  【参加費用】個人戦 お一人様 １，０００円 

        団体戦 １クラブ １０，０００円

（４名以上の参加をお願いします） 

  【プレー費】キャディ付 １５，３００円 

（諸経費、キャディフィ、昼食、税込み） 

        セルフ   １１，５００円 

（諸経費、昼食、税込み） 

※６５歳～６９歳の方は３５０円、７０歳以上の方

は７００円の利用税の減税があります。 

 ※新型コロナウィルス終息の見通しがつきません

ので，プレー終了後の表彰式及びパーティーは行

わないことといたします。当日は，ハーフコンペ

の形で成績発表をさせていただきます。 
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◆館林市野鳥の森市民協力会 

  野鳥の森園路除草の実施について 

  【日 時】９月５日（土） ７：００（雨天決行） 

  【場 所】東武トレジャーガーデン館林  

駐車場東側 

  【人 数】３名程度 

 

 

   

 

 

― 委員会報告 ―     
 

出席・ニコニコ BOX委員会 

            矢島孝昭委員長 

 
 

 

例会出席報告 

     

通算３０４１回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５４名 

５３名 

出 席 者 数 ３２名 

欠 席 者 数 ２１名 

出 席 率 60.38％ 

前前回修正 65.38%～90.38％ 

 

 

 

ご芳志 

 

国際ロータリー第２８４０地区 

直前ガバナー  森田高史様 

 

 

 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 

 
☆谷田川 敏幸会長       大変 

本日は森田直前ガバナーをお迎えしての例会です。

楽しみにしております。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 

☆石川 長司副会長      

本日は国際ロータリー第 2840 地区森田直前ガバナーに

「メンターの役割について」の講話を頂戴いたしますの

で。 

 

☆本島 克幸幹事          

森田パストガバナーご来訪ありがとうございます。 

 

☆野辺. 昌弘会員          

森田直前ガバナーのご来訪、歓迎いたします。 

 

☆小暮 雅𠀋会員        大変 

森田直前ガバナー、暑い中ようこそ。 

ご指導お願いします。 

 

☆小池 敏郎会員          

森田直前ガバナーご来訪有難うございます。 

本日ご指導宜しくお願いします。 

 

☆原 初次会員         大変 

森田直前ガバナーのご来訪に感謝申し上げます。 

ご指導宜しくお願いします。 

 

☆長柄 純会員            

森田直前ガバナー、ようこそお越し頂きました。 

 

☆毛塚 宏会員            

森田直前ガバナーご来訪ありがとうございます。 

 

☆瀬山 欣春会員           

直前ガバナーの森田高史様のご来訪を歓迎いたします。 

ご指導をよろしくお願いいたします。 

 

☆中村 研司会員           

森田直前ガバナー本日はお世話になります。 

勉強させていただきます。 

☆関井 宏一会員       大変×６ 

コロナ禍にもかかわらず、父の葬儀に会長はじめ多くの

会員の方々に大変お世話になり感謝申し上げます。 

 

☆山本 樹会員        大変 

本日は森田高史副ガバナーの講話を聞かせていただ

けます。ご指導よろしくお願いします。また、先日は

大変お世話になりました。 



 5 

☆小堀 良武会員 

森田直前ガバナー遠い所ありがとうございます。 

 

☆荒木 千津子会員      大変 

過日、お誕生日にはステキな花束をいただきましてあり

がとうございました。 

 

☆根岸 利正会員           

本日は森田高史直前ガバナーより、講話を頂戴いたし

ますので。 

 

☆羽鳥 紫乃会員 

この度、わたくしにまで会長より誕生日の花束を頂き

ました。お心遣いに感謝申し上げます。 

 

― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 

根岸 利正委員長 

 
 

講話「メンターの役割について」 

 

 
国際ロータリー第２８４０地区 

直前ガバナー   森田 高史様 

1.私の考えるメンターの定義 

豊かな人間関係をクラブの中に積極的に作り出し、 

新入会員のロータリーライフの設計やロータリアン

としての成長にプラスの影響を与える活動 

 

2.私の考えるメンターの目的 

（1）新入会員の定着促進 

 ・疎外感を緩和する精神的なケアを行う 

（2）ロイヤリティー（Loyalty）の醸成 

  ・帰属意識、忠誠心を芽生えさせる 

（3）ロータリアンとしての喜びを感じてもらう 

（4）クラブ内ネットワークの構築を図る 

 

3.私の考えるメンターの役割 

（1）話を聞く（言わない、聞くだけ） 

  個別に・定期的に・リラックス出来る環境で 

（2）アドバイス・意見を行う 

（3）暗黙のルールを教えてあげる 

 

4.私の考えるメンターの選任 

（1）メンターとメンティーのマッチング 

  ・経験からは可能な限り同世代が望ましい 

（2）入会時に理事会にて決定 

  ・原案は会員増強委員長、会長、幹事で協議 

  ・会員候補者推薦書に記載 

 

5.実施方法 

（1）回数：1回/月 （入会後 3ケ月） 

（2）時間：30分～1時間/回 

（3）期間：半年～2年 

（4）会食：1回/3か月. 半年 

ルールを決めて実施していくことが肝要 

 

6.サポート体制の構築 

（1）メンター任せでなく気にしてあげることが大切 

（2）メンターの相談先の確保 

（メンターを孤立させない） 

（3）会食の予算措置 

（4）会員全員がウェルカム・フレンドリーを積極的に

表現する 

 ＊「近頃の若い者は挨拶ができない」は禁句 

（5）メンター研修会の開催 

     ・モデルメンター研修会 

 

7.モデルメンター研修会 （伊勢崎 R.C.） 

（1）半年に 1回例会後 1時間程度開催 

（2）モデルメンター研修会次第 

  ①開会               司会者 

  ②挨拶                会長  

 ③趣旨説明       クラブ研修リーダー 

  ④新入会員の現況報告      各メンター 

   （イ）例会出席状況（メイキャップ含む） 

   （ロ）クラブ事業出席状況 

   （ハ）所属委員会での活動状況 
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   （二）その他 

  ⑤意見交換       クラブ研修リーダー 

（イ） メイキャップ未実践会員への対応 

（ロ） 出席率の低い会員への具体的なアプロ

ーチ 

（ハ） 委員会メンバーとしての活動の勧奨 

   ⑥講評             パスト会長 

   ⑦閉会               司会者 

 

 

会員増強について 

全国の会員数は昨年 7月には約 8700人いましたが、

今年 7月には約 8500人となり、約 2200人減少してい

ます。 

全国に 34地区あるため 1地区あたり平均 65人の減少

ということになります。 

34地区の中で会員数の純増した地区が 2地区ありま

すが、32地区は純減しています。 

当 2840地区は 2100人が 2082人ということで純減 

18人で、純減の中では 1番少ない数字です。 

これは、数クラブが選択している正会員規定の多様化

が、退会防止には一定の効果があったと感じています。 

館林ロータリークラブもクラブの戦略計画に基づく

会員増強を実行するために、メンター制を導入される

ということですので、益々のご活躍、ご健闘をお祈り

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―記 念 品 贈 呈― 

 
 

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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