
 

点 鐘・ソング 我らの生業 

 

―会 長 挨 拶― 

 

 
会長 谷田川 敏幸 

 

皆さんこんにちは。 

今週も例会出席ありがとうございます。 

 

毎日暑い日が続きますが、コロナ対策もありますが、

熱中症対策にも心がけて頂きたいと思います。 

今度の日曜日にアンブレラスカイの傘を外さなく

てはなりません。２ヶ月間、館林内外の皆様にはお楽

しみいただけたと思います。私も体調に気を付けて作

業をしたいと思います。 

 

さて、本日はユニフォーム例会です。初めての試み 

ですが、ご案内の通り、現場で作業等されている方が、 

着替える時間が無く、やむを得ず例会を欠席される方

も少なくないのではないかと考え、このような試みを 

させて頂きました。 

今後通常例会ではユニフォームをフォーマルと考

え、例会出席向上につなげられればと考えております

ので、皆様のご理解宜しくお願いします。 

 
先週は森田直前ガバナーをお迎えして、メンターの

役割について講話をいただきました。 

来週の理事会でご担当の方を決めさせて頂きます 
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が、前にもお話ししましたが、皆様が入会された当

時を思い出されて、新しい会員が早くこのクラブにな

じめるようにお心遣いをお願い致します。 

 

そして本日は常任委員長の卓話です。大変お待たせ

を致しました。 

各委員会の状況も含めて、今後の事業展開につきまし

て、思いをお話し頂ければ幸いです。 

 

 ロータリーの友９月号６６ページの歌壇に新井進

会員の短歌が掲載されております。後ほどご覧頂けれ

ばと思います。ご紹介させて頂きます。 

 

本日も例会どうぞ宜しくお願いします。  

 

 

 

 

 

―本日の昼食― 

 
牛すじ鍋焼麻婆豆腐 

 

 

 

 

 

 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２０年８月２８日(金) 第３０４２回例会報告（Ｎｏ，７） 

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 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 ２．９．１６（水） 

第６０回館林創意くふう作品展審査会   

於・アゼリアホール 

        対象者 谷田川敏幸 

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・飯塚一成・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 

 

―幹 事 報 告― 
幹事 本島 克幸 
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１．例会場・例会時間の変更 

◆大泉ＲＣ        

９月２３日（水）→ 親睦夜間例会 

                点 鐘 １８：３０ 

                 会 場 幸寿し 

９月３０日（水）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ） 

により） 

◆前橋西ＲＣ       

９月１１日（金）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ） 

により） 

９月２５日（金）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ） 

により） 

１０月９日（金）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ） 

により） 

１０月２３日（金）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）

により） 

１０月３０日（金）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ）

により） 

◆前橋東ＲＣ       

９月 ３日（木）→ 点 鐘 １１：００ 

（お弁当持ち帰り） 

９月１０日（木）→ 休会（定款第７条第１節（ｄ） 

により） 

９月１７日（木）→ 点 鐘 １１：００ 

（お弁当持ち帰り） 

９月２４日（木）→ 点 鐘 １１：００ 

（お弁当持ち帰り） 

◆碓氷安中ＲＣ      

９月 ３日（木）→ 休 会 

９月２４日（木）→ ９月２９日（火） 

安中ＲＣとの合同夜間例会 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①各クラブにおける奉仕事業実践例に関するアンケ

ートご協力のお願い 

②記念切手「日本のロータリー１００周年」発行のお

知らせをご案内させて頂きます。 

２０２０年９月１８日（金）に発売となりますので

楽しみにしていただければと思います。詳細が日本

郵便により発表されましたので、追加の情報として

お知らせいたします。 

資料サイト 

https://www.post.japanpost.jp/kitte/collection/archive

/2020/0918_01/0201.pdf 

＜発行する郵便切手の内容＞ 

【名 称】 日本のロータリー１００ 周年 

【発行日】２０２０年９月１８日（金） 

【種 類】８４円郵便切手 

【売 価】１ シート８４０円 

【販売場所】・全国の郵便局など 

・「郵便局のネットショップ」 

・銀座郵便局での郵便振替による通信販売 

③米山カウンセラー研修会のご案内 

【日 時】９月２６日（土） 

 受 付 １１：００～ 

    研 修 １１：１５～１２：４０ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

 ※マスクのご着用をお願いいたします。 

※お持ち帰りができるお弁当をご用意いたします 

④米山記念奨学セミナーのご案内 

 【日 時】９月２６日（土）  

登録受付 １３：３０～１３：４５ 

     セミナー １３：４５～１６：１０ 

 【会 場】前橋問屋センター会館 

 【登録料】お一人様 ２，０００円 

（地区役員の方は登録料不要） 

 【対象者】会長・米山奨学委員長・地区役員 

地区委員 

※今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため

セミナー登録対象者を例年より削減し、ソーシャルデ

ィスタンス等の対策をとり開催いたします。 

※マスクのご着用をお願いいたします。 

 

⑤ロータリー財団ハンドブック配布のご案内 

 【配布資料】 

・地区補助金委員会及びグローバル補助金委員会 

の名簿・分区担当者一覧表 

  ・ロータリー財団ハンドブック 各クラブ４部 

                地区役員分３部 

 

◆米山奨学生 韓 陶磊くん 

    → 奨学生報告書のご送付 

 

◆館林発明協会 

 第６０回館林創意くふう作品展審査会の開催及び

審査員の委嘱について 

 【日 時】９月１６日（水）  

１０：３０～１３：００ 

 【会 場】アゼリアモール「アゼリアホール」 

 

◆（公財）群馬県ボーイスカウト振興財団 

 賛助会費納入及び新規加入のお願い 

  ・特別賛助会員会費   １口 １０，０００円 

  ・通常賛助会員会費   １口  ３，０００円 

  ・法人賛助会員会費   １口 １０，０００円 

 

 

 

   

 

https://www.post.japanpost.jp/kitte/collection/archive/2020/0918_01/0201.pdf
https://www.post.japanpost.jp/kitte/collection/archive/2020/0918_01/0201.pdf
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― 委員会報告 ―     
 

米山記念奨学委員会 

米山奨学生カウンセラー 飯塚 一成会員 

 
米山奨学生 韓 陶磊くん 

8月 奨学生報告書 

 

今年は普通な日々が過ごせませんでした。世界どこ

の国でも辛苦な生活と経済の衝撃を受けました。私は

二月に、コロナが一番厳然な中国に帰りました。その

時、バス、電車、新幹線などほぼ停止され、いつも混

んでいる道路も本当に車一台もない状態になってい

ました。巨大な都市はまるで静止したみたいです。帰

る途中でも、家についても、14 日の自粛でも、身体

状況を検査する人員が次々と訪ねて来ました。コロナ

に対して、誰でも真面目、想像より慎重な態度を扱っ

ているとこは正直驚きました。 

これで、四月の頃、中国の状況はほとんど抑えまし

た。出かける際に、マスクをつけなくても心配しなく

なり、レストラン、デパート、スーパーと遊園地など

が再開しました。ただ、入ったり出たりのとき、体温

測定だけでなく、「防疫健康 QR コート」も必要にな

ります。赤の場合、どこでも出入り禁止になってしま

います。厳しい管理の結果、みんなが自由、且つ健康

な生活に戻りました。  

 

 
（防疫健康 QR コートの赤、黄、緑コート） 

しかしながら、中国の状態が良くなる一方、海外の

感染が拡散しました。中国の工場が、マスクや人工呼

吸器などの産能が回復したら、すぐ日本、韓国、ヨー

ロッパ、米国にも支援していき、世界各地に輸出しま

した。日本の豊川市が前に４５００個マスクを中国の

無錫市に援助してくれました、現在、困難な時期を越

えた無錫市は、五万個のマスクを恩返しに豊川市に支

援しました。「山川異域、風月同天」これこそ、両国

の人々がお互いに助け合い、お互いに繋がり、共に健

康に暮らし、発展していきます。助けを受けた中国は

今、世界への援助を務めています。  

また、大学の課程も、登校できないため、今学期は

オンライン授業の形で行いました。家に留学するのは

前想像つかないことでしたが、科学の進歩と通信手段

の発展の元に実現しました。コロナの影響状況と対策

も各政府や学会に検討をしています。これからの５Ｇ

通信技術も活用して、ロータリークラブを、世界各地

の人々と繋ぎ、他の地域のロータリークラブとの交流

も深められるではないかと思っていました。 

  

以上は私の近況報告です。  

世界が元に戻れるようを祈っています。世界人民の

健康を願っています。  

 

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３０４２回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５４名 

５３名 

出 席 者 数 ４０名 

欠 席 者 数 １３名 

出 席 率 75.47％ 

前前回修正 77.36%～81.13％ 
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ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 

 
☆谷田川 敏幸会長       大変 

本日は常任委員長さんの卓話です。宜しくお願い

申し上げます。 

 

☆石川 長司副会長       大変 

本日クラブ管理運営常任委員会につきまして卓話をさ

せて頂きますので。 

 

☆新井 保会員          

妻の誕生祝いにきれいな花を戴きましたので。 

 

☆新井 進会員          

先週のパストガバナー森田様のロビーでの話で短歌 3 ヶ

月連続のトップ掲載に評価頂きました。又、本日の友に

短歌が５席に掲載され、会長より披露頂きまして！ 

 

☆松本 耕司会員        大変 

酷暑が続いて居りますが、皆様方のお元気な姿を拝見さ

せて頂き、自らも頑張ろうと思いました。先週は、半世

紀近くお世話になった近所の方の葬儀と重なってしま

い欠席となり申し訳有りませんでした。 

 

☆長柄 純会員            

本日委員会方針を致しますので。 

 

☆毛塚 宏会員            

ロータリー財団委員長として卓話をさせて頂きます

ので。 

 

☆中村 研司会員           

本日、卓話をさせて頂きますので。 

 

☆渋澤 勉会員       

お世話になります。卓話をさせて頂きます。 

 

☆山本 樹会員         

本日は卓話をさせて頂きます。また、例会を早めに退

出させて頂きます。 

 

☆根岸 利正会員           

本日は、常任委員長の皆様よろしくお願いいたします。 

 

☆矢島 孝昭会員 

本日、クラブ管理運営常任委員会の皆様、卓話宜しく

お願い致します。 

 

 

 

 

― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 

根岸 利正委員長 

 
 

 

 

クラブ管理運営常任委員会 

石川 長司常任委員長 

 
 

委員会方針、事業計画につきましては、現況報告書

をご確認して頂ければと思っています。 

 各委員会について説明をします。 

 会場運営委員会は、小堀良武委員長にお願いいたし

ます。歓談の場に欠かせない美味しい食事の提供をよ

ろしくお願いします。そして、根岸副委員長には、小

堀委員長を支えて頂きたいと思っています。 

 出席・ニコニコ BOX委員会は、矢島孝昭委員長にお

願いいたします。今年度より出席とニコニコ BOXが統

一され 1つの委員会となりましたので、矢島委員長に

おかれましては、御負担が多くなるかと思いますが、

先輩の小暮高史副委員長もいらっしゃるのでよろし

くお願いしたいと思っております。 

 親睦活動委員会は、飯塚一成委員長にお願いいたし

ます。親睦ゴルフやクリスマス家族会などその他親睦

活動において御尽力頂きたいと思っております。 
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クラブとしましては、会員同士の親睦を大切にしたい

と考えていますので、皆さんが楽しい一時を過ごせる

ようお願いします。矢島副委員長にも飯塚委員長を支

えて頂き、来年に向け頑張って頂きたいと思っており

ます。 

 プログラム・健康増進委員会は、根岸利正委員長に

お願いいたします。今年も 3分間スピーチの実施をお

願いいたします。また、卓話については、会員の皆様

が興味を持てる内容で開催して頂きたいと思ってお

ります。 

そして、健康増進につきましては、横田善次副委員長

の指導で、健康診断に力を入れて頂きたいと思ってい

ます。 

過去にも健康診断を受けて、病気が早期発見出来たこ

とがありました。当クラブの平均年齢は 61歳です。

より多くの方に健康診断を受けて頂きたいと思って

います。 

ご存知のように新型コロナウィルスが流行しており

ますので、会員の皆様は日頃の体調管理、衛生面の強

化を意識して頂きたいと思っております。 

 

 

 

 

公共イメージ常任委員会 

長柄 純常任委員長 

 
 

1. 方針 

ロータリー活動を一般の人びとに認識して頂き 

「行動人」としてロータリアンの姿を、地域社会

に知ってもらうことを目指す。 

2. 事業計画 

① 地元メディアの記者をクラブの特別イベン

トや活動に招待し記事等を掲載してもらう。 

② 事業活動においてクラブジャンパーを着用

し認知度を高める。 

③ Web配信の充実を図る。 

④ 会員増強・退会防止 純増 10名 

 

会員組織常任委員会 

山本 樹常任委員長 

 
当委員会では毛塚年度に策定しました長期戦略計

画に基づいた形の、クラブの活性化及び拡大を進めて

いきたいと考えています。 

その中で当然新しい仲間を多くすることが大事だ

と思いますが、それ以上に、今いる会員の方々が居心

地の良いクラブを作って、そこに居て頂くことが何よ

り大事になってくると思います。 

当然、クラブの中には年配の方、若い方、ベテランの

方、入会間もない方、様々に方がいらっしゃいます。

各々価値観等違いますけれども、その中で各々が居心

地のいい空間を作っていく為に、私どもの委員会では

努力していきたいと思っています。 

 一人一人の会員がロータリークラブに入って楽し

いと思って頂き、まだ入会していない方々にロータリ

ークラブの楽しさを伝えていくことが、会員の拡大に

繋がっていくと考えております。 

 今年度より、新入会員の方が居心地良く思って頂け

るようにフォローを行うメンター制を取り入れるこ

とになりました。メンターに選ばれた方はご協力お願

いします。そして、楽しい活気ある館林ロータリーク

ラブを作っていきたいと思っておりますので、1年間

どうぞよろしくお願いいたします。 

奉仕プロジェクト常任委員会 

中村 研司常任委員長 
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当常任委員会のもとにはある 

職業奉仕委員会の帆足 秀司委員長 

社会奉仕委員会の多田 善洋委員長 

国際奉仕委員会の上野 和路委員長 

青少年奉仕委員会の堀越 貴之委員長 

館林のまつり委員会の関井 宏一委員長 

と共に 1年間頑張っていきたいと思っております。 

 ロータリーの 2つの公式標語として「超我の奉仕」、 

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」 

がありますが、この公式標語を基に活動していくのが、

この奉仕プロジェクト常任委員会だと思います。 

委員長さんと共に、皆様方のご協力を得て 1年間クラ

ブの為、地域の為、世界の為に頑張ってまいります。 

 ロータリークラブは、以前よりポリオの撲滅活動に

取り組んでいるわけですが、数日前 WHOから、アフリ

カで野生株のポリオが根絶されたという宣言があり

ました。あともう少しで世界中からポリオを根絶する

事が出来そうです。 

こういった事も国際奉仕、社会奉仕という広い意味で

考えれば係わってくるかと思います。 

 ロータリークラブは、奉仕無くして、ロータリーク

ラブではないと思います。改めまして委員長さん方と

結束し、館林ロータリークラブの奉仕活動を頑張って

まいります。 

 

ロータリー財団常任委員会 

毛塚 宏常任委員長 

 
 

ロータリー財団の使命はロータリアンが、人々の健

康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す

ることを通じて、世界理解、親善、平和を達成できる

ようにすることです。ロータリー財団はロータリーの

使命を達せするための手段です。 

ロータリー財団の財務状況をみますと、2019年 6

月末の時点では、国際ロータリーの総資産は 1億 4586

万ドルで収入は１億 1320万ドルです。それに対して

ロータリー財団の総資産は11億5027万ドルで収入は

3億 6051万ドルとなっており、国際ロータリーの子

会社であるロータリー財団の方が大きくなっていま

す。 

1917年に 26ドル 50セントの寄付から始まったロ

ータリーの寄金が、その後の世界中のロータリアンの

協力でこの様な大きな規模になったわけです。 

館林ロータリークラブでは、小池パスト会長年度か

ら、年会費と一緒に財団寄付を集めるようになったた

め、会員の皆様は寄付をしている感覚があまり無くな

っているようですが、以前は寄付を集めるのが非常に

大変で、寄付金が地域目標、クラブ目標に届かない時

代もありました。 

ロータリー財団は「寄付を集める活動」と「寄付を 

使う活動」があります。 

ロータリアンの年次寄金寄付と恒久寄金収益はロー

タリー財団に集められます。そして３年後に国際財団

活動基金（WF）と地区財団活動資金（DDF）に 50％ず

つ分配されます。（シェア・システム） 

2021－2022年度の 2840地区財団活動資金の総額は約

990万円で、それが各クラブに分配されます。館林ロ

ータリークラブには地区補助金として約 23万円分配

される予定ですので、石川会長エレクトには是非素晴

らしい計画を実行して頂きたいと思います。 

 ロータリー財団は寄付を集めているだけではなく、

ロータリーの為に使う活動を最優先にしていること

を覚えておいて下さい。 

 

米山奨学常任委員会 

渋澤 勉常任委員長 

 
 

 米山記念奨学事業の基礎知識-奨学金制度編-とし

て、ロータリーの友 8月号の 24ページに詳しく掲載

されておりますのでご覧いただければと思います。 

この奨学金事業は外国人留学生を対象にしており、 

通常ですと第 1例会に米山奨学生に来て頂いて、月額

10万円の奨学金をお渡しする事になっております。 

しかし、今年は新型コロナウィルスの影響で日本に入

国が出来ませんので、今月より奨学生が毎月報告書を

提出する事になりました。その間の奨学金は 10万円
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ではなく 5万円を支給する事になっています。 

 米山記念奨学事業の米山という名称は、「日本のロ

ータリーの父」と呼ばれる米山梅吉氏に由来するもの

です。米山梅吉記念館が静岡県にあり、当クラブも見

学に行くことを今後検討したいと思っています。 

 米山記念奨学金事業に対し、皆様方より会費と一緒

に寄付金（16000円）を集め寄付をしております。 

この寄付に自覚を持って頂き、良い事業に協力をして

いる誇りを持ってもらいたいと思います。 

 9月 26日に米山研修セミナーがありますので、 

御質問等がございましたら、それ以降にお受けいたし

ます。 1年間宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

S・A・A   小堀 良武委員長 

 
 

 

＜9月のお食事＞ 

9月 ４日 第１例会  

鶏釜飯と鶏照り焼き 

9月 11日 第 2例会 

          チキングリルと唐揚 

9月 18日 第 3例会  

麦風鶏の油淋鶏 

9月 25日 第４例会  

カレーセット 

 

＊苦手なお食事がございましたら、S・A・Aまで 

ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニフォーム例会という事で、多くの方が仕事着姿

で参加されました。 
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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 
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