
 

点 鐘・ソング 国歌 奉仕の理想 

 

―会 長 挨 拶― 
 

谷田川 敏幸会長 

 
 

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、皆様体調管理はされてい

ることと思います。このところ今までと違う地域で最

高気温が観測されるようになってきました。先日は静

岡で記録されたり、昨日は新潟だったり。私たちが子

どもの頃は 30 度を超えると「今日は暑いね」などと

いう会話だったように記憶しております。それが今は

40 度超えになっています。温暖化現象が進んでいま

すが、容易に解決できることでは無く、今はそれに順

応していくしか無いと思います。 

日曜日にアンブレラスカイの傘を外しましたが、予

報を聞くとやはり気温が高いとのことでしたので、時

間を早めて６時から作業をしました。涼しいうちに撤

去が出来、熱中症にもならずに済みました。 

先週の金曜日に安倍総理が辞任会見をされました。

体調不良とのことでしたが、７年８ヶ月という長期間、

この国の総理大臣をお勤めいただきましたが、そのプ

レッシャーは想像できません。 

私は現在ロータリーの会長を務めておりますが、50

余名の会の代表として、起こる事態に判断し対応して

いるわけですが、それなりにプレッシャーを感じてい

ます。それが総理大臣という重責を担っている訳です 

 

から、比べようにもならないプレッシャーだと思いま

す。体を壊さない方がおかしいと思います。これまで

の政策を非難する方もおられますが、その時々に最善

を尽くした結果ですので、結果論で物事を判断しない

でいただきたいと思います。今は心よりお疲れ様でし

たと言わせていただきます。 

さて、本日の理事会でメンター制の導入が決まりま

した。後ほど理事会報告で担当される方が発表になり

ますが、前にもお願いしておりますが、あくまでもメ

ンターは新会員の担当です。クラブに早くなじんでも

らうためのフォローをしていただきますが、全ての責

任を負うものではありません。ここにおられる皆様も、

新会員に対しお心遣いをお願いしたいと思います。宜

しくお願い申し上げます。 

ロータリーは人を育てる組織です。会員それぞれが

リーダーシップを発揮しながら、いろいろな事柄に対

応していただきたいと思います。そして最終的にはハ

ートが大切だと思います。 

本日も例会どうぞ宜しくお願い申し上げます。  

 
創立 65 周年実行委員会 

             小池 敏郎委員長 

 
 
皆さんこんにちは。 

この度、館林ロータリークラブ創立 65 周年実行委

員長を拝命いたしました。 

私も入会して再来年には 30年になります。創立 65

周年という事は、私の在籍年数の倍以上前に創立され

たという事ですので、非常に館林ロータリークラブの

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 
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歴史の重みを感じている所でございます。 

私の住んでいる所にある板倉ライオンズクラブで

は、私と同世代の方が一番の長老ですけれども、うち

のクラブでは私より一回り以上年上の方々も皆さん

お元気でいらっしゃいます。まだまだ私もご指名を頂

いたからには、しっかりと館林ロータリークラブの皆

様と一致団結して、創立 65 周年事業を成功裡に収め

ることが出来るように頑張ってまいります。その節に

は御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

―本日の昼食― 

 
鶏釜飯と鶏照り焼き 

 

―会 務 報 告― 

 
谷田川 敏幸会長 

 
 

今 後 の 予 定 

⑴ Ｒ２．９． 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 

⑵ Ｒ２．９．１３（日） 

ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ   

於・前橋商工会議所会館 

  対象者 石川長司・関口 昇・本島克幸・中村研司 

 

⑶ Ｒ２．９．１６（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 

⑷ Ｒ２．９．２６（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 

⑸ Ｒ２．９．２６（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 

⑹ Ｒ２．９．２９（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 

⑺ Ｒ２．１０．１（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 

⑻ Ｒ２．１０．３（土） 

    第１９回ロータリー全国囲碁大会    

 於・日本棋院本院 

⑼ Ｒ２．１０．１１（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 

⑽ Ｒ２．１０．１６（金） 

第２回ガバナー補佐訪問         

                於・ジョイハウス 

⑾ Ｒ２．１０．１６（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） 

⑿ Ｒ２．１０．１８（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 

⒀ Ｒ２．１０．２４（土）・２５（日） 

ＲＹＬＡ研修セミナー 【中止】 

⒁ Ｒ２．１０．２８（水） 

第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会 

  於・つつじヶ丘Ｃ.Ｃ 

⒂ Ｒ２．１１．６（金） 

ガバナー公式訪問            

於・ジョイハウス 

⒃ Ｒ２．１１．６（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） 

⒄ Ｒ２．１１．７（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 
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   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 

⒅ Ｒ２．１１．２５（水） 

第４９回ロータリー研究会         

                  於・ＺＯＯＭ 

対象者 パストガバナー・地区役員 

クラブ会長（第２部のみ） 

⒆ Ｒ３．６．１２（土）～１６日（水） 

国際大会         

  於・台湾 台北 

 

―理 事 会 報 告― 
本島 克幸幹事 

 
 

２０２０～２０２１年度・館林ロータリークラブ 
９月 定 例 理 事 会 

令和 2年 9月 4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 １２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・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 

５．今 後 の 予 定 

６．協 議 事 項 

⑴ 地区大会記念ゴルフ大会に関する件          

－承認－ 

      参加費用 クラブ負担 

      インコンペなし 

⑵ 米山記念奨学セミナーに関する件          

－承認－ 

      登録料 クラブ負担 

 

⑶ メンター制の導入に関する件              

－承認－ 

本年度よりメンター制を導入する 

  ・メンターの担当は会員組織常任委員会 

   選任及び解任は理事会の承認を得る 

  ・メンター研修(新会員含む)はクラブ研修常任委員

会開催の際は会員組織常任委員会が協力する 

 メンティー及びメンター一覧表 

新入会員   会員名 

小倉 敏雄 メンター 毛塚  宏 

中世 吉昭 メンター 上野 和路 

石川 正直 メンター 根岸 利正 

小曽根久八 メンター 多田 善洋 

羽鳥 紫乃 メンター 荒木千津子 

藤島  厚 メンター 飯塚 一成 

本間美儀男 メンター 山本  樹 

山岸 孝昭 メンター 渋澤  勉 

磯野 哲也 メンター 中村 研司 

本島 勝則 メンター 原  初次 

菊地 晴美 メンター 荒木千津子 

帆足 秀司 メンター 矢島 孝昭 

⑷ ２０２２年規定審議会立法案提出について        

－承認－ 

     未提出 

     今後何かあれば協議する 

⑸ 第３回クラブ協議会開催日程に関する件                

－承認－ 

   【日 時】 １０月１６日（金） 例会終了後～ 

   【会 場】 ジョイハウス 

   【議 題】 中山ガバナー補佐との意見交換 

⑹令和２年度複十字シール運動募金の協力に関する件                    

－承認－ 

 昨年度１０，０００円 今年度１０，０００円 

⑺ その他 

７．そ の 他 

⑴ 各委員会報告・提案 

プログラム・健康増進委員会 

委員長 根岸 利正 

９月 卓話予定 

（日 程）      （予 定 者） 

９月 ４日    なし（各種お祝い） 

９月１１日    ボーイスカウト館林第一団 

          団委員長 中村 利光 様 

９月１８日    群馬県立館林高等学校 

          校長 髙張 浩一 様 

９月２５日    館林市役所 文化振興課 

         市史編さんセンター 

          所長 岡屋 紀子 様 

 

★ 次回理事・役員会開催日  
Ｒ２年１０月２日（金） １１：００  ～   

     於・ ジョイハウス 
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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 

◆館林東ＲＣ   

９月 ９日（水）→ 休 会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

     ９月１６日（水）→ 休 会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

     ９月２３日（水）→ 夜間例会 

          点 鐘 １９：００ 

          会 場 ジョイハウス 

     ９月３０日（水）→ 休 会 

（クラブ細則５－２ ５週目を休会とする） 

◆太田ＲＣ        

９月１０日（木）→ ９月６日（日）高山清掃例会 

◆前橋北ＲＣ       

９月２１日（月）→ 休 会（敬老の日） 

     ９月２８日（月）→ 夜間例会 

◆前橋南ＲＣ       

９月 ９日（水）→ 休 会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

     ９月２３日（水）→ 休 会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

     ９月３０日（水）→ 休 会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

 

◆富岡ＲＣ        

９月３０日（水）→ 休 会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆沼田ＲＣ        

９月２２日（火）→ 休 会 

 

２． 会報、週報 

◆大泉ＲＣ → 会 報 

◆館林東ＲＣ → 会 報 

 

３． その他 

◆ガバナー事務所 

①２０２０－２０２１年度ＩＡ活動報告書ご提出

のお願い 

②熊本地域豪雨義捐金についてのご報告 

  クラブ独自で直接第２７２０地区へ１００，００

０円を送金された草津温泉ＲＣを除いた３４ク

ラブの皆様から合計：１，２５５，２６９円の浄

財をお預かり致しました。当地区には前記第２７

２０に加えて第２７００地区（福岡県）からも 

支援の要請が参りました。両地区内での被害の程

度を考慮しガバナー諮問委員の皆様との協議等

も踏まえ、災害対策積立預金会計を４４，７３１

円取り崩し、・第２７２０地区に１，０００，０

００円・第２７００地区に３００，０００円を 

災害復興支援金として送金させて頂きました。 

 ③ＲＬＩセミナー PartⅠ 会場変更のお知らせ 

        【日 時】９月１３日（日） 

        【会 場】前橋商工会議所会館 

  ※なお、PartⅡ・Ⅲにつきましては、新型コロナ

ウイルスの感染状況をみて、変更する事になり

ましたら改めてご連絡させて頂きます。 

 ④ガバナー月信９月号のご送付 

  月信は、下記の山田邦子ガバナー事務所ＨＰから

もダウンロードできるようになっております。 
http://www.rid2840.jp/yamada/ 

 ⑤第４９回ロータリー研究会 第２部参加へのご

案内 

 「第４９回ロータリー研究会」が ZOOMのウェビナ

ーによるオンラインにて開催されます。本年度は

初めて、各ロータリークラブ会長及びローターア

クトクラブ会長の皆様へも『第２部のオープン・

フォーラム』へご参加頂けるとのお知らせがござ

いました。 

【日 時】１１月２５日（水） 

 ⑥ガバナー公式訪問例会開始時刻変更可能のお知

らせ 

  クラブを公式訪問させて頂く際は例会での点鐘

から全てのプログラムの終了まで１２０分以内

でとお願いしておりますので、通常の例会開始時

刻では終了が１４時頃になってしまい昼食を供

するのに特段のスケジュール設定を余儀なくさ

れているクラブがおありになると伺っておりま
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す。 

  昼食時間帯を含めたガバナー公式訪問時の全て

のプログラムがスムーズに進行し多くのクラブ

会員の皆様にご出席頂くためであれば、例えば例

会開始時刻を１０時半や１１時にご指定頂いて

もその時刻に伺わせて頂きますので、ご検討頂き

たくお願い致します。 

 ⑦第２０回ＲＹＬＡ研修会中止のご案内 

  昨今のコロナ情勢下、将来有望な若者を集めての

研修はリスクが高いと判断し中止の運びとなり

ました。 

ＷＥＢやＤＶＤ等を使ってのリモート開催も検

討致しましたが、対象相手が一定の集団ではない

ため呼びかけが多数に渡る事、またＲＹＬＡの本

来の目的は、一同に会してお互いに刺激し合って

成長することである事等を鑑み、完全な中止とな

ります。 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

    奨学生・学友証明書のご送付 

◆（一社）ロータリーの友事務所 

 新型コロナウイルス感染症に関する友事務所対応

の件 

１）『友』配布に関して 

 ９月号以降も、編集・製作工程の関係と協力し、極

力第１例会日にクラブへお届けできるように製作

していきます。万一遅れる場合は別途ご案内します。 

２）友事務所運営について 

今後も、基本的に友事務所職員は時差出勤と在宅勤

務併用で業務にあたります。今後の状況を判断しつ

つ、期間を変更する際は改めてご報告いたします。

ご了承ください。 

友事務所に対する問い合わせ対応時間を１０：００

から１７：００とします。 

３）問合せ等について 

編集部および管理部に対する問合せは、メールにて

対応いたします。 

①編集部 hensyu@rotary-no-tomo.jp 

※記事の投稿等はウエブサイトの投稿フォーム

も併せて活用ください。 

②管理部 keiri@rotary-no-tomo.jp 

※『友』増部、広報誌等のお申込み、クラブの『友』

送付先変更等も、ウエブサイトから連絡が可能

です。併せて活用ください。 

◆ロータリー文庫 

 ロータリー文庫開館時間のご案内 

 新型コロナウイルス感染症の拡大が続いている状

況を鑑み、ロータリー文庫では、感染症予防対策と

して、引き続き時間を短縮し、下記の通り開館いた

します。 

＜開館時間＞ １０：００～１６：００ 

＜期  日＞ ２０２０年 末日まで 

 

◆前橋東ＲＣ 

 ２４・２５年会開催のご案内 

    【日 時】１０月１６日（金）１９：００～ 

    【会 場】ちぎらホテル 

    【会 費】６，０００円 

    【該当者】小池 敏郎会員 

 

🔸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 

小暮 高史副委員長 

 
 
新井 保会員 昭和 51年 9月入会  在籍 44年 

吉田 修会員 平成 18年 9月入会  在籍 14年 

 

―会 員 の お 祝 い― 

 
親睦活動委員会 

 飯塚 一成委員長 

 
                   （敬省略） 

会員誕生日 
 野辺 昌弘   昭和 16年 9月 28日 

 小暮 雅𠀋   昭和 23年 9月 1日 

 石川 長司   昭和 28年 9月 25日 
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ご夫人誕生日 
 坂村 吉保夫人 昭和 15年 9月 5日 

 本島 克幸夫人 昭和 41年 9月 19日 

 矢島 孝昭夫人 昭和 51年 9月 30日 

 山岸 孝昭夫人 昭和 52年 9月 12日 

 結婚記念日 
 多田 善洋   平成 14年 9月 7日          

 

― 委員会報告 ―     
 

出席・ニコニコ BOX委員会 

小暮 高史副委員長 

 

例会出席報告 

通算３０４３回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５４名 

５３名 

出 席 者 数 ３６名 

欠 席 者 数 １７名 

出 席 率 67.92％ 

前前回修正 73.58%～79.25％ 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長        大変 

メンターの皆様、会員の皆様、これからも宜

しくお願い致します。 

☆新井 進会員           

愛妻にきれいな誕生日の花を頂き。又、小暮ロータ

リーの友地区委員長より、会の資料に、俳句、短歌の

記事を出して頂きましたので。 

☆小池 敏郎会員          大変 

この度、創立 65周年の実行委員長を拝命させて頂

きました。2年後になりますが、会員の皆様の御協力

宜しくお願いします。 

☆多田 善洋会員 

久々の出席です。自民党総裁選が実施されます。 

関係者の皆様宜しくお願い致します。 

☆中村 研司会員          

「ＴＡＴＥＢＡＹＡＳＨＩグルメ総選挙」本年は形

を変えテイクアウトメニューにて開催されます。 

皆様方のご参加よろしくお願いいたします。 

☆横田 善次会員           

今年はコロナ禍で大変な.都市です。医院でコロナ

が発生すると、経営が大変な事となる事例が出ており

ます。皆様も是非お気をつけて。 

☆古川 正道会員          大変 

明日の館林野鳥の森市民協力会の除草作業にご協

力を宜しくお願い申し上げます。 

☆山本 樹会員            

メンターに理事会で承認されました。本間君よろし

くお願いします。 

☆矢島 孝昭会員         

昨日、静岡出張の際、米山梅吉記念館を訪問させて

頂きましたので。 

☆小暮 高史会員 

数十年ぶりに発表させていただきました。 

 

S・A・A   小堀 良武委員長 

 
               お疲れ様でした。 

 

―野鳥の森園路除草― 
令和２年９月５日（土）午前７時より 

 

館林市野鳥の森市民協力会 

古川 正道会長 
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参加されました皆様方、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 

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 


