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９月１８日(金)
点

鐘・ソング
―会

長

挨

第３０４５回例会報告（Ｎｏ，１０）

我らの生業
拶―
谷田川

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

敏幸会長

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。
皆さんご存じの通り、一昨日の１６日に臨時国会が
招集され、菅義偉氏が第９９代首相に指名されました。
現在コロナ対策や様々な課題が山積していますが、卓
越したリーダーシップでこの時代を乗り切っていた
だきたいと思います。
さて、本日の例会は館林高校の高張校長先生をお迎
えしての例会です。高張校長先生には当クラブの名誉
会員になって頂いております。
今年入会されました会員の皆様の為にも、ここでご
紹介させて頂きますが、館林ロータリークラブは今年
で創立６３年を迎えますが、創立まもなくボーイスカ
ウトを立ち上げ、５周年では館林青年会議所を立ち上
げ、１０周年の記念事業として館林高校にインターア
クトクラブ（Ｉ．Ａ．Ｃ）を結成しました。
Ｉ．Ａ．Ｃは「Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ国際的」
と「Ａｃｔｉｏｎ行動する」という言葉から出来た名
称で、１２歳から１８歳の青少年で構成されていて、
奉仕と国際交流を中心に活動を行っております。それ
をロータリークラブがサポートしております。
地区内４５クラブの内、Ｉ．Ａ．Ｃを提唱している
のは、当クラブを含めて１６クラブとなっています。

現在は残念ながら館林インターアクトクラブの活動
自体は休止となっていますが、今年はコロナで中止に
なりましたが、毎年館林まつりでは、１００人前後の
生徒さんが参加して、ロータリーの神輿を担いで頂い
たり、冬の風物詩となりました、イルミネーション事
業も設置や撤去作業などのご協力をいただいており
ます。
本日の卓話の時間に高張校長先生より講話をいた
だきますが、来年館林高校は創立１００周年を迎えま
す。その歴史と伝統を築き上げてきました学校の記念
事業についてもお話し頂けると思います。何かの形で
当クラブもお手伝いが出来たら良いと思っておりま
す。
本日は宜しくお願い申し上げます。

―お

客

様―

群馬県立館林高等学校
校長 高張

浩一様

―会

員

ス

ピ

ー

Ｒ

２．９．１３（日）
ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ
於・前橋商工会議所会館
参加者 石川長司・関口 昇
今後の予定
Ｒ ２．９．１８（金）
メンター研修会
於・ジョイハウス
対象者 クラブ研修常任委員会メンバー・各メンター
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 ２．１０．４（日）
第２回ガバナー諮問委員会
於・前橋問屋センター会館
対象者 高木貞一郎・宮内敦夫
Ｒ ２．１０．４（日）
第４回ガバナー補佐・委員長合同会議
於・前橋問屋センター会館
対象者 宮内敦夫・小暮雅𠀋
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 【中止】
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

チ―

本間

美儀男会員

―本日の昼食―

麦風鶏の油淋鶏

―会

務

報

告―
谷田川

敏幸会長
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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 ２．１１．２５（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）
Ｒ ３．６．１２（土）～１６日（水）
国際大会
於・台湾 台北

―幹

事

報

５．クラブ協議会は改訂版ガバナー公式訪問要領に
沿って行って頂くことを希望致しますが、ロー
タリーに関するあらゆる会合への出席を強要
することはできませんので、クラブ協議会の内
容はクラブの会長・幹事に一任致します。
６．記念の集合写真を撮る場合は、移動中や整列中
はマスクを着用し会話を控え、短時間で撮影頂
きます様お願い致します。
７．県下の公衆衛生状況の悪化による変更の可能性
も排除できませんが当面は上記に依りご準備
頂きます様お願い致します。
③２０２１－２０２２年度 地区委員会委員候補者
推薦のお願い
④第７回日台ロータリー親善会議福岡大会開催止の
ご報告
これまでの感染者状況や渡航制限など現段階
は今後改善展望が見えない現状を踏まえ、３月
の福岡大会開催は中止せざるを得ないと判断
に至りました。
⑤新会員セミナー出席会場のお伺い
今年度の新会員セミナーを下記日程及び会場に
て実施させて頂く予定です。つきましては貴クラ
ブの出席対象者(概ね入会３年以内、但しそれ以
前に入会されている方で新会員セミナーに参加
したことが無い方も歓迎致します)がどの会場で
開催されるセミナーに出席される予定かお知ら
せ頂きたくお願い致します。
＊今年度はお近くの会場に出席頂ければと、県内
３か所での開催と致しました。
＊３会場ともセミナーの内容は同一です。（講師は
異なる可能性もあります。
）

告―
幹事

本島

克幸

開催予定日
2021 年 1 月 24 日（日）
2021 年 1 月 31 日（日）
2021 年 2 月 7 日（日）

１．
例会場・例会時間の変更
◆伊勢崎ＲＣ
例会曜日変更のお知らせ
（１０月２日より）
【例会曜日】毎週水曜日 → 毎週金曜日
【点
鐘】１２：１０
【例 会 場】伊勢崎プリオパレス
２．会報、週報
３．その他
◆ガバナー事務所
①ガバナー公式訪問確認書のご送付
②ガバナー公式訪問に関してのお願い
１．訪問人数は、ガバナー、ガバナー補佐、代表地
区幹事(又は分区担当副幹事)の３名です。
２．例会点鐘から散会まで１２０分の範囲内で全て
の行事が終了するようお願い致します。
３．参加者全員が地区会員必携のご準備をお願い致
します。
４．例会点鐘時に「日本のロータリー創立１００周
年記念の鐘」の同時点鐘をお願い致します。

会 場 名
ニューサンピア高崎
プレヴェール渋川
太田グランドホテル
時間帯 13：30～16：00

◆第４分区Ｂガバナー補佐 中山 勉 様
公式訪問の連絡事項及びクラブ協議会についてのご
連絡
＜クラブ協議会の進行方法＞
【出席者】会長・幹事・会長エレクト・クラブ研修リー
ダー・副会長・会員増強委員長、公共イメージ委
員長・地区役員・各委員会委員長・新会員(入会
後概ね３年未満)
【発 表】会長または担当委員長
※発表者はクラブにお任せしますが時間短縮のため
各委員長が現況報告の委員長方針を読み上げるだ
けの発表はお控え下さい
※クラブの特徴（今年度取り入れたことなどを
含め）
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※コロナ感染防止対策を考慮した例会の形式
クラブの現況、 （会員数・会員構成）
会員の年齢構成、例会出席状況
魅力ある例会づくりの工夫
コロナ禍における退会防止の方策
クラブの長所・改善点
各種寄付状況（Ｒ財団・米山 今年度の見込み）
奉仕プロジェクトの履歴と現況
公共イメージと認知度向上のための方策
地区運営に関する要望など
すべての発表が終わってから（５分程度）
ガバナー補佐 講評
（公式訪問当日は山田ガバナー講評）

④ 隣の会員とは十分な距離をとって下さい。
⑤ せきエチケットを徹底して下さい。
⑥ 夜間例会においても、ソーシャルディスタンスの保
持し、お酌などをすることなく手酌でお願いします。

米山記念奨学委員会
米山奨学生カウンセラ―飯塚

一成会員

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会
「ハイライトよねやま ２４６号」
◆米山奨学生 韓 陶磊くん
奨学生報告書のご送付（別紙）
◆館林発明協会
第６０回館林創意くふう作品展表彰式開催について
【日 時】１０月１日（木） 午後４時～
【会 場】アゼリアモール「アゼリアホール」

米山奨学生

― 委員会報告 ―

韓 陶磊くん
9 月 奨学生報告書

今月もコロナウイルスの話についてご報告致します。私
の専攻からコロナウイルスの特徴と肺炎になる病理を
説明致します。 一本鎖 RNA ゲノムを持つコロナウイ
ルスは、タンパク質の外膜に、太陽のコロナのような外
観がある から名付けました。この「コロナ」は人間細
胞膜の糖鎖と結合して、内部に侵入することができます。
RNA ウイルスのため、細胞核に入れなくても、新たな
個体がリポソームと小胞体の中で作り出せます。肺部の
細胞に侵入すると、指数関数のように体内に増殖してし
まいます。 すると、人体の免疫システムが起きました。
免疫細胞のうち食細胞と呼ばれる白血球が働きだして、
ウ イルスなどの異物を感知するセンサーがあるから、
侵されたウイルスを貪食作用で整理します。しかし、 ウ
イルスの増殖速度に比べると、食細胞だけではどうにも
食べきれないです。だから、免疫システムは二段階の攻
撃指令を下しました。それは「サイトカイン」という物
質の生産です。サイトカインは体の各部 位の免疫細胞
に助けを求めていき、支援に来た免疫細胞と一緒に身体
を守ります。 でも、この時のコロナウイルスが流石に
多すぎるので、サイトカインがどんどん生産して、大量
の免疫 細胞が肺部に呼ばれてきました。これで免疫シ
ステムが暴走してしまいました。感染した細胞だけでな
く、健康な組織までも破壊してしまう無差別の攻撃をし
ます。また、戦没した免疫細胞も肺水になり、肺 胞が
よく酸素を細胞に運べない状態になりました。健康組織
の損傷と肺水で肺炎が起こして、この状況が 続くと生
命に及ぼす可能性もあります。 ですから決してコロナ
ウイルスの威力を軽視してはいけません。根本的に消滅

紹介：プログラム・健康増進委員会
根岸 利正委員長

館林市より改めて感染予防対策についてのお願いが
まいりましたので、説明させて頂きます。
―例会出席にあたっての注意事項―
① 必ずマスクをして出席して下さい。
（マスクの必要な方は用意してあります）
② 例会場には、非接触型体温計にて検温し、手指を
アルコール消毒の上、ご入場下さい。
③ マスク無しでの至近距離での会話や大きな声での
発声、談笑、自席を離れることはご遠慮ください。
特に食事中はマスクをしておりませんので、なるべ
く私語は謹んで下さい。
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☆坂村 吉保会員
高張校長様の御訪問を歓迎して。
11 月には学校健診にお邪魔します。

されない限り、気を抜くと感染される危険性はまた高い
です。 これが私本月の報告です。皆様の健康の日々が
過ごし続けますようを祈っております。

出席・ニコニコ BOX 委員会
矢島孝昭委員長

☆原 初次会員
大変
高張校長先生のご来訪に感謝申し上げます。
☆瀬山 欣春会員
館林高校校長の高張浩一先生の御来訪を歓迎いた
します。
☆山本 樹会員
館林高校 高張校長先生をお迎えしましたので。
また、上野会員のおかげで落語会を開催出来ました。
感謝申し上げます。
☆根岸 利正会員
本日は、群馬県立館林高等学校長
卓話をしていただきます。
よろしくお願いいたします

例会出席報告

☆本間 美儀男会員
本日 3 分間スピーチをさせていただくことになり
ました本間です。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

通算３０４５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

ヽ(^。^)ノニ

高張浩一様に

５４名
５３名
３７名
１６名
69.81％
81.13%～81.13％

☆矢島 孝昭会員
本日は、高張校長先生のご来訪に感謝申し上げます。
卓話、よろしくお願いいたします。

―

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

卓

話

―

紹介：プログラム・健康増進委員会
根岸 利正委員長

☆谷田川 敏幸会長
大変
本日は名誉会員の群馬県立館林高等学校
校長 高張浩一様をお迎えしての例会です。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

群馬県立館林高等学校
校長 高張

☆石川 長司副会長
本日館林高等学校 高張浩一校長先生ご来訪感謝
いたします。そして創立 100 周年おめでとうござい
ます。
☆本島 克幸幹事
高張校長先生ご来訪ありがとうございます。
☆松本 耕司会員
大変
本日の例会に、名誉会員の館高校長高張先生がお越
し下さいました。過日も県ボート協会としても生徒
達の為のお願いを聞いて下さり有難うございまし
た。
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浩一様

館林高等学校の現状
・新型コロナウィルスの影響と感染予防対策
・学校案内パンフレットの工夫（AR 動画）
・部活動実績報告
・進路実績報告（9 割が現役大学進学）
・新しい学校指導要領の実施
・少子化の影響
・桜並木、松林の現状
・アメダスの設置
100 年の歴史
・大正 10 年に館林中学校として設立、昭和 23 年に
学校制度改革により館林高等学校になる。
・創立 40 周年記念事業として、新しい校歌の作詞を
詩人 佐藤春夫氏に依頼し作成
100 周年事業
・記念式典 令和 3 年 10 月 15 日（金）
館林市民文化会館
・記念講演 清瀧 千晴（バレエダンサー）
・募金の依頼
今後
少子化により昨年度の群馬県下の高校入学者数が
18500 人であったが、
令和 16 年には 13000 人になる。
太田・邑楽・館林地区での昨年度の高校入学者が
4000 人であったが、令和 16 年には 3000 人になる。
現在太田・邑楽・館林地区の高等学校は１２校あり、
学級数は６１ある。今は学級数を減らして対応してい
るが、今後対応しきれなくなり、この地区でも学校の
統合の可能性がある。

―記

念

S・A・A

本校は１００年の歴史がありますので、それを基盤と
して今後更に発展、充実出来るよう教職員、生徒共に
頑張っていきたいと考えております。
今後とも皆様には本校へのご指導、ご支援をお願い致
します。
―メンター研修会―
（例会終了後開催されました）

◆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

品

贈

呈―

小堀 良武委員長

お疲れ様でした。

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
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