
 

 

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。本日も例会出席ありがとうござい

ます。 

 昨日、市役所の市長室において、須藤市長より感謝状

をいただいてきました。 

 ご案内の通り、過日の例会におきまして、地区補助金

と当クラブの予算を活用して、次亜塩素酸水とフェイス

シールドを館林市に寄付をさせて頂いたことに対して

の授与となります。 

 既に民生委員さんや保健センター、ＰＣＲ検査など各

施設でお使い頂いているとのことです。お役に立てて大

変嬉しく思います。 

 これも、皆様が毎年ロータリー財団に寄付をして頂い

ています一部が補助金として活用されております。あり

がとうございます。 

 さて、今週の火曜日に私の年度、最初の親睦ゴルフコ

ンペを開催させていただきました。ご参加いただきまし

た皆様、大変ありがとうございました。秋空の下、絶好

のゴルフ日和でした。 

後ほど親睦委員長からご報告がありますが、ごめんな

さい先にお話しさせていただきます。それは皆様に大変

嬉しいニュースをお伝えしたいからです。 その場にい

らした方はもうご存じですが、長きにわたりゴルフ部長

をお勤めいただきました、新井保会員が記念すべき親水

コンペで優勝されました。本当におめでとうございまし

た。 

 

 

ご本人は、「奇跡が起こった。アプローチもピンそば

に。出来すぎだ。」と申しておりました。きっとゴルフ

の神様が今までのご苦労に対して、ご褒美を下さったの

だと思います。 

残念ながら準優勝となりましたのが、横田会員ですが、

僅かに 1 打差でしたからなおさらでした。この度の演出

をしていただきました横田会員に感謝致します。ご本人

は大変悔しいでしょうが、これで新井会員も元気でロー

タリーを楽しんで頂けると思います。 

 この度のコンペで思ったことがございます。それは、

ゴルフ後の懇親会で、皆さん楽しそうにされていて、親

睦が図られた事です。 

私が会長に就任して 3 ヶ月が過ぎました。新しい会員

さんも増えたことから、更に親睦を深める為に、今月最

後の例会を夜間例会とさせて頂きました。コロナ予防を

とりながら、開催させて頂きたいと思いますので、ご理

解の程、宜しくお願いします。 

本日も宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

―本日のお食事― 

 
木の子の煮込みハンバーグ 

 

 

 

 

 

 

 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２０年１０月２日(金) 第３０４７回例会報告（Ｎｏ，１２） 

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― 
谷田川 敏幸会長 

 
 

（1）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 

        参加者 飯塚 一成 

（2）Ｒ２．９．２６（土） 

米山研修セミナー        

 於・前橋問屋センター会館 

    参加者 谷田川敏幸・飯塚 一成・渋澤 勉 

（3）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 

 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・石川正直 

     磯野哲也・田部井孝一・中村研司・羽鳥紫乃 

     原 初次・藤島 厚・本間美儀男・矢島孝昭 

     山本 樹・横田善次 

（4）Ｒ２.１０．１（木） 

地区補助金事業 感謝状授与        

於・館林市役所 

    参加者 谷田川敏幸・本島克幸・石川長司 

（5）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 

参加者 谷田川敏幸  

 

今 後 の 予 定 

⑴ 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 

⑵ Ｒ２.１０．４（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       

⑶ Ｒ２.１０．４（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    

 

⑷ 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 

⑸ Ｒ２.１０.１６（金） 

第２回ガバナー補佐訪問           

於・ジョイハウス 

⑹ 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） 

⑺ Ｒ２.１０.１７（土） 

第１回地区補助金委員会    

 於・前橋問屋センター会館 

⑻ 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 

⑼ 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 

⑽ Ｒ２.１１.６（金） 

ガバナー公式訪問             

於・ジョイハウス 

⑾ 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） 

⑿ 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 

 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 

⒀ 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） 

⒁ Ｒ３.６.１２（土）～１６日（水） 

国際大会           

 於・台湾 台北 
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―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 
10月 定 例 理 事 会 

令和 2年 10月 2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 

５．今 後 の 予 定 

６．協 議 事 項 

⑴ 第３回クラブ協議会開催内容に関する件          

－承認－ 

⑵ ロータリー財団補助金管理セミナーの関する件 

      次年度 会長・幹事 出席 

      登録料 クラブ負担 

－承認－ 

⑶ ２０２１～２０２２年度理事・役員指名委員会 

設置に関する件       

館林ＲＣ細則第３条第１節 

－承認－ 

⑷ ２０２１～２０２２年度理事・役員指名委員会 

開催に関する件       

日時 令和２年１１月１３日（金１８：３０～ 

会場 増喜（予定） 

委員会構成  パスト会長 

オブザーバー 会長・幹事・会長エレクト 

副幹事 

登録料  ６，０００円 

－承認－ 

⑸ １１月定例理事会開催日変更に関する件            

１１月第１週目 ガバナー公式訪問のため 

    【日 時】１１月１３日（金） １１：００～ 

    【会 場】 ジョイハウス 

－承認－ 

⑹ 例会日・例会時間・例会場所変更に関する件             

①１０月３０日（金） ⇒ 夜間例会 

            【点 鐘】１８：３０ 

            【会 場】ジョイハウス 

            【登録料】な し 

 ※ユニフォーム例会とする（ロータリーバッジ着用） 

②１１月 ６日（金） ⇒ ガバナー公式訪問 

      【公式訪問】１２：１０～ 

      【クラブ協議会】１３：１０～ 

      【会 場】ジョイハウス 

       ※理事・役員 １１：３０集合 

－承認－ 

⑺ イルミネーションに関する件                  

  ①イルミネーション設置 

 【設 置 日】 令和２年１１月２１日（土） 

 【集合場所】山本新聞店読売センター館林店の前 

（本町二丁目） 

 【時 間】 午後１時００分～午後３時３０分頃まで 

 【服 装】 作業着等  ※ＲＣジャンパー着用 

 【駐 車 場】 館林観光バス、市役所南駐車場等 

   ※ボーイスカウト参加 

    育成会解散の為、育成会担当区域をロータリー 

が行う 

②イルミネーション点灯式 

 【日時場所】 令和２年１２月５日（土） 

 館林駅前 午後５時～ 

 【慰労会場】 銀座寿司 

 【集合時間】 午後５時３０分 

 【会  費】 ４，０００円 

  ③イルミネーション撤去作業 

 【撤 去 日】 令和３年２月２０日（土） 

 【集合場所】 山本新聞店読売センター館林店の前

（本町二丁目） 

【時 間】 午後１時３０分から１時間程度 

【服 装】 作業着等  ※ＲＣジャンパー着用 

【駐 車 場】 館林観光バス、市役所南駐車場等 

       ※ボーイスカウト参加 

－承認－ 

⑻ ボーイスカウト寄付金に関する件                     

－継続－ 

⑼ 年次総会開催に関する件                       

   １２月第一例会  １２月 ４日（金）  

（館林ＲＣ細則第５条第１節） 

   会 場 ： ジョイハウス 

－承認－ 

⑽ クラブバナー作製に関する件                     

発注先・デザインは今後決める 

－承認－ 

⑾ クリスマス家族例会時間変更及び登録料並びに 

来賓等に関する件     

【日 時】 令和２年１２月１８日（金） 

        受 付  午後５時３０分～ 
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        例 会  午後６時００分～ 

        パーティー  午後６時３０分～ 

  【会 場】 ジョイハウス 

  【登録料】 会   員  ８，０００円 

        ご 家 族  ５，０００円 

        高校生以下  ２，０００円 

         未 就 学 児  無   料 

【ご来賓】  

館林市長       須藤 和臣 ご夫妻 

  館林商工会議所会頭  正田 隆  ご夫妻 

  館林高等学校校長  高張 浩一 ご夫妻 

  館林厚生病院院長  新井 昌史 ご夫妻 

パストガバナー    高木貞一郎 ご夫妻 

パストガバナー    宮内 敦夫 ご夫妻 

  第４分区Ｂガバナー補佐  中山 勉  ご夫妻 

【お客様】 米山奨学生  韓 陶磊 君 

※コロナの発生状況により変更あり 

－承認－ 

⑿ ２０２１－２２年度地区委員長・委員候補者推薦 

に関する件 

 ＲＬＩ推進委員    毛塚 宏 会員 

   米山奨学委員     渋澤 勉 会員 

   インターアクト委員  山本 樹 会員 

   地区補助金委員    小暮 雅𠀋 会員 

－承認－ 

⒀ その他 

７．そ の 他 
⑴ 各委員会報告・提案 

１０月 卓話予定 

プログラム・健康増進委員会 
委 員 長 根岸 利正 

（日  程）    （予 定 者） 
１０月 ２日    なし（各種お祝い） 

１０月 ９日  上毛新聞社 

        東毛総局長 阿部 和也様 

        東毛総局館林支局長 御山まゆみ様 

１０月１６日  国際ロータリー第２８４０地区 

      第４分区Ｂガバナー補佐 中山 勉 様 

１０月２３日  渋澤 勉 米山奨学委員長 

１０月３０日    なし（夜間例会） 

★ 次回理事・役員会開催日  
２０２０年（Ｒ２）１１月１３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 

◆館林ミレニアムＲＣ  

１０月 ８日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）

により） 

 １０月２２日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）

により） 

 １０月２９日（木）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）

により） 

◆太田ＲＣ       

１０月２９日（木）→ 休 会（定款第８条第１節 

により） 

◆前橋北ＲＣ      

１０月１２日（月）→ 職場訪問例会 

   １０月２６日（月）→ 夜間例会 

◆富岡ＲＣ        

 １０月１４日（水）→ 移動夜間例会 

             点 鐘 １８：３０ 

             会 場 萬屋料理店 

◆安中ＲＣ         

１０月 ６日（火）→ 移動例会 

             点 鐘 １２：３０ 

             会 場 荻野屋横川店 

 

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 

①ロータリー財団補助金管理セミナーのご案内 

【日 時】１１月 ７日（土） 

登録・昼食 １１：４５～１２：５５ 

（昼食の用意をしております）セ

ミナー  １３：００～１６：００ 

【会 場】前橋商工会議所会館 

【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

ラブ事務局員の中から２名以内 

 ※ロータリー財団ハンドブック 
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地区会員必携持参 

【登録料】３，０００円 

②クラウドファンディングご協力のお願い 

群馬交響楽団が今年で創立７５周年を迎えること

を記念して、『音楽の力で世界を「つなぐ」群響演

奏会』を群響史上初となるテレビで生放送するとと

もに、オンラインでライブ配信します。 

この演奏会には、厳しい環境の中、日々最前線でコ

ロナ対応に当たられている県内の医療従事者の方、

介護従事者の方を招待し、日々のご尽力に対して感

謝の気持ちをお伝えしたいと考えております。 

また、ベトナムとの「つながり」、交流を深める機

会にもしたいと考えております。 

この演奏会を実現するため「ふるさと納税」を活用

したクラウドファンディングを実施します。ご賛同

頂ける方はご協力をお願い致します。 

＜担当課＞ 群馬県地域創生部文化振興課 

電話 ０２７－２２６－２５９３ 

  ③ガバナー月信１０月号 

   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/ 

  ④ロータリー米山記念奨学生学友会イベントのご

案内 

 ≪碓氷峠路探訪イベント≫ 

【日 時】１１月７日（土）１０：００～１５：３０ 

【参加費】学友・奨学生  無料 

     カウンセラー  ２，０００円 

（当日集金、昼食・温泉代） 

【持ち物】当日温泉に入れる方は着替え持参 

 【集 合】１０：００ ＪＲ横川駅 

◆（公財）米山梅吉記念館  

①賛助会ご入会のお願い 

      全国一人１００円募金運動 

お一人年間３，０００円（一口） 

 ②館 報 VOL．３６ 

◆（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 

対応について 

 １）『友』配布に関して 

  今後も、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。 

 

🔸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 

矢島 孝昭委員長 

 
 

新井  進会員 昭和 51年入会    在籍 38年 

（1976.9～2002.6 25.9ケ月 2008.7～ 12.3ケ月） 

坂村 吉保会員 昭和 60年 10月入会  在籍 35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 

 坂村 吉保   昭和 11年 10 月 14日 

 毛塚  宏   昭和 28年 10 月 11日 

 山本  樹   昭和 36年 10 月 31日 

小堀 良武   昭和 46年 10 月 7日 

小倉 敏雄   昭和 28年 10 月 17日 

本間美儀男   昭和 49年 10 月 8日 

http://www.rid2840.jp/yamada/
mailto:hensyu@rotary-no-tomo.jp
mailto:keiri@rotary-no-tomo.jp
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ご夫人誕生日 

 渋澤  勉夫人 昭和 37年 10月 4日 

 帆足 秀司夫人 昭和 53年 10月 6日 

 （名誉会員） 

 高張 浩一夫人 昭和 40年 10月 17日 

結婚記念日 

 新井  保   昭和 41年 10月 25日          

 坂村 吉保   昭和 40年 10月 23日 

小暮 高史   昭和 51年 10月 3日 

毛塚  宏   昭和 60年 10月 6日 

吉田  修   平成 11年 10月 4日 

渋澤  勉   昭和 61年 10月 18日 

中世 吉昭   昭和 62年 10月 4日 

 

― 委員会報告 ―     
 

クラブ会報・広報委員会 

中世 吉昭委員長 

 

「ロータリーの友」について、お話しさせて頂きます。 

ロータリアンには 3 つの義務というものがあります。 

1 つ目は、「会費の支払」、2 つ目は「例会の出席」、それ

ともう 1 つロータリーの機関紙である「ロータリーの友

の購読」が義務付けられています。 

「ロータリーの友」は、RI の活動方針、国内外の地区・

クラブの現状、活動内容、会員の意見や趣味・文芸など

様々な内容で構成されています。これらを読む事により、 

ロータリーの情報を共有し、ロータリーの輪に加わるこ

とを目的としております。 

「ロータリーの友」には、2 つの表紙があります。 

右側から開きますと、文字列が横書きになっており、左

側から開きますと、文字列が縦書きになっています。そ

れぞれ別の目次がついており、2 つの雑誌が一つになっ

たような形です。 

横書きには、国際ロータリーから世界のロータリアンに

向けた記事の日本語訳を中心に掲載されており、縦書き

には、日本国内のロータリークラブに関連した記事が掲

載されています。 

 ロータリーの友 10 月号では、今年 7 月に発生し 65

名の犠牲者という大きな被害を出しました熊本豪雨に

おける、ロータリーの災害復旧支援活動が紹介されてい

ます。 

 各地から次々と集まる支援物資拠点の開設、キッチン

カーによる炊き出し、ローターアクターによる、住宅内

に流入した泥の運び出しや、泥に埋まった家財の撤去作

業など、コロナの感染拡大のため、人的支援が少ない中、

支援活動に奮闘されている様子が報告されています。 

一年前の 10 月には台風 19 号により、隣の佐野市でも

大きな被害がでました。もし当地区で同様な被害が出た

場合、我々ロータリーはどこまでの支援活動ができるの

か考えさせられる記事でした。 

あとでご一読いただければと思います。 

 

 

親睦活動委員会 

 飯塚 一成委員長 

９月２６日（火）に開催されました谷田川年度 第１回

親睦ゴルフコンペの成績を発表します。 

 優勝：新井 保会員 

 準優勝：横田善次会員 

ベスグロ賞：藤島 厚会員 

     （アウト 36、イン 33、トータル 69） 

おめでとうございました。 

 

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３０４７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 81.13%～81.13％ 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 

☆谷田川 敏幸会長        大変 

昨日館林市長より、感謝状を頂きました。 

また、第１回親睦ゴルフコンペで、新井保会員

が優勝されましたので。 

☆本島 克幸幹事 

 ネット６３で優勝の新井保先輩おめでとうござい

ます。また、ゴルフの師匠である藤島会員ベスグロ

６９さすがです。 

☆新井 保会員           大変 

 谷田川年度第１回親睦ゴルフコンペに優勝しまし

たので。 

☆松本 耕司会員          大変 

 本日の理事会に於いて、種々のご熱心なご討議を賜

り、お疲れ様でした。今後とも宜しくご指導下さい。 

☆中村 研司会員          

 先日の親睦ゴルフコンペで貴重なニアピンを取る

事ができましたので。 

☆横田 善次会員          

 第１回谷田川年度、準優勝でした。 

 いつも火曜日ご配慮ありがとうございます。 

☆山本 樹会員            

尊敬しています新井保先輩が、谷田川年度進水ゴル

フコンペで優勝しました。自分のことのように喜び

にたえません。おめでとうございます。 

☆飯塚 一成会員 

 親睦ゴルフコンペ みなさまご参加ありがとうご

ざいました。お手伝い頂いた皆様ありがとうござい

ます。 
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☆藤島 厚会員 

 先日のゴルフコンペ参加させて頂き有難うございま

した。皆様と交流を深めることが出来、またベスグロ

賞を頂き有難うございました。 

☆矢島 孝昭会員         

谷田川年度 第１回親睦ゴルフコンペ、初参加の 

会員も多く皆さんで大変盛り上がりました。 

新井保先輩、優勝おめでとうございます。 

 

S・A・A   小堀 良武委員長 

 
               お疲れ様でした。 

 

 

谷田川年度 第 1回親睦ゴルフコンペ 

          9月 29日（火） 

於：桃里カントリー倶楽部 

 
 

 

 
 

 
 

表彰式・懇親会 

於：城町食堂 
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優勝 新井 保会員 

 
 

 
おめでとうございます！ 

 

ベスグロ賞 藤島 厚会員 

 
６９ストローク流石です！ 

 

 

 

地区補助金感謝状授与式 

10月 1日（木） 

於：館林市役所 

 

 
 

 
 

 

◆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 

mailto:tatebayashi.rc@cc9.ne.jp

