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１０月１６日(金)

第３０４８回例会報告（Ｎｏ，１3）

黙祷
故

点

高木 貞一郎パストガバナー

鐘・ソング
―会

長

挨

奉仕の理想
拶―
谷田川

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

敏幸会長

サークラブとしての準備など、並々ならぬご苦労があ
ったと推測されます。
その後もクラブや地区においてもご活躍され、今年
の9月まで米山奨学会の理事として任期満了までお勤
めいただく等、ロータリーの発展の為に大きな功績を
残されました。これまでのご尽力に対して、会員の皆
様と共に感謝し、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
本日は高木先生のご子息様が、会葬御礼にお見えに
なっております。後ほどご挨拶をお願い致します。
さて、本日は中山ガバナー補佐をお迎えしての例会
です。来る11月6日の山田ガバナー公式訪問に向けて、
色々とご示唆をいただきたいと思います。宜しくお願
い申し上げます。
例会終了後にクラブ協議会を開催しますが、予定を
されています皆様、ご出席の程お願いします。
本日も宜しくお願い申し上げます。

―お

客

様―

国際ロータリー第2840地区第4分区B
ガバナー補佐 中山 勉様
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。先週は例会を休会させていただきました。
高木先生の訃報を聞いたときは愕然としました。
色々とご指導頂いたり、大変お世話になった大先輩で
したので、今までの思い出がよみがえってきました。
告別式のご案内を拝見し、一瞬ですが、例会を早め
に終わらせて駆けつければ間に合うと思いましたが、
いやいやミスターロータリーの大事なお別れを、しっ
かりお見送りしなくてはならないと考え、急遽臨時理
事会を開き休会とさせていただきました。
多くの皆さんのお見送りをいただき、先生も喜んで
頂けたと思います。
先生は、1962年に館林ロータリークラブへ入会しさ
れ、58年間という長きにわたりロータリーをこよなく
愛し、リーダーシップを発揮していただきました。
1978～79年度に会長を務められ、1999～2000年度に
は新潟と群馬で最後の2560地区のガバナーを歴任さ
れました。また、翌年から2840地区が新たにスタート
する事や、館林ミレニアムロータリークラブのスポン

高木経理事務所 所長

高木鉱一郎様

―会

務

報

告―
谷田川 敏幸会長

ご挨拶

Ｒ

Ｒ

２．１０．９（金）
高木貞一郎パストガバナー告別式
於・館林市斎場
２．１０．１１（日）
ＲＬＩセミナー パートⅡ
於・前橋商工会議所会館
参加者 石川 長司・関口 昇・中村 研司

今後の予定
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）・入会３年未満の新入会員
Ｒ ２．１０．１７（土）
第１回地区補助金委員会
於・前橋問屋センター会館
対象者 地区委員
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
対象者 ８名
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
対象者 １２名
Ｒ ２．１０．３０（金）
夜間例会
於・ジョイハウス
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）
・入会３年未満の新入会員

―本日の昼食―

キノコと海鮮のオイスターソース炒め
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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 会長エレクト・地区補助金担当者・地区委員
Ｒ ２．１１．７（土）
ロータリー米山記念奨学生学友会イベント
於・碓氷峠路
対象者 米山奨学生・カウンセラー
Ｒ ２．１１．１３（金）
２０２１～２０２２年度理事・役員指名委員会
於・増喜
対象者 パスト会長・会長・幹事
会長エレクト・副幹事
Ｒ ２．１１．２１（土）
イルミネーション設置作業
於・館林駅前通り
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 ２.１２. ４（金）
年次総会
於・ジョイハウス
Ｒ ２．１２．５（土）
イルミネーション点灯式
於・館林駅ロータリー
Ｒ ２．１２．６（日）
ＲＬＩセミナー パートⅢ
於・前橋問屋センター会館
対象者 会長エレクト・副幹事・地区委員
Ｒ ２．１２．１８（金）
クリスマス家族会
於・ジョイハウス
Ｒ ３．２．２０（土）
イルミネーション撤去作業
於・館林駅前通り
Ｒ ３．６．１２（土）～１６日（水）
国際大会
於・台湾 台北

載させていただきます。
心を込めて ジョン・ヒューコ 事務総長
cc: 国際ロータリー理事 辰野 克彦 様
国際ロータリー第 2840 地区ガバナー
山田 邦子 様

―幹

事

報

告―

幹事 本島 克幸
１．
例会場・例会時間の変更
◆館林西ＲＣ
１１月 ３日（火）→ 祝日の為休会
１１月２４日（火）→ 創立４０周年記念事業
「野外温度計設置」
会 場 邑楽町体育館駐車場内
◆太田中央ＲＣ
１１月２７日（金）→ 休 会
（定款第７条第１節により）
２．会報、週報
◆館林西ＲＣ → 会 報
３．その他
◆（公財）ロータリー米山記念奨学会
①「ハイライトよねやま ２４７号」

◆（一社）ロータリーの友事務所
『ロータリーの友』誌１１月号分の横組み、
縦組みの各目次欄のご送付
◆太田西ロータリークラブ
第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦チャリティー
ゴルフ大会組み合わせ表のご送付

― 委員会報告 ―
米山記念奨学会委員会
米山奨学生カウンセラ―

国際ロータリー理事会より、国際ロータリー日本事務局
を通じてお悔やみの文が届いておりますのでご披露さ
せて頂きます。
このたびは、髙木 貞一郎パストガバナーのご訃報に
接し、深い悲しみを覚えております。 国際ロータリー
のホルガー・クナーク会長に代わり、また理事会メンバ
ーを代表し、館林ロータリークラブの皆さまに心よりお
悔やみ申し上げます。 髙木 貞一郎様は、その人生にお
いてロータリーの標語である「超我の奉仕」を実践され
ました。故人様のロータリーでのご活動、特に
1999-2000 年度における地区ガバナーと してのご功
績を偲び、謹んで哀悼の意を表します。
髙木 貞一郎様のご訃報を、
『Rotary』誌の次号に掲
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飯塚

一成会員

米山奨学生 韓 陶磊くん
１０月 奨学生報告書

例会出席報告
通算３０４８回例会

あっという間に 2020 年の大半分を過ごしました。
振り向くと大変な一年でした。誰も予想つかず、私たち
の生活が変わりました。それに、世界の形勢も大勢変化
しました。全球の災難がはやっている最中、この突発事
件で各国の対応から考えを始めました。アメリカ、世界
一な先進国と呼ばれる国、今回の公衆衛生事件ではよく
できていなかったみたいです。累計感染者８００万人を
越えて、死亡２２万人にもかかわらず、まだウイルスの
危害を軽視しています。 更に、国際保健機関にも退会
しようとしていて、ワクチンの研究も世界と積極的に交
流せず、独自に開発 しています。全球大流行の現在大
国としての責任感を持とうとしていないようです ウイ
ルスの対応策だけでなく、中国への貿易戦、ロシアとの
軍事対峙、パリ協定に退出するなど、昔自由、民主、富
強のアメリカがグローバル化の道に逆行しています。ア
メリカを再び偉大する出発点は悪くないが、トランプ氏
のやり方が大間違いだと思います。世界の経済、科学、
文化、製造業が高度に一体化 の今、一つだけも国では
どうにも進まない、どうしても力の限りがあります。国
際交流と共同研究を通じないと大きな突破は滅多に少
なくなると思います。 そして、大国に限りなく、各国、
各民族、各政府共に、人類全体の進歩と発展を責任に担
うべきです。自分の国だけを豊かにするにはあんまり短
見に過ぎません。私たちの目標は自然の奥義であり、宇
宙の真実でありますから、人類運命共同体の理念に従っ
て、有限な資源でお互いに助け合い、研究成果を分かち
合い、協同に頑張るべきだと考えています。これこそ、
我々を努力すべき未来です。自分の成果を守りまま に
は強くならない、いっそ打ち明けて合作を求めるのがウ
ィン-ウィンに迎える局面になります。
以上が私本月の報告です。世界の平和と人類の繁栄を
祈っております。

出席・ニコニコ BOX 委員会
矢島

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

５３名
５２名
３７名
１５名
71.15％
83.02%～88.68％

使用済切手寄贈
（有）鈴木造花店
ご芳志
高木 鉱一郎様
大変×６
先日は、父、高木貞一郎の告別式に際しまして、
多大なご迷惑をおかけしたことを、心よりお詫び
申し上げます。
また、会員の方々のご厚情に。感謝申し上げます。
皆様におかれましては、ご健康とご多幸をお祈
りいたします。ありがとうございます。
ガバナー補佐 中山 勉様
ご芳志として

ヽ(^。^)ノニ

大変

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

☆谷田川 敏幸会長
大変
ロータリーにご尽力されました高木貞一郎
会員のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
また、本日は中山ガバナー補佐をお迎えしての
例会です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
☆石川 長司副会長
中山ガバナー補佐のご来訪を歓迎します。
ご指導をよろしくお願いします。
☆本島 克幸幹事
中山ガバナー補佐 ご指導宜しくお願い致します。
☆宮内 敦夫パストガバナー
大変
２８４０地区ガバナー補佐中山勉様ご来訪ありが
とうございます。よろしくご指導下さい。
☆新井 保会員
中山ガバナー補佐をお迎えして。ご指導お願いいた
します。
☆野辺 昌弘会員
中山ガバナー補佐のご来訪、宜しくお願い致します。
☆松本 耕司会員
大変
本日は中山ガバナー補佐のご来訪、有難うございま
す。永い間何かと大変お世話になっておりますこと
に感謝申し上げます。

孝昭委員長
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☆浦野 隆会員
ガバナー補佐 中山 勉様のご来訪を祝して。
ご指導お願い致します。
☆田部井 孝一会員
中山ガバナー補佐をお迎えしまして。
☆小暮 雅𠀋会員
大変
中山ガバナー補佐、卓話・クラブ協議会頑張って下
さい。ご指導よろしく！
☆小池 敏郎会員
中山ガバナー補佐ご指導宜しくお願いします。
☆原 初次会員
大変
中山ガバナー補佐の御来訪感謝申し上げます。
このところ天候が不順です。皆様体調にご留意を！
☆瀬山 欣春会員
第４分区 B ガバナー補佐中山 勉様の御来訪を勧
迎申し上げます。ご指導をよろしくお願いいたしま
す。
☆中村 研司会員
中山勉ガバナー補佐、本日はお世話になります。
☆渋澤 勉会員
大変
お世話になります。ガバナー補佐のご来訪を祝して。
それと家内の誕生日に素敵な花をありがとうござ
いました。
☆関井 宏一会員
中山ガバナー補佐のご来訪有難うございます。
☆山本 樹会員
中山勉ガバナー補佐のご来訪を歓迎します。
また、神在月の出雲に行ってきました。ご利益が
ありますように。
☆根岸 利正会員
高木パストガバナーには、大変お世話になりました。
あの笑顔にもうお会い出来ないと思うと残念でし
かたありません。謹んでお悔やみ申し上げます。
大変ありがとうございました。
☆矢島 孝昭会員
中山勉ガバナー補佐、本日も御来訪感謝申し上げま
す。
また、高木パストガバナーのご冥福を心よりお祈り
申し上げます。
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―

卓

話

―

紹介：プログラム・健康増進委員会
根岸 利正委員長

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

まず、先日ご逝去されました高木貞一郎パストガバナ
ーに対し、心からご冥福をお祈りしたいと思います。
本日はクラブ協議会という事で訪問させて頂きまし
た。地区から伝えられているガバナー公式訪問時の例会、
クラブ協議会の仕方についてお話をさせて頂きます。
すでに谷田川会長より確認書を頂いておりまして、それ
に沿って当日は進めていこうと思っております。
地区の方からコロナ感染予防の為、例会開始からクラ
ブ協議会まで、１２０分間で全て終了するようにと指示
がきております。過去のガバナー公式訪問と比較します
と短い時間ではないかと思われますが、是非とも皆様の
御協力をお願いしたいと思っています。
当日は、山田邦子ガバナー並びに岡部地区幹事、それ
と私中山の３人で訪問させて頂きます。
当日のクラブ協議会の内容、やり方については各クラ
ブに全てお任せするとのことです。ただ、現況報告者に
書かれている委員会目標を読み上げるだけのものには
しないようにと、ガバナーの方から言われております。

発表者につきましてもクラブにお任せします。
内容につきましては、館林ロータリークラブならでは
の特徴、特に今年度新しく取り入れた事などをお話下さ
い。
特に今年は新型コロナウィルス感染予防対策を考えた
例会の形式などをお話頂ければと思っております。館林
ロータリークラブにおかれましては、例会の動画をホー
ムページに載せて、それを視聴することにより出席扱い
にする扱いにするなどかなり特徴ある例会になってい
ると思われます。
歴史ある館林ロータリークラブならではの例会の内容
や、今一番重要視されておりますコロナ禍における退会
防止の方策、クラブ運営目標にも書かれております各種
寄付状況の今年度の見込みなどもお聞かせ頂ければと
思っております。
なお、当日は日本のロータリー１００周年記念の鐘を
持参されます。そして１００周年の鐘とクラブの鐘を
ガバナーと会長とで一緒に点鐘するかたちで１００周
年を祝いたいということです。
コロナ禍の影響で、県内の分区において例会の回数を
減らしたり、休止の対策を取っている所も多いようです。
例会数が減少した分、食事等の経費にゆとりが出ている
クラブもあるようです。これらの余った経費を無駄にし
ないで、社会奉仕、青少年奉仕等に有効利用をして未来
を担う子供たちの育成に役立てることを、地区としても
推奨しております。
今年度のガバナー公式訪問は例年と違い時間が制限
されており、やりにくい点もあると思います。また、会
に全てお任せするという事で、それぞれのクラブの特徴
が非常にでてくると思われます。何とか良い状態でのガ
バナー公式訪問が出来ますよう会員の皆様に心からお
願い申し上げましてガバナー補佐としてのお話とさせ
て頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。

―記

念

品

贈

呈―
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S・A・A

小堀 良武委員長

お疲れ様でした。

第３回クラブ協議会

地区大会記念ゴルフ大会
令和２年１０月１８日（日）
於：サンコー７２カントリークラブ

＜成績＞
団体戦 ３位
個人戦 ３位 本島 克幸会員
７位 飯塚 一成会員
２５位 浦野 隆会員

◆例会日
◆例会場
◆事務所
◆E:mail

参加されました皆様お疲れ様でした。

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

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
発行責任者 谷田川 敏幸
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邦子
副会長 石川 長司
副幹事 関口 昇
飯塚 一成
編集責任者 中世 吉昭

