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２３日(金)
点
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R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

第３０４９回例会報告（Ｎｏ，１４）

我らの生業
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。
今回の例会は委員会ごとにお座り頂きました。普段
なかなか委員会開催することが出来ませんので、この
ような形となりました。
先週は中山ガバナー補佐をお迎えしての例会、そし
てクラブ協議会を行いました。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ま
した。
常任委員長の皆様には、後日当日の次第をお送り致
しますので、事前に発表内容をお考え頂きたいと思い
ますので、宜しくお願い申し上げます。
ここで皆様にアンケートを採らせて頂きたいと思
います。
クリスマス家族例会の開催日についてです。
10月の理事会において、12月18日(金)に通常通り、
クリスマス家族を実施することが決議されました。し
かし、その後、開催のあり方、特にソーシャルディス
タンスを保つために、全ての部屋を使い、Ｌ字型で行
った方が良いのではという考えになりました。
そこで会場に問い合わせをしたところ、その日は他
の団体で塞がっており、その前後では12月15日(火)
と12月16日(水)、他に12月26日(土)が今のところ

空いているので、仮押さえしております。
15日もしくは16日はクリスマス前でありますが、平
日と言う事で、翌日お子様の学校等があり、参加が厳
しいかも知れません。比べて26日はクリスマス後とな
ってしまいますが、翌日もお休みなので参加しやすい
のではないかと言う事です。
総会ではありませんが、参考にさせて頂きたいので、
それぞれ挙手をお願い致します。
26日が多数ですので参考にさせて頂きます。ご協力
ありがとうございました。
さて、本日の卓話は米山月間にちなんで、渋澤常任
委員長が行ってくださいます。
米山の寄付がどのように集められ、どのように役立っ
ているのか、新会員さんも増えていますので、宜しく
お願いします。
また、明日24日は「世界ポリオデー」です。新会員
さんはポリオと言う単語は聞き慣れないと思います
が、日本では小児麻痺と言った方が分かりやすいと思
います。
詳しくは「ロータリーポリオ撲滅」と検索して頂けれ
ば、沢山出てきますので後で調べてみてください。今
月のガバナー月信にも掲載されています。
手短にお話しすると、ポリオはウイルス性で幼児が
感染する病気です。世界各国で発生し、日本でも1940
年頃から全国で発生しました。
ロータリーは約40年前からポリオ撲滅活動を行っ
ていて、約30年前にＷＨＯとポリオ撲滅推進活動を立
ち上げ、後にＵＮＩＣＥＦやビル・ゲイツ財団等がそ
こに参加しております。
世界中のロータリアンの寄付額は21億ドルを超え、
122カ国、30億人の子ども達を、ポリオ感染から守っ
ております。
残すは、内戦などで投与が進まない、アフガニスタ
ンとパキスタンの2カ国です。
皆様からはポリオプラスという形で寄付をいただ
いております。ポリオ根絶に向け今後もご協力の程、
宜しくお願い申し上げます。
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紹介：プログラム・健康増進委員会
根岸 利正委員長

本島

告―
谷田川 敏幸会長

Ｒ

勝則会員

２．１０．１６（金）
第３回クラブ協議会

於・ジョイハウス
参加者 谷田川敏幸・本島克幸・新井 進・飯塚一成
石川長司・磯野哲也・菊地晴美・毛塚 宏
小暮雅𠀋・小堀良武・渋澤 勉・関井宏一
関口 昇・瀬山欣春・中世吉昭・中村研司
長柄 純・根岸利正・野辺昌弘・羽鳥紫乃
本間美儀男・松本耕司・宮内敦夫・矢島孝昭
山本 樹
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
参加者 谷田川敏幸・本島克幸・飯塚一成・石川長司
浦野 隆・小池敏郎・田部井孝一・中世吉昭

今後の予定
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
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

―本日の昼食―

松茸御膳
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対象者 会長エレクト・地区補助金担当者
地区委員
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
２．１１．１１（水）
館林市緑を守る会臨時総会
於・館林市文化会館
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
２．１１．２１（土）
イルミネーション設置作業
於・館林駅前通り
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）
２．１２．４（金）
年次総会
於・ジョイハウス
２．１２．５（土）
イルミネーション点灯式
於・館林駅ロータリー
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
２．１２．１８（金）
クリスマス家族会
於・ジョイハウス
３．２．２０（土）
イルミネーション撤去作業
於・館林駅前通り
３．４．２１（水）
第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会
於・太田双葉カントリークラブ
３．６．１２（土）～１６日（水）
国際大会
於・台湾 台北

―幹

事

報

告―
本島

克幸幹事

１．例会場・例会時間の変更
◆太田南ＲＣ
１１月 ３日（火）→ 休 会
（定款第８条第１節（ｃ）により）
１１月１７日（火）→ １１月２５日（水）
地区補助金事業
ＮＰＯ法人しゅんらんブルーベリー植樹
◆伊勢崎南ＲＣ
１０月２７日（火）→ 休 会
（クラブの規定により）
１１月 ３日（火）→ 休 会
（定款第８条第１節（ｃ）により）
１１月２４日（火）→ 伊勢崎東ＲＣと合同夜間例会
点 鐘 １８：３０
会 場 プラザ・アリア
２．会報、週報
３．その他
◆ガバナー事務所
①地区補助金送金のご案内
【申請事業総額】￥８００，０００
【決定補助金額】＄５，２８３
【送金額】￥５５４，７１５
（レート ＄１＝￥１０５）
【クラブ負担金】￥２４５，２８５
②米山記念奨学セミナー動画
地区ＨＰで公開のお知らせ
ホームページでは「What’s New」より入ってい
ただきますと動画視聴できます。
米山記念奨学セミナー動画
https://youtu.be/ccsI1hvQ11Y

◆国際ロータリー日本事務局
My ROTARY のリニューアルに伴う修正中の問題に
ついてのご連絡
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【修正済】

― 委員会報告 ―

の一部ページが英語になり、変更でき
ない(会員入退会等の『クラブ・地区の運営』
、My
ROTARY アカウント登録の各種ページ等)
※My ROTARY アカウント登録/パスワード変更の自動
返信メールについては修正中
『クラブの運営』のページで会員名がランダムに並
んでいる※苗字アルファベット順となりました
【未修正】
『クラブの運営』のページで最近行った入退会報告
が反映されていないように見える(実際には登録され
ている)
一部の方において、正しい手順で行っても My
ROTARY アカウントの登録がうまくいかない(エラー
画面が表示される)
『クラブの運営』のページで「退会会員」
「会員詳
細」のリストが表示されない
『クラブの運営』のページで会員氏名など一部情報
の変更ができない
その他にも複数の問題が確認されており、米国本部
にて合わせて急ぎ修正中とのことでございます。

親睦活動会委員会
飯塚 一成委員長

１０月１８日（日）に地区大会記念ゴルフ大会が
サンコー７２カントリークラブに於いて開催されまし
た。
団体戦は３位となりました。
個人戦は本島克幸幹事が３位、飯塚一成会員が７位
浦野 隆会員が２５位に入賞されました。

◆大泉ロータリークラブ
春の第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦チャリティー
ゴルフ大会日程のご連絡
【日 程】令和３年４月２１日（水）
【会 場】太田双葉カントリークラブ

出席・ニコニコ BOX 委員会
矢島 孝昭委員長

◆館林商工会議所青年部
たてばやし光のページェント点灯式開催のご案内
【日 時】１２月５日（土） 集合 １６：４５
点灯式 １７：００～
【会 場】館林駅東口 駅前ロータリー内 噴水前
◆館林つつじサポーターズ倶楽部
役員会（書面開催）についてのお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面
にて開催することといたしました。
◆館林市緑を守る会
臨時総会開催のご案内
【日 時】１１月１１日（水） １４：００～
【会 場】館林市文化会館３号室

例会出席報告
通算３０４９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
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５３名
５２名
３８名
１４名
73.07％
81.13%～83.02％

ヽ(^。^)ノニ

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

―

☆谷田川 敏幸会長
大変
今月は米山月間です。渋澤常任委員長、卓話
宜しくお願い致します。また、明日は世界ポリ
オデーです。皆様ご協力をお願い致します。
☆石川 長司副会長
本日は米山奨学委員会の渋澤会員に卓話をして頂
きます。よろしくお願いします。
☆本島 克幸幹事
渋澤委員長、卓話宜しくお願い致します。
地区記念ゴルフ大会 団体３位でした。
☆野辺 昌弘会員
渋澤米山奨学委員長の卓話楽しみにしております。
☆渋澤 勉会員
お世話になります。卓話をさせて頂きます。
☆飯塚 一成会員
地区のゴルフ大会、皆さんお疲れ様でした。お陰様
で当クラブが団体戦で３位になりました。
ありがとうございました。
☆根岸 利正会員
本日は、米山奨学常任委員長 渋澤勉様に卓話をし
て頂きます。宜しくお願い致します。

S・A・A

小堀

卓

話

―

紹介：プログラム・健康増進委員会
根岸 利正委員長
米山奨学常任委員会
渋澤 勉常任委員長

・米山記念奨学事業への寄付について
当クラブでは、上期の年会費と一緒に特別負担金２万
円を集めている。そのうち１万６千円を米山記念奨学
会への寄付という形で処理をしている。
・米山記念奨学事業は外国人留学生を対象としている。
通常だと第１例会に米山奨学生の韓 陶磊くんに出席
して頂き、月額１０万円の奨学金を渡し、近況報告を
することになっている。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ない。その間の奨学
金は１０万円ではなく、５万円を送金している。
・学友会について
米山奨学生の同窓会組織で日本に３３、海外に９
計４２の学友会があり、様々な活動を行っている。

良武委員長

お疲れ様でした。

◆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

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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