
 

 

点 鐘・ソング 奉仕の理想 

 

―会 長 挨 拶― 

 
 谷田川 敏幸会長 

 
 

皆さんこんばんは。本日も例会出席ありがとうござ

います。 

今日の例会は夜間例会とさせて頂きました。 

なかなか皆さん親睦を図ることが出来ませんので、

久しぶりにこのような形にさせて頂きました。 

ただ、ソーシャルディスタンスを保つようにして頂

きたいと思います。 

また、一昨日の28日に第4分区Ａ．Ｂ１０クラブゴ

ルフコンペが、つつじヶ丘Ｃ．Ｃで実施され、当クラ

ブから１２名の皆様が参加していただきました。 

地区大会のゴルフコンペでは団体３位でしたが、今

回はハンディーに恵まれず、上位入賞は出来ませんで

した。私を含めて初めてのコースの方も多く、キャデ

ィーさんも居なく苦戦された方も多かったようです

が、絶好のゴルフ日和の中で楽しく参加して来ました。 

終了後、館林に戻り慰労会を行いましたが、今年入

会されました４名の会員さんも含め、大変親睦が深め

られました。 

また、先週の例会で、クリスマス家族例会の日程に

ついて伺いましたが、昨日書面臨時理事会において、

12月26日(土)に決定致しました。 

人数にもよりますが、3部屋お借りしていますので、

いつもの3倍の広さでゆったりと開催できます。是非

ご家族の皆様お誘いの上、一日遅れのクリスマスをお

楽しみいただきたいと思います。 

詳細につきましては、今後親睦活動委員会の皆さん

と、内容を詰めていきたいと思いますので、宜しくお

願いします。 

私事ですが、ご報告がございます。 

先週の例会終了後、全日本ダートトライアル最終戦

となった、九州に行って参りました。 

結果は３位とまたしても残念な結果となり、シリー

ズランキングも３位で終わってしまいました。 

以前にも申し上げましたが、今年はコロナの影響で、

８戦予定されていた大会が３戦となり、大変寂しい全

日本でした。コロナの影響はすぐには終息しないでし

ょうが、来年は主催者、参加者共々コロナ対策をしな

がら、開催されると思います。 

シーズンオフ中に、テスト走行を行い、来シーズン

こそはチャンピオン奪回したいと思います。 

来週は山田ガバナー公式訪問例会です。皆様、宜し

くお願いします。 

 

―会 務 報 告― 

 
谷田川 敏幸会長 

Ｒ ２．１０．２８（水） 

第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会 

（第２回インコンペ） 

               於・つつじヶ丘Ｃ.Ｃ 

  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・小池敏郎

田部井孝一・羽鳥紫乃・藤島 厚    

本間美儀男・山本 樹 

Ｒ ２．１０．２８（水）      

 懇親会            於・万す田 

       参加者 ゴルフ参加者・松本耕司 

 

今後の予定 

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 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２０年１０月３０日(金) 第３０５０回例会報告（Ｎｏ，１５） 

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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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 

    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 ２．１１．１１（水） 

館林市緑を守る会臨時総会       

 於・館林市文化会館 

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 ２．１２．３（木） 

ガバナー公式訪問後 ５クラブ合同懇親会 

                 於・ジョイハウス 

   対象者 会長・幹事・会長エレクト 

地区役員地区委員・次年度ガバナー補佐 

Ｒ ２．１２.４（金） 

年次総会                

於・ジョイハウス 

Ｒ ２．１２．５（土） 

女性フォーラム        

於・ホテルメトロポリタン高崎 

        対象者 女性会員 

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 ２．１２．２６（土） 

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 ３．４．２１（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 

Ｒ ３．６．１２（土）～１６日（水） 

国際大会              

 於・台湾 台北 

                                

―持ち回り理事会報告― 

 
本島 克幸幹事 

 
 

１． 協 議 事 項 

 

（１）クリスマス家族会日程変更に関する件                

承認１２名・未回答３名 

 

 １２月１８日（金） ⇒ １２月２６日（土）に変更 

 

（２） 例会日・例会場所・例会時間変更に関する件          

承認１２名・未回答３名 

①  １２月１８日（金） ⇒ 通常例会 

②  １２月２５日（金） ⇒ １２月２６日（土） 

 クリスマス家族会に振替 

       【受   付】１７：３０～ 

       【例   会】１８：００～ 

       【パーティー】１８：３０～ 

       【会   場】ジョイハウス 

 

                                           

     

以上の結果、上記議題は承認されました。 

 

―幹 事 報 告― 
 

１．例会場・例会時間の変更 

◆太田ＲＣ       

１１月１２日（木）・１３日（金）→ 経済再生移動 

親睦例会 

◆碓氷安中ＲＣ     

１１月２６日（木）→ 休 会 

◆沼田ＲＣ       

１１月 ３日（火）→ 休 会 

 １１月２４日（火）→ 休 会 
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◆前橋北ＲＣ      

１１月１６日（月）→ １１月１８日（水）夜間例会 

 １１月２３日（月）→ 休 会（勤労感謝の日） 

◆前橋東ＲＣ      

１１月 ５日（木）→ 点 鐘 １１：００ 

（お弁当持ち帰り） 

 １１月１２日（木）→ 点 鐘 １１：００ 

（お弁当持ち帰り） 

 １１月１９日（木）→ 点 鐘 １１：００ 

（お弁当持ち帰り） 

 １１月２６日（木）→ １１月２３日（月） 

早朝清掃奉仕移動例会 

             点 鐘 ７：００ 

             会 場 前橋公園 

◆伊勢崎東ＲＣ     

１１月２０日（金）→ １１月２４日（火 

）伊勢崎南ＲＣと合同例会 

             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クラブ奉仕活動 実践事例集原稿執筆のご依頼 

【奉仕活動事例選考・提出要領】 

１． 貴クラブの代表的な奉仕活動を ３件以内に 

絞って選定してください。（各クラブ最低 1件

は選定・提出していただきたいと存じます） 

２．奉仕活動事例の選定基準 

① 過去１０年の活動の中から選定してください

（２０１０年以降。現在も継続する事業はそれ 

以前に開始された事業でも可です）。 

② 奉仕分野は限定しません。東日本大震災被災

者支援や、財団の補助金モデル（地区補助金、

グローバル補助金）を活用したプロジェクトも

含みます。 

③ 自治体や各種団体等への単なる寄付行為や 

協賛金の提供のみの事業は除いてください。 

④ できるだけ多くの会員が参加した活動である 

ことが望ましい。 

⑤ 複数のクラブによる合同奉仕活動は、その活動

の主管クラブが代表して執筆してください。 

３．１件１ページをフォーマットに従って執筆し、

Word文書にてデータ提出してください。 

執筆内容は、タイトル（テーマ）、活動概要 

（目的、対象・受益者、参加者、資金、活動内容）、

成果・効果。 

活動の様子がわかる写真のデータ（.jpg）を２枚

添付してください。 

４．原稿提出締切：１２月１１日（金）必着 

 

②２０２２年規定審議会提出制定案  

クラブ投票のお願い 

 今回２０２２年規定審議会に提出する立法案を各

クラブに募りましたところ、前橋ロータリークラブよ

り５件の制定案が提出されました。ぜひご賛同いただ

けますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。もし

ご賛同いただけない制定案がございましたら、その旨

山田ガバナー事務所に１１月２４日（火）までにご報

告いただきたいと存じます。 

【提案者：前橋ロータリークラブ】 

１．RI事務総長の任期に関する規定を改定する件 

本制定案は、RI細則 6.040.を改定する提案です。

提案趣旨 事務総長の在任期間が長期化して過度  

の権限集中が起き、組織運営が硬直化・官僚化す

ることを防ぐため、在任期間が通算して 10年を

超えることがないようにする提案です。 

２．「理事会が緊急性があると判断」した制定案の 

「緊急性」の範囲を限定する件 

本制定案は RI細則 8.050. 決議審議会で審議され

る制定案を改定する提案です。 

提案趣旨 現行規定では、「理事会が緊急性がある

と判断」した制定案（本来は 3年に 1回の規定審

議会で審議される）を毎年開催される決議審議会

で審議・決定できることになっていますが、「緊

急性」の範囲は理事会都合で恣意的に拡大解釈さ

れる懸念があります。 

本制定案は、「緊急性」の範囲を、前回規定審議

会後に発生した、ロータリーの組織や活動に重大

な影響を与える不測の緊急事態（コロナ禍等）に

必要な組織規定の改定に限定する提案です。 

３．規定審議会の討議に関する速記録を公開する件 

本制定案は RI細則 第 7条 を改定する提案です。 

提案趣旨 現行規定では、規定審議会終了後、各クラ

ブに「決定報告書」を送付することになっています

が、この報告書は決定された採択制定案を列挙する

だけのもので、当日の審議会会場でどのように賛

成・反対の議論が交わされ決定に至ったのか、その

審議プロセスはブラックボックスです。 

本制定案は、規定審議会の審議プロセスを RIウェ

ブサイトに公開し、次回以降の規定審議会の審議の

質を高めようとする提案です。 

４．欠陥のある決議案の定義を改定する件 

本制定案は RI細則 8.070.2. 欠陥のある決議案 を改

定する提案です。 

提案趣旨 現行の RI細則 8.070.2.には、2019年規定

審議会で「欠陥のある決議案の定義」として追加・

採択された以下の条項があります。 

(b) 理事会または TRF管理委員会の裁量の範囲内

にある運営または管理にかかわる行為を要請す

る場合。 

(c) 理事会または管理委員会によって既に実施さ
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れている行為を要請する場合。（制定案 19-101）

この改定は、遡れば、2013年規定審議会で削除・

採択された以下の「欠陥のある立法案の定義」の

条項の趣旨を復活させるものでした。（制定案

13-141：RI細則 7.037.2. 欠陥のある立法案(d)）  

（ii）理事会もしくは事務総長の裁量の範囲内にある

管理運営的措置を要求あるいは要請する場合。 

現行規定の「裁量の範囲」（範囲は明確ではない）

や「既に実施されている行為」を理由に「欠陥の

ある」と見なされれば、RIの運営に関する多く

の改善提案は、決議審議会に上程されず、広くロ

ータリアンの目に触れる機会を失う懸念があり

ます。（実際、2020年決議審議会に提出した 2840

地区からの決議案 7件の内 6件は、この 8.070.2.

の(b)(c)項を理由に「欠陥のある」と見なされ

た。） 

本制定案は、現行の 8.070.2.(b)(c)項の削除を

求める提案です。 

５．「ロータリー」、「ロータリアン」の定義を明確に

する件 

本制定案は、RI定款、RI細則、標準ロータリークラ

ブ定款 第 1条 定義を改定する提案です。 

提案趣旨 RI定款・RI細則・標準ロータリークラブ

定款には第 1条に用語の定義が示されています。組

織規定の中に出てくるロータリー固有の用語・用法

について、その内容範囲を明確にするものです。 

ところが、固有名詞である「ロータリー」や「ロー

タリアン」という最も基本的な単語（組織規定の中

に頻出する）の定義が、この第 1条には示されてい

ません。 

本制定案は、組織規定の第 1条に、「ロータリー」

と「ロータリアン」の定義を追加する提案です。 

 

③ 森田年度財務報告書のご送付 

④女性フォーラム開催のご案内 

【日 時】１２月 ５日（土） 開場 １３：３０  

開演 １４：００ 

【会 場】ホテルメトロポリタン高崎 

【対 象】地区女性ネットワーク委員会 

地区内女性会員 

【登録料】１人２，０００円 

 

④ ZOOM導入アンケートのお願い 

 

⑤ 地区大会での長寿表彰・永年表彰対象者ご報告の 

お願い 

１． ２０２１年６月３０日時点で８８歳以上に 

なられる長寿会員 

２．２０２１年６月３０日時点でロータリー会員歴

４０年以上になられる永年会員 

 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

 ①特例措置終了および奨学金支給について 

 【奨学生の日本帰国期限について】 

  日本政府による制限措置緩和を受け、この特例措

置を１１月３０日で終了することに致しました。 

既に出国９０日を超えている奨学生が、１１月 

３０日までに日本に入国出来なかった場合は、 

奨学生としての資格を失うことになりますので

ご注意いただきますようお願い致します。 

▶日本への入国期限：２０２０年１１月３０日（月） 

【奨学金の支給について】 

日本政府による入国制限緩和により、奨学生は日本

への帰国準備を進めていると思いますが、日本入国

を確認されましたら、至急メールで奨学会宛ご連絡

下さい。メール確認後、送金手配を始めます。 

 

 ②米山功労者感謝状（７名） 

 

◆館林つつじサポーターズ倶楽部 

    → 会報のご送付 

 

 

 

 

― 委員会報告 ―     

 

 

ロータリーの友地区委員会 

小暮 雅𠀋委員長 

 
 

「ロータリーの友」に対する感想を毎月報告しておりま

す。皆様からも感想をお寄せください。 

ご協力をお願いします。 
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親睦活動会委員会 

飯塚 一成委員長 

 
 

１０月２８日（水）に第４分区 A・B１０RCゴルフ大会

が、つつじが丘 C.Cに於いて開催され、 

１２名の方が参加されました。 

また、館林 RCの第２回インコンペも兼ねており、優

勝が本島克幸会員、２位＆ベスグロ賞が藤島 厚会員、

３位が磯野哲也会員という結果になりました。 

 

 

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３０５０回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５３名 

５２名 

出 席 者 数 ３８名 

欠 席 者 数 １４名 

出 席 率 73.07％ 

前前回修正 82.70%～82.70％ 

 

 

 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長       大変 

 本日は久しぶりの夜間例会です。美味しい 

お酒を飲ませて頂きますので。 

☆石川 長司副会長      

本日は夜間例会で楽しく会員の皆さんとお酒を 

頂きますので。 

☆本島 克幸幹事  

 ①クールビズも終わりです。 

 ②初夜間例会です。 

 ③第２回ゴルフコンペ優勝です。 

☆新井 保会員  

 お世話になります。 

☆新井 進会員  

今宵もよいお酒が飲めますように。       

☆野辺 昌弘会員 

 本日はよい月夜です。お世話になります。 

☆松本 耕司会員         大変 

 久方振りの夜間例会に出席させて頂いて、今夜は 

皆様方と楽しみたいと思います。 

☆斉藤 要会員 

 谷田川会長のおかげで、美味しいお酒が頂けます。 

☆小暮 雅𠀋会員         大変 

 お酒を頂きますので。 

 「ロータリーの友」の感想を、古い人、新しい人に

聞きますのでよろしくお願い致します。 

☆小池 敏郎会員 

久しぶりの夜間例会です。楽しく頂きます。 

☆長柄 純会員 

 久々の夜間例会です。皆さん楽しい一時を・・・ 

☆多田 善洋会員 

 議会も決算委員会も終り、久々に例会に出席させて

頂きました。これから寒さ厳しくなりますのでお身

体ご自愛下さい。 

☆中村 研司会員 

 今日は美味しいお酒を頂きますので。 

☆関口 昇会員 

 夜間例会ということでお酒をいただきますので。 

☆横田 善次会員 

 久し振りの夜間例会です。今後も夜間例会が開催 

出来る事を望みます。 

☆山本 樹会員 

 夜間例会楽しませて頂きます。 

☆小堀 良武会員 

 久し振りの夜間例会です。宜しくお願いします。 

☆堀越 貴之会員 

 夜間例会ということで、宜しくお願いします 

☆飯塚 一成会員 

 １０クラブゴルフ大会のご参加ありがとうござい
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ました。 

☆根岸 利正会員           

 本日は、美味しいお酒を頂きます。 

 食事中のマナーへのご協力ありがとうございます。 

☆帆足 秀司会員 

 遅参失礼致します。 

☆中世 吉昭会員 

 夜間例会ということで、美味しいお酒を頂きます。 

☆石川 正直会員 

 久し振りの例会出席で申し訳ありません。 

 夜間例会楽しみです。宜しくお願いします。 

☆羽鳥 紫乃会員 

 日頃よりお世話になりありがとうございます。 

 初めて１０クラブゴルフに参加させて頂きとても

楽しかったです。今後ともどうぞよろしくお願い致

します。 

☆磯野 哲也会員 

 本日は夜間例会ということで、楽しませて頂きます。 

☆藤島 厚会員 

 親睦ゴルフコンペではベスグロ賞を頂きましてあ

りがとうございます。 

今日は美味しいお酒を飲ませて頂きます。 

☆本間 美儀男会員 

 本日は夜間例会ということで、大変楽しみです。 

 先日の１０クラブコンペも参加させて頂き、皆様と

親睦を深められました。 

☆山岸 孝昭会員 

 初めて夜間例会に参加させて頂きました。 

☆矢島 孝昭会員 

 非常にたくさんの出席とニコニコカードありがと

うございました。おかげ様で今日は美味しいお酒が

飲めます。 

   

 

 

S・A・A   小堀 良武委員長 

 
 

 

＜１１月の食事＞ 

 

１１月 ６日 第１例会 カキフライ定食 

１１月１３日 第２例会 カキと牛肉のピラフ 

            ＆カキフライ 

１１月２０日 第３例会 海鮮皿うどんと 

カキフライ 

１１月２７日 第４例会 牡蠣と野菜の豆鼓炒め 

 

＊苦手なお食事がございましたら、S・A・Aまで 

ご連絡下さい。 

 

 

 
―懇 親 会― 

 

乾杯 

松本 耕司直前会長 

 
 

 

 

締め 

石川 長司会長エレクト 
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第４分区 A・B１０RC親睦ゴルフ大会 

           令和２年１０月２８日（水） 

               於：つつじが丘 C.C 

 

 
 

 

 
 

 

 

館林 RC 第２回インコンペ 表彰式・懇親会 

於：万す田 

 

 
 

 

 

 

 

 

優勝 本島 克幸会員 

 
 

第２位・ベスグロ賞  藤島 厚会員 

 
 

第３位 磯野 哲也会員 

 

◆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 
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