
 

 

山田 邦子ガバナー公式訪問例会 

 
点 鐘 

日本のロータリー創立１００周年記念の鐘 

 
 

 

 

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。 

本日は山田ガバナーをお迎えしての公式訪問例会

です。山田ガバナーには遠方よりお越しいただきあり

がとうございます。 

例会でのご講話、そしてクラブ協議会におきまして

も、ご指導賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

皆様、既にご承知でしょうが、山田ガバナーは前橋

ロータリークラブのご出身で、内科医でございます。

2840地区では初めての女性ガバナーですので、女性な

らではの発想に期待されている方です。 

残念ながら新型コロナの影響で、様々な研修セミナ

ーや会議が中止又は延期となり、大変苦慮なされてい

ます。ただ、3月の会長エレクト・幹事研修セミナー

も中止になりましたが、ＤＶＤやＹｏｕＴｕｂｅ配信

においてセミナーを開催していただいたり、Ｗｅｂ会

議を取り入れたりと、ＩＴを活用してこの難局を見事

に乗り切っておられています。 

今後ともその卓越したリーダーシップを発揮して

いただき、ご活躍なさいますよう宜しくお願い申し上

げます。 

さて、今月はロータリー財団月間です。新入会員の

方も多いので、簡単に説明させていただきます。 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２０年１１月６日(金) 第３０５１回例会報告（Ｎｏ，１６） 

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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毎年、全ての皆様に150ドルのご寄付をいただいて

おりますが、その寄付金は一度ロータリー財団に集め

られ、3年間の運用そして半分はポリオ根絶やその他

の国際奉仕活動に使われています。残りの半分は地区

に戻り、そのまた半分は海外のロータリークラブとの

共同事業に使うことが出来ます。当クラブも以前、フ

ィリピンのポートセンターロータリークラブとの共

同事業で、安全な水を飲めない地域に対して、井戸を

掘ってあげるのではなく、井戸を掘る機械と、それを

使う技術者の育成を行いました。 

残りの半分は、今年館林市に寄付をさせて頂きまし

たが、クラブの予算と合わせて、事業に使うことの出

来る、地区の補助金となります。 

私たちの寄付をしたものが、3年後には当地区に戻

ってくる仕組みになっておりますので、今後とも宜し

くお願い申し上げます。 

 

 

―お 客 様― 

 
国際ロータリー第２８４０地区ガバナー 

山田 邦子様 

 
 

 
第４分区 B ガバナー補佐 

中山 勉様 

 

地区幹事 岡部 幹雄様 

 
 

 

―お 食 事― 

 

 
カキフライ定食 

 

―会 務 報 告― 

 
今後の予定 

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 

    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 
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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 ２．１１．２８（土） 

足立年度 第１回ガバナー補佐会議 

於・ロイヤルチェスター前橋 

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 

                               

―幹 事 報 告― 
 

1. 例会場・例会時間の変更 

◆前橋南ＲＣ       

１１月１８日（水）→ 夜間例会 

２．会報、週報 

◆大泉ＲＣ → 会 報 

◆館林東ＲＣ → 会 報 

◆館林ミレニアムＲＣ → 会 報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①ガバナー月信１１月号 

②足立年度ガバナー補佐推薦の御礼及びガバナー

補佐就任のご依頼 

 ③足立年度第１回ガバナー補佐会議のご案内 

【日 時】１１月２８日（土）  

登 録 １５：３０～１６：００ 

    会 議 １６：００～１８：３０ 

    懇親会 １８：３０～２０：３０ 

       【会 場】ロイヤルチェスター前橋 

 

◆（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 

 編集・製作工程の関係機関と協力し、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 

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。 

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』下半期申込、月々の増部、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。 

 

◆サントリースコールサロン事務局 

 サントリースコールサロン例会開催休止のご案内 

 新型コロナ感染防止に群馬県を挙げて取り組みを

実施している状況と会員の皆様への安全安心を考

慮した結果、休止とし、役員会等の開催のみとさせ

て頂くこととなりました。 

 

◆社会福祉法人 館邑会 

 令和２年度援助金拠出のお願い 

       ５００円（１名）× 会員数 
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◆上毛新聞アドシステム 

  シャトル年賀広告ご出稿のお願い 

     【掲載日】令和３年１月１日 

     【掲載料】２０，０００円（消費税別途） 

 

 

― 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１１月号の中の興味深い記事を紹介さ

せて頂きます。 

先ず、７０ページの歌壇に、新井進会員の短歌が４席に

入選され掲載されております。 

誠におめでとうございます。 

後、１８ページからコロナ禍における各クラブの例会の

対応が報告されています。 

各クラブも様々な工夫を凝らし、感染予防対策を考慮

した例会を開催しているようです。 

そしてその利点、欠点、今後の課題など、生の声がたく

さん紹介されており、とても参考になりました。 

ご一読いただければと思います。 

  

 

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３０５１回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５３名 

５２名 

出 席 者 数 ３９名 

欠 席 者 数 １３名 

出 席 率 75.00％ 

前前回修正 82.70%～84.62％ 

 

 

使用済切手寄贈 

 

（有）新成・新井薬局 

 

ご芳志 

 

山田 邦子ガバナー 

 

中山 勉ガバナー補佐 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 
☆谷田川 敏幸会長       大変 

 本日は山田ガバナーをお迎えしての公式訪問

例会です。ご指導の程宜しくお願い致します。 

☆石川 長司副会長       大変 

本日は山田ガバナーのご来訪を歓迎します。 

どうぞご指導を宜しくお願い申し上げます。 

☆本島 克幸幹事  

 山田ガバナーご来訪ありがとうございます。 

☆宮内 敦夫パストガバナー   大変 

 ２８４０地区ガバナー山田邦子様の公式訪問あり

がとうございます。よろしくご指導ください。 

☆新井 進会員         大変 

本日の公式訪問に、山田ガバナーをお迎えし、 

又、本日配布されたロータリーの友１１月号歌壇の

４席に掲載され、二重の喜びに対して。      

☆野辺 昌弘会員 

 山田邦子ガバナー公式訪問、歓迎いたします。 

☆松本 耕司会員         大変 

 本日は、山田ガバナー公式訪問にお越し頂き、 

心より御礼申し上げます。又、昨年７月１９日には、 

3000 回例会にもご出席賜り有難うございました。 

☆齊藤 要会員         大変×６ 

 奉仕の神様の様な山田ガバナーご来訪の席で叙勲

の披露が出来る事は光栄の限りです。瑞宝双光章で

す。お世話になった皆様に深く感謝申し上げます。 

 有難うございました。 
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☆小暮 高史会員         大変 

 山田ガバナーようこそ館林クラブにお越し頂きま

した。ご指導宜しくお願い致します。 

 斉藤さん、叙勲おめでとうございます。 

 山本さん、お孫さん出産おめでとうございます。 

☆小暮 雅𠀋会員         大変 

 山田邦子ガバナー、本日公式訪問ご苦労様です。 

 ご指導宜しくお願い致します。 

☆小池 敏郎会員 

山田ガバナー、岡部地区幹事、中山ガバナー補佐 

公式訪問、ご指導宜しくお願い致します。 

☆原 初次会員          大変 

 山田ガバナーならびにスタッフの皆様ご来訪歓迎

いたします。ご指導宜しくお願い致します。 

☆長柄 純会員 

 山田ガバナーご来訪に感謝申し上げます。 

☆瀬山 欣春会員         大変 

 RI２８４０地区山田邦子ガバナーをお迎え致しま

したので。ご指導をよろしくお願い申し上げます。 

☆中村 研司会員 

 国際ロータリー第２８４０地区山田邦子ガバナー、 

 本日はご指導の程宜しくお願い致します。 

☆関口 昇会員 

 山田ガバナーご来訪ありがとうございます。 

☆関井 宏一会員 

 本日は山田邦子ガバナー、又、中山ガバナー補佐、 

 岡部地区幹事、ようこそ館林 RC へ。 

本日はよろしくお願い申し上げます。 

☆山本 樹会員 

 山田ガバナー、中山アシスタントガバナー、岡部 

地区幹事、本日はよろしくお願いします。 

☆山本 樹会員          大変×２ 

 宮内 PG をはじめ会員の皆様には大変ご迷惑ご心配

をかけましたが、１１月２日娘に子供が授かりまし

た。少々のアクシデントはありましたが、今後元気

に育っていただければと思います。幸せのお裾分け

を皆様に。 

☆小堀 良武会員 

 山田ガバナー本日は宜しくお願いします。 

☆飯塚 一成会員 

 山田ガバナー、本日はよろしくお願いいたします。 

☆根岸 利正会員           

 本日は国際ロータリー第２８４０地区ガバナー 

山田邦子様に講話をして頂きます。プログラム健康

推進委員長として御礼申し上げます。 

☆矢島 孝昭会員 

 山田ガバナー、ご来訪ありがとうございます。 

 本日は、宜しくお願い致します。 

 

 

 

― 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地区ガバナー 

山田 邦子様 

 
 

 皆さんこんにちは。 

 本日はコロナ禍の中のガバナー公式訪問に、このよ

うに多くの方に歓迎をして頂きありがとうございま

す。 

 まず、米山記念奨学委員会アドバイザー、ガバナー

諮問委員会委員であられました、故 高木貞一郎パス

トガバナーにこれまでたくさんご指導とご協力をお

願いいたしましたこととても感謝しております。 

改めて弔意を表したいと思います。 

 さて、コロナ禍の中で世の中色々な事が変わってき

ております。ロータリーは環境の変化に対応しなくて

はなりません。これからの変化を皆様の力でより良い

ものにして、進化して頂きたいと思います。 

 ただ、ロータリーには変わるものと、変わらないも

のが２つあります。 

まず、変わるものについて話していきます。 

２０２２－２０２３年度 RI会長候補として、カナダ

のジェニファーE.ジョーンズという女性の方が指名
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されています。RI１１５年の歴史の中で初の女性会長

候補となります。ロータリーに女性会員が入会出来る

ようになってからまだ３１年しかたっていません。 

その間女性会員は２３％を占めるまで増えています。 

これも少しずつ変化しているものと受け止めて頂け

るといいと思います。 

私も前橋 RCでは、初の女性会員で、初の女性会長、

初の女性ガバナーということで、少しずつ変わった方

向に進ませて頂きますことを感謝しております。 

 また、これから変わることは、グローバル補助金の

６つの重点項目に、７つ目として海洋汚染や温暖化対

策など環境保全の項目が加わりました。これからはこ

の項目にも力を入れた補助金活動、奉仕活動を進めて

頂きたいと思います。 

 ローターアクトクラブも変わります。ローターアク

トはロータリークラブが提唱し作った奉仕クラブで

１８歳から３０歳までの若い人達を、指導、育成して

いました。この度、ローターアクトクラブが RI の 

一員に加わる事になりました。つまり我々ロータリー

クラブと同じ立場になります。そして、３０歳という

上限も取り払われ、上限を自分たちのクラブの細則で

決める事が出来る様になりました。 

人頭負担金（大学基盤とする RAは 5＄、社会人基盤

とする RAは 8＄）を負担することになります。また、

グローバル補助金を使って活動をすることも出来る

様になります。若い人達をこれからも御支援、御指導

して頂きますようお願い申し上げます。 

 ポリオプラスですが、今年の８月にアフリカ地域で

の野生型ポリオウイルスの根絶が認定されました。残

るのはアフガニスタンとパキスタンです。紛争地域で

はありますが、ポリオワクチンの投与活動は続けられ

ています。ポリオプラスの御寄付も宜しくお願い致し

ます。 

 地区からのニュースですが、１１月１５日に地区大

会を予定しておりましたが、延期となりました。今ま

でのように１日をかけて、一会場に大勢が集まっての

地区大会の開催は無理ですので、変化した地区大会と

いたします。県内を８つの分区ごとの会場に分けるよ

うに致します。メイン会場を前橋に置き、分区ごとに

７つのサテライト会場を作ります。第４分区 Bは文右

衛門ホールをサテライト会場といたします。 

各種表彰も分区ごとに行います。また日本のロータリ

ー創立１００周年記念切手を作製しお配りする予定

にもなっておりますので、どうぞ大勢の方が地区大会

にご参加頂きたいと思います。 

 次に変化しないものについてお話いたします。 

 ロータリーは１１５年の歴史があり、先人の方たち

から色々と引き継がれて、守られて、創り上げてきて

頂いたものがあります。ロータリーの 5つの中核的価

値観（奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップ）

は不変です。この価値観を尊重し、自らの生き方とし

て体得し、行動して頂きたいと思います。 

 最後になりましたが、館林ロータリークラブからは

大勢の方に地区へ方にご出向頂いております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

―記念品贈呈― 
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S・A・A   小堀 良武委員長 

 
 

＜１１月の食事＞ 

１１月１３日 第２例会 洋食 

１１月２０日 第３例会 和食 

１１月２７日 第４例会 中華 

 

＊牡蠣が苦手な方が多いため変更となりました。 

 

―記 念 撮 影― 

 

 
 

―第４回クラブ協議会― 
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２０２０～２０２１年度・館林ロータリークラブ 

第４回クラブ協議会次第 

 

令和 ２年１１月 ６日 

ＰＭ １：２０～ 

於・ ジョイハウス 

 

≪司会進行  幹事 本島 克幸≫ 

 

①会長挨拶         会長 谷田川敏幸 

②ガバナー挨拶 国際ロータリー第２８４０地区 

ガバナー 山田 邦子 様 

③出席者確認、資料確認    幹事 本島 克幸 

④協議事項 

・クラブの現況（会員数、会員構成） 

     【現況報告書Ｐ１９参照】 

２０２０年 ７月 １日現在 ： 正会員４８名  

名誉会員４名 

２０２０年１１月 ６日現在 ： 正会員５３名  

名誉会員４名 

・会員の年齢構成（２０２０年１１月６日現在） 

【現況報告書Ｐ１９参照】 

 最年長者 ： 新井  保・坂村 吉保 ８４歳 

 最年少者 ： 齋藤 佳延 ４２歳 

 平均年齢 ： ６１歳 

 年齢構成 ： ８０代（ ４名）７０代（１３名） 

 ６０代（１０名）５０代（１２名） 

 ４０代（１４名） 

・例会出席状況  【現況報告書Ｐ２５～２７参照】 

 昨年度出席状況 ： 月平均 ７８．５％ 

 今年度出席状況 ： ７月、８月、９月、１０月  

８０％前半 

・委員会報告 

１）クラブの特徴（今年度取り入れたこと等を含め） 

クラブ研修常任委員会 ＊ 委員長 新井  進 

２）コロナ感染防止対策を考慮した例会の形式 

  魅力ある例会づくりの工夫 

クラブ管理運営常任委員会 

＊ 委員長 石川 長司 

会場運営委員会       委員長 小堀 良武 

出席・ニコニコＢＯＸ委員会 委員長 矢島 孝昭 

親睦活動委員会       委員長 飯塚 一成 

プログラム・健康増進委員会 委員長 根岸 利正 

３）公共イメージと認知度向上のための方策 

公共イメージ常任委員会 ＊ 委員長 長柄  純 

クラブ会報・広報委員会   委員長 中世 吉昭 

 

 

４）コロナ禍における、退会防止の方策 

会員組織常任委員会   ＊ 委員長 山本  樹 

会員増強・職業分類委員会  委員長 荒木千津子 

５）奉仕プロジェクトの履歴と現況 

奉仕プロジェクト常任委員会 

＊ 委員長 中村 研司 

職業奉仕委員会       委員長 帆足 秀司 

社会奉仕委員会       委員長 多田 善洋 

国際奉仕委員会       委員長 上野 和路 

青少年奉仕委員会      委員長 堀越 貴之 

館林のまつり委員会     委員長 関井 宏一 

６）各種寄付状況 

ロータリー財団常任委員会 

＊ 委員長 毛塚  宏 

米山奨学常任委員会  ＊ 委員長 渋澤  勉 

７）クラブの長所・改善点及び補足説明 

地区運営に関する要望など           

会長 谷田川敏幸 

⑤ ガバナー講評 国際ロータリー第２８４０地区 

ガバナー 山田 邦子 様 

 

 

 

ガバナーからの質問事項に、会長方針に基づいて、

各常任委員長が発表し、最後に会長が補足説明及び地

区への要望等を発言しました。 

また、ガバナーからは、今まで 30クラブを訪問し

ましたが、新入会員の方が 6名出席してくれたクラブ

は館林クラブだけですと、喜んで頂きましたし、急遽、

新入会員全員の発言の機会を頂き、皆さん動揺したと

いうハプニングもありました。 

最後に山田ガバナーより、お褒めの言葉を交えて講

評があり、穏やかにクラブ協議会は終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 
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