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１１月２０日(金)
点

鐘・ソング
―会

長

挨

第３０５３回例会報告（Ｎｏ，１８）

我らの生業
拶―
谷田川

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

敏幸会長

とがありました。今は色々な団体と協力をしながら、
駅前交差点から五号道路までのイルミネーションは、
館林ロータリークラブが行っていますと自信を持っ
て言えると思います。今後、どなたかに聞かれたとき
にはそう答えて下さい。
明日から3ヶ月の期間、市民の皆様が明るく過ごせ
ますよう、そして治安の面でも有効的だと思います。
明日の設置は宜しくお願いします。
さて、本日は上毛新聞社東毛総局長 阿部一也様、
館林支局長 御山まゆみ様をお迎えしての例会です。
後ほど卓話の時間に我々の知らない情報などお聞
かせ頂けたら幸いです。ご指導の程、宜しくお願い申
し上げます。

―お

客

様―

上毛新聞社 東毛総局長

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。
今週の火曜日はイルミネーション点検作業を行い
ました。ご参加下さいました皆様、お忙しい中、あり
がとうございました。約2時間の作業でしたが、断線
してしまった物の修理等行え、明日の設置に向け準備
が出来ました。
イルミネーション事業は12年前 田部井会長の時
に始まりました。
そもそも私が商工会議所青年部時代に有志で仙台
のイルミネーションを視察に行ったのが始まりで、館
林駅が暗く寂しいのでＹＥＧ事業として駅前ロータ
リーに飾り付けをしたのが始まりです。
翌年、駅前通り商店街が飾り付けを始めました。
田部井会長エレクトの時に、企画特別委員会の委員
長をお願いされ、何か事業を立ち上げて欲しいと任さ
れ、それならイルミネーションを延伸させてはとなり
ました。
最初は駅前交差点から第二小学校西の交差点まで、
翌年の小暮年度には五号道路まで延伸させて今日に
至ります。
米山の事業や財団など、様々な奉仕活動は行ってい
ますが、「ロータリーは何をしている団体ですか？」
と聞かれたときに、なかなか上手く説明が出来ないこ

東毛総局 館林支局長

阿部和也様

御山

まゆみ様

―理事・役員指名員会報告―
松本

―会務報告―

耕司委員長

谷田川 敏幸会長

11 月 13 日に石川年度の役員、理事の選考をさせて
頂きました。推薦されました全ての方が満場一致でご
承認されました。後ほど名簿が発表されますが、よろ
しくご指導頂ければと思います。

Ｒ

２．１１．１３（金）
２０２１～２０２２年度理事・役員指名委員会
於・増喜
参加者 谷田川敏幸・本島克幸・新井 保・新井 進
野辺昌弘・浦野 隆・原 初次・田部井孝一
小暮雅𠀋・小暮高史・宮内敦夫・小池敏郎
長柄 純・瀬 欣春・毛塚 宏・松本耕司
石川長司・関口 昇
Ｒ ２．１１．１７（火）
イルミネーション点検作業
於・谷田川倉庫
参加者 谷田川敏幸・本島克幸・磯野哲也
小暮雅𠀋・小堀良武・関井宏一・関口 昇
中村研司・長柄 純・根岸利正・羽鳥紫乃
藤島 厚・本間美儀男・山本 樹
横田善次

―会員スピーチ―
紹介：プログラム・健康増進委員会
根岸 利正委員長
横田

善次会員

今後の予定
Ｒ ２．１１．２０（金）
クラブ新入会員セミナー

Ｒ

「私の成り立ち」
―本日のお食事―

Ｒ

Ｒ

Ｒ
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於・ジョイハウス
対象者 会長・幹事・クラブ研修リーダー
メンター・メンティー
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）
２．１１．２８（土）
足立年度 第１回ガバナー補佐会議
対象者 次年度ガバナー補佐
於・ロイヤルチェスター前橋
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

Ｒ
Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

対象者 会長・幹事・会長エレクト・地区役
地区委員・次年度ガバナー補佐・事務局
２．１２．４（金） 年次総会
於・ジョイハウス
２．１２．５（土）
野鳥の森清掃活動
於・東武トレジャーガーデン駐車場東側
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
２．１２．５（土）
米山面接官オリエンテーション
対象者 地区委員
於・ホテルメトロポリタン高崎
２．１２．５（土）
米山学友会忘年会
於・ホテルメトロポリタン高崎
対象者 米山カウンセラー・米山記念奨学生
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
２．１２．２６（土）
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

１．例会場・例会時間の変更
◆大泉ＲＣ
１１月２５日（水）→ 親睦夜間例会
点 鐘 １８：３０
会 場 幸寿し
１２月２３日（水）→ 親睦夜間例会
点 鐘 １８：３０
会 場 幸寿し
２．会報、週報
３．その他
◆国際ロータリー日本事務局
・ロータリークラブ・セントラルで進捗管理を！
My ROTARY トップページ（ログイン）→ 会員コー
ナー → 役立つツール→ ロータリークラブ・セ
ントラル
・入退会報告をお忘れなく！
・ブランドリソースセンターをご利用ください！
My ROTARY トップページ（ログイン）→ 会員コー
ナー → 役立つツール→ ブランドリソースセ
ンター
・多様性、公平さ、開放性(DEI)に関する方針
ラーニングセンターのコースなどと共に是非ご参
考ください。
◆（公財）ロータリー米山記念奨学会
「ハイライトよねやま ２４８号」
◆館林発明協会
第６０次回館林創意くふう作品展表彰式写真の
ご送付
◆館林市野鳥の森市民協力会
野鳥の森清掃活動のご案内
【日 時】１２月 ５日（土） ８：３０～
（雨天決行）
【場 所】東武トレジャーガーデン駐車場東側
【人 数】３名程度
※長靴、カッパ等は必要に応じて各自用意をお願い
します。
※ゴミ袋、軍手、鳥のエサはご用意致します。
※作業に当日に検温、マスク着用をお願いします。
◆米山奨学生 韓 陶磊くん
奨学生報告書のご送付
「将来について」
私は青春を過ごしています、そして試しています。人生
に一番鮮やかな歳に、何をすれば良いのか、どういう進
めば正しいのか、答えが誰もわかりません。ただ、この
歳こそ、間違いを誤っても、人生にかけがえのない足跡
になれます。この歳に、大人になっても忘れない夢を育
てていきます。 その夢は、研究員の道に歩きたいです。
私今学んでいる遺伝子と細胞は、無限の可能性がありま
す。私たちが知っているものがほんの少しだけに過ぎま
せん。DNA 突然変異のメカニズムと損傷した遺伝子の修
復技術が解明したら、想像もつかない新たな世界になり
ます。 未来で、物理の核融合発電は能源の革命とした
ら、遺伝子工学はあらゆる生命の革命です。ガンが潜在

告―
本島

克幸幹事
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しているゲノム断片を取り除いて、子孫が病まないよう
― 委員会報告 ―
になれます。又がん細胞の特性を利用して、保護された
幹細胞を身体障害者の生体性能に作用し、組織や肢体を
館林のまつり委員会
再生することが可能になります。それところではない、
関井 宏一委員長
生命科学研究の進みにより、遺伝子を操り、コントロー
ルなどができるなら、人類の意志で生命を作ることが出
来ます。これはまさに造物主の仕事で、神の領域に入り
ました。もちろん現在から言うと荒誕すぎますが。論理
的にも色々な問題があります。でも、21 世紀は生物の
世紀、この先我々の想像力に届かない、本当の世界が存
在しています。それを突破するのは吾輩であります。私
もその研究の一員として、自分なりの貢献がしたいです。
どれほどこの学科を促せるのか分かっていないですが、
道もかなり辛いと思いますけれども、これが私の将来に
やりたいことです。子供の頃か ら、私の夢です。 以上
が私今月の報告であります。ビザの手続きが全て終了し
ており、11 月 27 日に入国する予定です。
皆様と会える日を楽しみにしております。天気が寒く
なり、コロナの伝播が酷くなりました。くれぐれも ぜ
先日は、イルミネーション点検作業に参加して頂いた
ひ体調をくずされませんようお元気でお過ごしくださ
方に大変感謝申し上げます。
い！
そして明日午後 1 時よりイルミネーション設置作業を
―米山功労者感謝状授与―
開始しますので、ロータリージャンパーをご着用の上お
集まりください。皆様方のご参加よろしくお願いします。
第６回米山功労者

浦野

隆会員
出席・ニコニコ BOX 委員会
矢島 孝昭委員長

第２回米山功労者
関井

宏一会員

例会出席報告
通算３０５３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
３６名
１６名
69.23％
82.70%～84.62％

ヽ(^。^)ノニ

―

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

☆谷田川 敏幸会長
大変
本日は上毛新聞社東毛地区総局長 阿部和也
様、館林支局長 御山まゆみ様をお迎えしての
例会です。宜しくお願いします。また、先ほど
館林市政功労者表彰を頂きましたので。
☆石川 長司副会長
上毛新聞社東毛総局長阿部様、館林支局長
御山様、卓話宜しくお願い致します。
☆本島 克幸幹事
阿部様、御山様ご来訪ありがとうございます。
☆新井 進会員
先週は米山功労者第 5 回マルチブル賞を頂き、本日
は今年度第 1 回新入会員セミナーを例会後開催出
来ます事に感謝して。
☆松本 耕司会員
大変
先週は、石川年度の理事、役員をご承認賜り、出席
下さった皆様方に、御礼申し上げます。又、昨日は
大泉の槻岡会長と共に、次次年度の桜の植栽につい
て、所長、担当係長に種々お願いして参りました。
☆浦野 隆会員
妻の誕生日に、大変素敵な花束を有難うございまし
た。
☆多田 善洋会員
大変
本日、市政功労者表彰があり谷田川会長、本島幹事、
根岸会員が受賞されました。おめでとうございます。
また上毛新聞社様をお迎えして。
☆中村 研司会員
昨日で SFC 修行が終了しましたので。
☆関井 宏一会員
先日のイルミの点検作業大変お世話になりました。
明日の設置作業もよろしくお願い申し上げます。
☆小堀 良武会員
本日、欠席して申し訳ありません。群馬県で一番児
童数の多いみどり市立笠懸小学校で、タグチアート
コレクション等の協力により「1 日限りの美術館」
を開催しております。
☆荒木千津子会員
本日は上毛新聞社東毛総局長 阿部様、館林支局長
御山様ご来訪ありがとう存じます。卓話も頂戴致し
ます。よろしくお願い致します。
☆根岸 利正会員
本日は、上毛新聞社東毛総局長 阿部和也様、館林
支部局長 御山まゆみ様にご来訪頂き、卓話をして
頂きます。また、本日進行をやらせて頂きます。よ
ろしくお願い致します。
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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
上毛新聞社 東毛総局長

阿部和也様

首相は上州名物
福田 武夫
1976 年 12 月 24 日～1978 年 12 月７日（714 日）
角福戦争、福田ドクトリン、日中平和友好条約に調印、
ＯＢサミット提唱、「人命は地球より重い」、「昭和の
黄門さま」
、
中曽根康弘
1982 年 11 月 27 日～1987 年 11 月６日（1806 日）
３公社民営化、
「ロン・ヤス」
、日中青年交流センター
の建設提言、不沈空母発言、「大勲位」「風見鶏」
小渕 恵三
1998 年 7 月 30 日～2000 年４月５日（616 日）
自自公連立、沖縄サミットと二千円紙幣、男女共同参
画社会基本法、日中共同宣言、「平成おじさん」
福田 康夫
2007 年９月 26 日～2008 年９月 24 日（365 日）
道路特定財源の一般財源化、消費者庁新設、ｉｐｓ細
胞の開発支援、公文書管理法、日中共同声明、「あな
たと違うんです」
（１） もめにもめた小選挙区調整
・北関東比例代表終生１位
・「人柄の小渕さん」が激怒
・「何とかなるでしょう」
（２） シビアな大勲位
・「背水の陣内閣」の名付け親
・「無所属でも勝負せよ」
（３） まめなブッチホン
・「〇〇だけは許さねー」
・スタミナ苑
（４） ２代目はつらいよ
・大連立構想の真相
・「あなたと違うんです」

（５） ５人目の首相は
・親子３代
・２組目の親子
・３区から初

新井 進クラブ研修リーダー

上記の内容で、とても興味深い政界の裏話をお話頂き
ました。

記念品贈呈

S・A・A

根岸

利正副委員長

お疲れ様でした。

―クラブ新入会員セミナー―

例会終了後、会長・幹事・クラブ研修リーダー・メン
ター・メンティーが集まり新入会員セミナーが開催され
ました。
新井進クラブ研修リーダーより
「ロータリーの基本」
Ⅰロータリーの活動目的と活動理念
Ⅱロータリーの活動組織
のお話がありました。
そのあと、参加者全員よりロータリーに対する様々な
貴重なご意見を頂きました。
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―イルミネーション点検作業―
11 月 17 日（火）谷田川倉庫に於いて行われました。

―イルミネーション設置作業―
11 月 21 日（土）
、クィーンズ通りに於いて、館林青
年会議所、館林高校のインターアクター、館林ボーイ
スカウトの方々にも多数御協力頂き、イルミネーショ
ンの設置作業が行われました。
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◆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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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

