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１２月１１日(金)
点

鐘・ソング
―会

長

挨

第３０５６回例会報告（Ｎｏ，２１）

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

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。
本日から、米山記念奨学生の韓君が出席されていま
す。やっと来られましたね。後ほど改めてご紹介させ
ていただきます。
親馬鹿なお話しをさせて頂きます。
2日間続いて二人の息子が上毛新聞に掲載されまし
た。
先週の土曜日と日曜日に館林JCが大街道・栄町跨道
橋（アンダーパス）の歩道の壁に「里沼魅力アート」
というテーマで壁画を描く事業を行いました。この事
業は私がＪＣ現役時代の約20年前に千代田跨道橋に
行ったことがあります。当時歩道の壁面に落書きが沢
山書かれていました。ただ消すのではまた同じことに
なってしまうのではということで、賛同する親子を募
集し壁画アートを行いました。また落書きされてしま
うか心配しておりましたが、現在でもキレイなままの
状態を保っています。
今回のは、土曜日に中学生が下絵を描き、日曜日に
小学生が塗り絵方式で仕上げるという、小中連携によ
る企画でした。若い人の発想は違うなと感心させられ
ました。
翌月曜日には、館林商工会議所主催のグルメ総選挙
で城町食堂の油淋鶏がグランプリを獲得いたしまし

た。身内も協力しましたが、多くも皆様の投票がなけ
ればなり得ないことです。会員の中にも応援いただい
た方もおられると思いますので、この場を借りて御礼
いたします。ありがとうございました。
さて、新型コロナウイルス感染が拡大しております。
今のところ例会を休会する考えはありませんが、例会
出席は強制ではありません。会社の都合や、家族の理
解、ご本人の体調等を考慮していただき、お決めいた
だければと思います。その為にも例会動画をアップし
ていますので、欠席の場合は視聴いただき事務局にご
連絡をいただけますようよろしくお願いいたします。
また、クリスマス家族例会につきましては、本日の
例会終了後にインフォーマルミーティングを開催し、
実施の方向で詳細を検討いたしますが、感染の動向を
見極めて、最終的にどのように行うかは、来週の例会
時に皆様にご報告いたしますので、よろしくお願いい
たします。
年を開けると新入会員４名がお仲間になります。既
にメンターの方も決まっておりますが、メンター、メ
ンティーお二人の例会出席の際、例会後にお時間があ
る場合は、お互いのコミュニケーションを図るため、
下のレストランでお茶会を行っていただきたいと思
います。略して「コミュニ ティータイム」です。
本日の卓話は、小暮雅丈ロータリーの友地区委員長
です。ロータリアンの愛読書のロータリーの友につい
て、色々と参考になるお話が聞けると楽しみにしてい
ますので、宜しくお願い申し上げます。

―米山記念奨学生紹介―
韓 陶磊（かん

とうらい）

君

―奨

学

金

授

おり、誕生日の時に長生きが出来るように食べる麺です。
この長い 1 本の麺は私にとりまして、特別な意見があり
ます。拉麺は山西省を出て中国に広がりました。そして
日本を経て世界の人達が拉麺を知り好きになりました。
たった 1 本の麺で、私とあなた、町と町、地域と地域、
そして中国と日本、世界が繋がりました。ですから、我々
も拉麺のように国際交流に、そして世界の平和に何か貢
献が出来るのではないかと思います。
以上、私の挨拶です。
皆様、これからの 2 年間、いや、2 年間だけではなく
皆さんの友情と同じく永遠どうぞよろしくお願いしま
す。

与―

―会員スピーチ―
―近

況

報

告―

紹介：プログラム・健康増進委員会
根岸 利正委員長

皆さんこんにちは。初めまして。中国から来ました
韓 陶磊と申します。どうぞよろしくお願いします。
この様に挨拶をするのは、本来は 4 月の予定でしたが、
12 月の今になってしまいました。コロナが原因で私は
凄く永い春休みを過ごしました。ようやく皆様にお会い
出来て嬉しいです。
特に飯塚さんと石川さんのお二人には、私が母国に滞在
している間、本当に色々と助けて頂きました。心より感
謝申し上げます。
今日の昼食は中華料理ですが、皆さんラーメン（拉麺）
はお好きでしょうか？拉麺の発祥の地は私の故郷の山
西省です。山西省では麺料理がたくさんあります。麺の
種類だけでも、拉麺を始め、刀削麺、猫耳朶、撥魚麺
など 100 種類以上があると言われています。このように
様々な麺類はまるで世界の各国の文化みたいです。みん
なそれぞれ異なる言葉、習慣、そして、鮮な文化を持っ
ていいます。優劣は無く、そこに生まれ育った人がいて
愛情に包まれています。ですから私たちは様々な文化に
対して、尊重、理解しそして交流を深めてきたと思いま
す。
拉麺の拉は、中国語で伸ばす、引っ張るという意味が
あります。上手な料理人はどんぶり一杯分の麺を麺 1 本
だけで作れます。その麺は長寿麺（一根麺）と呼ばれて

横澤

テーマ「運があるから今がある」
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淳夫会員

於・銀座寿司
参加者 谷田川敏幸・本島克幸・飯塚一成
石川長司・石川正直・上野和路
毛塚 宏・小暮高史・小暮雅𠀋・関井宏一
関口 昇・瀬山欣春・多田善洋・中村研司
長柄 純・根岸利正・羽鳥紫乃・松本耕司
矢島孝昭・山本 樹・横田善次
Ｒ ２．１２． ６（日）
ＲＬＩセミナー パートⅢ
於・前橋商工会議所会館
参加者 石川長司・関口 昇・中村研司・宮内敦夫

―本日の昼食―

今後の予定
Ｒ

牛肉と青梗菜のオイスターソース炒め

Ｒ

―会

務

報

告―
谷田川

敏幸会長

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ
Ｒ ２．１２． ４（金）
年次総会
於・ジョイハウス
参加者 ３６名
Ｒ 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
参加者 本島克幸・小堀良武・古川正道・山本 樹
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
参加者 谷田川敏幸・本島克幸・飯塚一成
石川長司・石川正直・磯野哲也・上野和路
浦野 隆・毛塚 宏・小暮高史・小暮雅𠀋
小堀良武・関井宏一・関口 昇・瀬山欣春
多田善洋・中村研司・根岸利正・野辺昌弘
羽鳥紫乃・藤島 厚・本間美儀男
松本耕司・矢島孝昭・山本 樹
Ｒ ２．１２． ５（土）
イルミネーション点灯式慰労会

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ
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２．１２．１１（金）
親睦インフォーマルミーティング
於・ジョイハウス
２．１２．１２（土）
第１回ガバナー補佐・委員長予定者合同会議
対象者 次年度ガバナー補佐
於・ロイヤルチェスター前橋
２．１２．１８（金）
２０２１－２２年度第２回理事・役員会
於・吉川
２．１２．２６（土）
クリスマス家族会
於・ジョイハウス
２． １． ８（金）
新年例会
於・ジョイハウス
３． １．１６（土）
第１回地区補助金予備審査会
於・前橋問屋センター会館
対象者 地区委員
３． １．２４（日）
新会員セミナー
於・ニューサンピア高崎
対象者 概ね入会３年未満の会員
３． １．３１（日）
新会員セミナー
於・プレヴェール渋川
対象者 概ね入会３年未満の会員
３． ２． ７（日）
新会員セミナー
於・太田グランドホテル
対象者 概ね入会３年未満の会員
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

Ｒ ３． ６．１３（日）
国際大会 ２８４０地区ナイト
於・台湾 満穂台菜

―幹

事

報

点 鐘 １２：３０（お弁当持ち帰り）
会 場 ガラスの靴
１２月２５日（金）→ 休会
（定款第７条第１節（ｄ）により）
◆前橋北ＲＣ
１２月２１日（月）→ 夜間例会に変更
１２月２８日（月）→ 休 会
２０２１年 １月 ４日（月）→ 休 会
１月１１日（月）→ 休 会
◆伊勢崎ＲＣ
１２月１８日（金）→ １２月１６日（水）
クリスマス例会
点 鐘 １８：００
２０２１年 １月 １日（金）→ 休会
（定款第７条第１節により）
１月 ８日（金）→ 休会
（定款第７条第１節により）
◆伊勢崎東ＲＣ
１２月１８日（金）→ クリスマス例会
点 鐘 １８：３０
会 場 伊勢崎プリオパレス
１２月２５日（金）→ 休会（定款第７条第１節により）
２０２１年 １月 １日（金）→ 休会
（定款第７条第１節により）
１月 ８日（金）→ 新年例会
点 鐘 １８：３０
会 場 伊勢崎プリオパレス
◆富岡ＲＣ
１２月１６日（水）→ クリスマス家族会
点 鐘 １８：３０
会 場 ホテルアミューズ富岡
１２月２３日（水）→ 休 会
１２月３０日（水）→ 休 会
◆富岡かぶらＲＣ
１２月１５日（火）→ 休会（定款第７条第１節により）
１２月２２日（火）→ 休会（定款第７条第１節により）
◆沼田ＲＣ
１２月２２日（火）→ クリスマス食事会
点 鐘 １８：３０
１２月２９日（火）→ 休 会

告―
本島

克幸幹事

１．例会場・例会時間の変更
◆太田ＲＣ
１２月１７日（木）→ 休会（定款第８条第１節により）
１２月２４日（木）→１２月２５日（金）忘年会 中止
１２月３１日（木）→ １２月２９日（火）
年越しそばを味わう会
時 間 １２：００
会 場 いばら
◆太田南ＲＣ
１２月２２日（火）→ 忘年親睦夜間例会 中止
（定款第７条第１節（ｄ－３）により）
２０２１年 １月 ５日（火）→ 休会
（定款第７条第１節（ｄ－１）により）
１月１９日（火）→ 新年夜間例会
点 鐘 １８：３０
≪２０２１年１月より例会場変更≫
（旧）例会場 → ダニエルハウス
（新）例会場 → 太田グランドホテル
太田市飯田町１３７０－５
ＴＥＬ ０２７６－４６－１２６４
◆前橋東ＲＣ
１２月 ３日（木）→ 点 鐘 １１：００
（お弁当持ち帰り）
１２月１０日（木）→ 山田ガバナー公式訪問例会
点 鐘 １０：３０
（お弁当持ち帰り）
１２月１７日（木）→ クリスマス家族例会
点 鐘 １８：００
会 場 アメイジンググレイス
１２月２４日（木）→ 休会
（定款第７条第１節（ｃ）により）
１２月３１日（木）→ 休会
（定款第７条第１節（ｃ）により）
◆前橋西ＲＣ
１２月１１日（金）→ 山田ガバナー公式訪問例会

２．会報、週報
３．その他
◆ガバナー事務所
①第１回地区補助金予備審査会のご案内
【日 時】２０２１年１月１６日（土）
１０：００～１６：００
【会 場】前橋問屋センター会館
【対象者】地区委員
②新会員セミナー開催のご案内
【日 程】２０２１年１月２４日（日）
ニューサンピア
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２０２１年１月３１日（日）
プレヴェール渋川
２０２１年２月 ７日（日）
太田グランドホテル
【時 間】いずれも １３：３０～１６：００
【参加形態】いずれかの日程に参加会場での
セミナーもしくはオンラインでのセミナー
【登 録 料】１人 ２，０００円
（参加形態を問わず）
③２０２１年台北国際大会のご案内資料のご送付
④国際大会（オンツー・台北）地区ツアー
地区ナイトのご案内
≪地区ツアー≫
【行 程】２０２１年６月１２日（土）～
６月１５日（火）
【旅 費】１４５，０００円（基本料金）
【定 員】２０名
【取消料金】１月下旬より発生
【旅行会社】㈱ＪＴＢ群馬支店
【締切日】１２月３１日（木）
≪地区ナイト≫
【日 時】６月１３日（日）１８：３０～
【会 場】満穂台菜
【会 費】１０，０００円
⑤下期地区分担金について
例年通りとなりますと１月１日現在の会員数をご
報告頂いた後、当該人数に地区分担金１２，３５０
円（年度負担額の半分）を乗じた金額のお振込みを
お願いしておりました。しかしながら、青少年交
換・インターアクト・ローターアクト・RYLA の諸
事業は、新型コロナウイルス感染症のため、その活
動ができず未だ再開の目途も立っておりません。
このため当該事業それぞれの年予算額、青少年交換
１，２００円、インターアクト１，３００円、ロー
ターアクト５７０円、RYLA６２０円、合計３，６９
０円をこれからお預かりする下期地区分担金予定
額１２，３５０円の支払いと相殺し、会員１人当た
りの負担額を８，６６０円とさせて頂く事をご連絡
させて頂きます。
⑥月次会員数報告における月末・月初会員数のカウン
トの仕方について
月末会員数＝月初会員数＋当月入会者数－当月退
会者数
前月末会員数と当月初会員数は一致する。
◆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
先日来のご案内からお時間を頂戴しておりますが、
リニューアルされた My ROTARY でいくつかの不具合が
続いております。米国本部にて合わせて急ぎ修正中で
ございます。お時間をいただいており、誠に申し訳ご
ざいません。

【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)
※My ROTARY アカウントの登録状況のレポートでは、
データベースに登録されている実際の状況をご確認
頂けるようです(入退会報告後、48 時間以降に反映)
My ROTARY→運営する→クラブと地区の運営→レポー
ト
『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
一部の方において、次年度クラブ役員報告(2 月 1
日締切)が正しく動作しない(次年度も継続する非
会員の常任事務職員を登録出来ない等)
一部の方において、My ROTARY にログインができ
ない(下記に対応策がございます)
未来の日付で退会手続きをしていただいた会員が、
すぐに会員リストから見えなくなる(データベース
にはきちんと退会日まで在籍で記録されている)
◆（一社）ロータリーの友事務所
『ロータリーの友』誌１月号分の横組み、縦組み
の各目次欄のご送付
◆館林商工会議所
「商工たてばやし №４４４」

２０２１～２０２２年度・館林ロータリークラブ
第１回 理事会・役員会報告

次年度幹事

関口

昇会員

１２月４日に行われました２０２１～２０２２年度
第１回理事・役員会の報告をさせて頂きます。

⑴
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協議事項
２０２１～２０２２年度・副幹事指名の件
－承認－
山本
樹 会員

使用済切手寄贈
高木経理事務所

⑵ ２０２１～２０２２年度・委員会設置の件
－承認－
⑶ ２０２１～２０２２年度・理事会オブザーバーの件
－承認－
会報委員長 飯塚 一成 会員
⑷ ２０２１～２０２２年度クラブ研修リーダー、
副リーダー指名の件
－承認－
研修リーダー 新井
進会員
副リーダー 小池 敏郎会員

―

委

員

会

報

ヽ(^。^)ノニ

☆谷田川 敏幸会長
大変
本日は小暮雅𠀋地区委員長の卓話、宜しくお
願いします。また、グルメ総選挙で城町食堂の
油淋鶏がグランプリを頂きましたので。
☆石川 長司副会長
本日はロータリーの友地区委員会の小暮雅𠀋委員
長の卓話宜しくお願いします。
☆本島 克幸幹事
韓 君、館林ＲＣにようこそ。
☆松本 耕司会員
大変
過日のイルミネーション点灯式には、多くの会員の
皆様方のご参加を頂き有難うございました。
又、待ちに待った米山奨学生 韓 陶磊君の来日を
歓迎申し上げます。
☆横澤 淳夫会員
大変
根岸プログラム委員長の推薦で３分間スピーチを
させて頂きまいた。有難うございました。
☆小暮 雅𠀋会員
大変
卓話をさせて頂きます。
☆原
初次会員
大変
はからずも、下半期理事を勤める事になりました。
ご指導宜しくお願いします。
☆中村 研司会員
小堀会員、上毛新聞拝見しました。
「同感です」
小暮雅𠀋会員、卓話楽しみにしております。
☆横田 善次会員
来年はコロナが少しでも収まっている事を望んで
おります。今年ロータリーありがとうございました。
☆関井 宏一会員
大変
イルミネーション設置から点灯式無事に終了出来
ました。ありがとうございました。皆様の御協力感謝
申し上げます。２月の撤収の際もよろしくお願い申し
上げます。
☆山本
樹会員
コロナに負けず、酒の誘惑にも負けず、その他の誘
惑にも負けず頑張りましょう。
韓 君、ようこそ。
☆小堀 良武会員
昨日の上毛新聞の視点に１回目の原稿が掲載され
ました。読んで頂ければ嬉しいです。
☆飯塚 一成会員
米山記念奨学生 韓 陶磊 君 館林ロータリー
にようこそ。皆さんよろしくお願いいたします。
☆根岸 利正会員
本日は「ロータリーの友」地区委員会の小暮雅𠀋委
員長に卓話をして頂きます。宜しくお願いします。
韓 君 ようこそ！

告 ―

親睦活動委員会 飯塚

一成委員長

例会終了後、親睦家族クリスマス会のインフォーマル
ミーティングを開催いたします。担当委員の方はご出席
をお願いいたします。

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３０５６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

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

５３名
５２名
３２名
２０名
61.54％
80.77%～90.38％
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☆矢島 孝昭会員
本日は、小暮雅𠀋地区委員長、卓話宜しくお願いし
ます。
韓 君 館林 RC にようこそ。

―

卓

話

意見や経験談、職業上の知識などを掲載しております。
その中の俳壇、歌壇では新井進会員が何度も入選され数
多く掲載されております。
入会間もない方や、ロータリアン以外の方が読んでも、
ロータリーの理念や活動が分かる様な編集をされてい
るという事ですので、出来れば「ロータリーの友」を待
合室や社員の休憩室等にも置いて頂きたいと考えてお
ります。
又、今年からポール・ハリスのコミックと、大人の着こ
なし図鑑の 2 つの企画が取り入れられ好評だという事
です。
最後に、投稿に関してです。新井進会員には数多く投
稿をして頂いておりますが、当会もロータリー・アッ
ト・ワークのコーナーに「イルミネーションの点灯事業」
の記事を投稿しました。記事が採用され掲載されればあ
りがたいと思います。
投稿する写真に関しては、以前のロータリーマークが写
った写真には注意をして下さいという事です。2013 年
に発表された新しい公式ロゴを使用して下さい。
また集合写真・記念写真ではなく、奉仕活動中の写真を
お願いします。
会社などの広告も受け付けております。広告料は 1 ペー
ジ 60 万円、2 分の１ページ 32 万円となります。

―

紹介：プログラム・健康増進委員会
根岸 利正委員長
ロータリーの友地区委員会

小暮

雅𠀋委員長

まず私が配属されています「ロータリーの友地区代表
委員会」についてお話をいたします。
ロータリー全国３４の各地区を代表する 34 人の委員で
構成されています。現在委員全員が一堂に会する事は無
く、オンラインで会議を開催しました。
地区代表委員の役割の一つとして、毎月「ロータリーの
友」の中から 5 つの記事を選び、その記事に対する感想
を報告しています。数週間前には、ベテランの野辺昌弘
会員、新井進会員、新しく入会をされた羽鳥紫乃会員、
藤島厚会員にも感想を依頼しました。ご協力を頂きあり
がとうございました。私なりに少し加筆し報告をいたし
ました。
また、地区代表委員は「ロータリーの友」の購読を促す
役割もあります。2840 地区には 45 クラブがありますが、
8 クラブが購読の義務を果たしていませんでしたので、
連絡をとり改善をしております。

S・A・A

小堀 良武委員長

お疲れ様でした。

続きまして「ロータリーの友」についてお話します。
1953 年に創刊され当時の発行部数は 330 部で価格は 50
円でした。現在の発行部数は 95,000 部で価格は 200 円
です。
横組み（横書き）は、国際ロータリーの指定記事を翻訳
し掲載しております。その他、ロータリーの特別月間の
記事や、関連記事、特集などを掲載しております。
縦組み（縦書き）は、ロータリーの架け橋となる投稿記
事が中心で、地区・クラブの活動、ロータリアン個人の
◆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
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