ロータリー２０２１～２０２２度

奉仕しよう みんなの人生をゆたかにするために
第２８４０地区 ２０２１～２０２２年ロータリーのテーマ

館林ロータリークラブ会報

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID

２０２２年４月８日(金)
足立

１３９５６

第３１０１回例会報告（Ｎｏ，２４）

進 ガバナー公式訪問例会

にも関わらずご足労いただき、館林クラブ一同、心より
歓迎申し上げます。
ではここで皆さんすでにご存じかと思いますが、足立
ガバナーのご紹介を簡単にさせていただきます。足立ガ
バナーは前橋東ロータリークラブのご出身で、弁護士を
なさっております。群馬県における民間の犯罪被害者支
援組織「すてっぷぐんま」を立ち上げ、役員として活躍
されており、弁護士会会長も歴任されるなどリーダーシ
ップを発揮されてきた経歴をお持ちです。また、ロータ
リアンとして 30 年以上活動されています。この後お話
しくださる講話などから多くのことを学びたいと思っ

点

鐘・ソング

国歌・奉仕の理想

ておりますので、ご指導賜りますようお願い申し上げま
す。

― 会

長

挨

拶

―

さて、今月は母子の健康月間です。今月のガバナー月
信を拝読したところ、ガバナーが書いてくださっており
ますが、少し掻い摘んでお話しさせていただきます。毎
年、5 歳未満で命を落とす子どもは世界で推定 590 万人
とされ、その原因は栄養失調、適切な医療や衛生設備の
欠如など、どれも予防が可能なものだそうです。我々ロ
ータリアンの使命ともいうべきポリオ根絶運動にもつ
ながるものです。ポリオ根絶まであと少しですが完遂し
たわけではありません。根絶活動を今ストップした場合、
10 年後には年に 20 万人もの子どもがポリオによる麻痺
障害に侵される可能性があります。地区目標にもあるよ

石川

長司 会長

皆さんこんにちは。例会出席ありがとうございます。
さて、本日は足立ガバナーをお迎えしての公式訪問例
会となります。本来であれば 2 月 25 日に開催される予
定でしたが、直前にガバナーより新型コロナの濃厚接触
者の可能性があるとご連絡いただき万が一を考えて延
期とさせていただきました。ガバナーの迅速なご判断に
感謝申し上げます。実現できるかどうか案じておりまし
たが、4 月 24 日に地区大会が控えているお忙しい時期

うにポリオプラスへの寄付の継続が重要だと考えてお
ります。
この後、2 月 26 日に 5 クラブ共同で行った陽光桜の
植樹に関して映像を撮ったものをご披露させていただ
きたいと思います。この「世界平和を祈った桜」の植樹
事業は 2019 年から始まり、合計 100 本を植樹すること
ができました。これらはひとえに皆さんのご協力があっ
て成し遂げられた事業だと思います。改めて感謝申し上
げます。
以上で私の挨拶とさせていただきたいと思います。
では、本日もよろしくお願いいたします。

―

お

客

様

―

地区副幹事 戸塚 和昭 様
国際ロータリー第 2840 地区ガバナー

足立

進 様

地区副幹事 西嶋 弘美 様
第 4 分区 B・ガバナー補佐

小暮

高史

様

―

地区幹事 石原 保幸 様

ロータリー財団感謝状

谷田川
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敏幸

―

会員

Ｒ

４． ４．１９（火）第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ
親睦ゴルフ大会
於・オリムピックスタッフ足利ゴルフコース

Ｒ

４． ４．２３（土）
（公財）米山梅吉記念館
春季例祭
於・米山梅吉記念館ホール

Ｒ

４． ４．２３（土）地区リーダーシップセミナー
於・前橋商工会議所会館

対象者 石川 長司・関口

昇・小暮 高史

宮内 敦夫

根岸

利正

Ｒ

会員

４． ４．２３（土）ＲＩ会長代理ご夫妻
歓迎晩餐会 【中止】

Ｒ

４． ４．２４（日）地区大会
於・ベイシア文化ホール（大会）

Ｒ

４． ５． ４（水）花と緑のフェスティバル
２０２２イベントお手伝い

対象者 長柄 光則
Ｒ

於・陽だまりの広場

４． ５．６（金）第７回日台ロータリー親善会議
於・ホテルニューオータニ博多

Ｒ

４． ５． ８（日）次世代リーダーセミナー
於・前橋商工会議所会館

対象者 入会３年以下の新会員
Ｒ

矢島

孝昭

会員

４． ５． ９（月）～１１（水）大口寄付
恒久基金 入門セミナー

於・Zoom

対象者 小暮 雅𠀋

― 会

務

報

Ｒ

告 ―

全国囲碁大会

石川 長司 会長
Ｒ

今後の予定

Ｒ

・委員長予定者合同会議

会長・幹事・会員増強委員長・
公共イメージ・環境問題に関する委員長・

打ち合わせ会議

ロータリー財団委員長

於・前橋問屋センター会館
Ｒ

Ｒ ４． ６．１６（土）花と緑のフェスティバル

４． ５．２２（日）親睦家族旅行
（日帰りバス旅行）

２０２２飾花作業
Ｒ

於・グリーンバンク

於・東京（高尾山）方面

４． ６． ５（日）ヒューストン国際大会
日本人親善朝食会

Ｒ ４． ４．１６（土）新規米山記念奨学生

於・Marriott Marquis Houston

・カウンセラーオリエンテーション
・米山記念奨学委員会情報交換会
対象者 小堀 良武・渋澤

４． ５．２１（土）地区研修・協議会

対象者 ２０２２－２３年度 地区役員・地区委員

Ｒ ４． ４．１２（火）次世代リーダーセミナー

対象者 長柄 光則

４． ５．１５（日）地区大会記念ゴルフ大会

於・ティアラグリーンパレス

樹
於・前橋問屋センター会館

対象者 小暮 高史

於・日本棋院本院

於・サンコー７２カントリークラブ

Ｒ ４． ４．１０（日）中野年度第２回ガバナー補佐
対象者 宮内 敦夫・山本

４． ５．１４（土）第１９回ロータリー

勉
於・前橋問屋センター会館
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― 幹

事

報

クト振興資金から支出していただくことが決まりまし

告 ―

た。
今後、寄贈品をインターアクトクラブの各高校に配布
していただく必要がありますが、その際には、各スポン
サークラブの女性会員クラブリーダーとインターアク
ト担当会員のご協力をお願いいたします。
②２０２１－２２年度大口寄付 恒久基金
入門セミナーのご案内
【日

時】５月 ９日（月）１７：００～１８：００
５月１０日（火）１７：００～１８：００
５月１１日（水）１７：００～１８：００

関口

【研修内容】１．各担当重点分野のこれまでの成果と

昇 幹事

今後の課題
２．ポリオ根絶の現況と今後の課題

１．例会場・例会時間の変更

３．ご支援方法～大口寄付／恒久基金

◆館林東ＲＣ

（冠名基金）～

４月１３日（水）→

休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）

４月２０日（水）→

休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）

【開催方法】Zoom にて１時間程度
【対 象 者】小暮 雅𠀋

４月２７日（水）→ ４月２８日（木）

③地区研修・協議会開催のご案内

足利わたらせＲＣとの合同例会

【日 時】５月２１日（土）

点 鐘 １８：３０

登録受付

会 場 ベルフーガ

開

５月 ４日（水）→ 休 会（みどりの日）
５月１８日（水）→

９：３０～１０：００

会 １０：００～１７：５５

懇 親 会 １８：００～１９：００

休 会（定款第７条第１節（ｄ）により）

【会 場】ティアラグリーンパレス

５月２５日（水）→ 高田東ＲＣとの合同例会

【登録料】一人 １０，０００円

点 鐘 １８：００

※地区役員は不要。但しクラブ役員と

会 場 つかさ本店

重複している方は必要。

※コロナ収束までは基本的に第１例会・第４例会のみの

【対象者】２０２２－２３年度

開催

地区役員・地区委員・会長・幹事・会員増強委員長

◆太田ＲＣ

公共イメージ・環境問題に関する委員長

４月 ７日（木）→ 花見例会

ロータリー財団委員長

４月２１日（木）→ 社会奉仕委員会

◆国際ロータリー日本事務局

「ロータリーの森清掃例会」

ロータリー財団認証品のご送付

場 所 太田市健康センター南側太田中央公園内

ポールハリスフェローマルチプル３谷田川敏幸 会員

２．会報、週報

ポールハリスフェローマルチプル１吉田

◆大泉ＲＣ → 会 報
３．その他
◆ガバナー事務所

修 会員

ポールハリスフェロー

根岸 利正 会員

ポールハリスフェロー

矢島 孝昭 会員

◆館林西ＲＣ

①インターアクトクラブ推奨高校への感染症対策物品

第４分区Ａ・Ｂ１０クラブチャリティ親睦ゴルフ

の寄贈について女性ネットワーク委員会と地区インタ

大会組み合わせ表及びプレイに関するご案内のご送付

ーアクト委員会との共催企画の奉仕活動として、インタ

◆館林市国際交流協会

ーアクトクラブの高校１７校へ感染対策品を寄贈する

「心とこころ Vol．４３」のご送付

ことを企画しました。寄贈品購入に関してはインターア
4

◆館林市子ども会育成団体連絡協議会

☆関口 昇 幹事

頂きました

「第２２回館林市子ども議会 文集」のご送付

足立ガバナーようこそおいで下さいました。

◆館林商工会議所

ありがとうございます。

「商工たてばやし №４６０」のご送付

☆新井 進 会員

頂きました

足立ガバナー御一行様をお迎えして記念すべき例
会になると思います。

― 委員会報告 ―

☆松本 耕司 会員

大変頂きました

足立ガバナーのご来訪を心から、ご歓迎申し上げ

出席・ニコニコ BOX 委員会

ます。御身ご大切になされ、益々のご活躍の程御
願いいたします。
☆野辺 昌弘 会員

大変頂きました

妻の誕生日にきれいな花束を頂き、ありがとうご
ざいました。
足立ガバナー公式訪問歓迎いたします。
☆小池 敏郎 会員

大変頂きました

足立ガバナー御一行様公式訪問御苦労様です。
又一番下の孫達無事奨学 1 年生になりましたの
で！！
☆長柄 純 会員

田部井 孝一 委員長

足立ガバナーご来訪に感謝申し上げます。

例会出席報告

☆毛塚 宏 会員

通算３１０１回例会
会

員

数

５２名

出 席 者 数

３５名

欠 席 者 数

１７名

出

67.31％

率

前前回修正

頂きました

足立ガバナーのご来訪を歓迎いたします。

５５名

出席率算出会員数

席

頂きました

☆谷田川敏幸 会員

大変頂きました

ようこそ足立ガバナー。本日は宜しくお願い致し
ます。また、マルチプル 3 回目を頂きましたので。
☆瀬山 欣春 会員

大変頂きました

足立地区ガバナーのご来訪に感謝申し上げます。

86.80%～86.80％

本日は記念撮影をさせていただきます。皆様のご
協力をお願いいたします。

―御芳志―

☆関井 宏一 会員

頂きました

足立進ガバナー

足立ガバナーのご来訪を歓迎致します。

小暮高史ガバナー補佐

☆山本 樹 会員

頂きました

足立進ガバナーをお迎えできましたので。

―

☆小堀 良武会員

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ―

足立ガバナーようこそ館林へ！
☆飯塚 一成 会員

☆石川 長司 会長

頂きました

大変頂きました

大変×6 頂きました

先日の父の葬儀に来ていただきありがとうござい

本日は 2840 地区ガバナー足立進様をお迎えしての

ました。

公式訪問です。ご指導の程よろしくお願い致しま

☆飯塚 一成 会員

す。

本日は、足立ガバナーのご来訪ありがとうござい

☆上野 和路 副会長

大変頂きました

ます。

先日、延期となったガバナー訪問例会が無事開催
する事ができましたので！
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頂きました

☆根岸 利正 会員

頂きました

会が楽しい、その他に人脈ができる社交の場、奉仕活動

本日は足立進ガバナーに公式訪問いただき、大変ありが

ができるということが当てはまるのではないかと。2 回

とうございます。勉強させていただきます。

のアンケートで 70％こえたのが自己研鑽と学習の機会。

☆矢島 孝昭 会員

ロータリーが自分の成長の場と捉えているようです。そ

頂きました

足立ガバナー ようこそ館林へ。本日は宜しくお願い致

の価値、魅力の要素ですが、私個人の見解ですが 1 つは

します。ポールハリスフェローのバッジをいただきまし

価値ある奉仕で公共に貢献する。人として職業人として

た。ありがとうございます。

自ら高める、これは職業奉仕の理念があると思いますけ

☆中世 吉昭 会員

頂きました

ど、親睦をはかりリーダーを育て世界的な団体ネットワ

足立進ガバナー、ご来訪ありがとうございます。本日は、

ークであるとこれがロータリーの要素である。価値ある

宜しくお願い致します。

奉仕とは持続ある奉仕の提供（サステナブル）持続的に

☆小池 和敏 会員

頂きました

発展する部分ですけど、たとえば井戸を掘る事業はただ

本日は、入会して初めてのガバナー公式訪問を楽しみに

井戸を掘るだけでなく、井戸を守る部分の奉仕の仕方を

してました。よろしくお願いします。

例えば魚を取るのではなく魚の取り方を教えるといっ

☆齊藤 一則 会員

頂きました

た持続可能な価値の提供です。代表的なものはポリオで

3 月 29 日、妻の誕生日に素敵なお花をありがとうござい

すが 99％無くなり残るはパキスタンと一部地域となっ

ました。本日は、足立ガバナーをお迎えしての例会、よ

ております。我々成果が上がっている活動だといえます。

ろしくお願いします。

シェカール・メータ会長が私は常に「超我の奉仕」とい

☆長柄 光則 会員

頂きました

うロータリーの標語に感銘を受けてきましたと、これは

足立ガバナーのお話楽しみです。ありがとうございます。

平成元年にロータリーの第一モットーにしてました。

☆今泉 始宏 会員

第二モットーは最もよく奉仕をするものです。

頂きました

足立進ガバナーのご来訪を歓迎致します。

世界的には第一モットーですが日本では第二モットー

☆石倉 利昭 会員

の方が民族性にあっているようです。

頂きました

足立進ガバナー様のご来訪を歓迎致します。

見返りを求めない奉仕をしたのは米山梅吉さんです、
色々な価値の仕方があると思います。依然として二つの

―

講

話

モットーは維持されています。利他と利己の調和これが

―

ロータリーとして大切なんだと教えがされているわけ
です。

ようやく本クラブに公式訪問することが出来ました。
スライドにてお話していきます。まずロータリーを続け
る理由はなんですか？ロータリーを楽しむという部分

ロータリーは時代に追いついていかなければならな

などで続けているのかと思います。価値や魅力について

い。時代に適用していかなければならない。そして将来

ロータリー100 周年記念行事の時にビジョン委員会が

への備えをしていかなければならない。とロータリーに

調査いたしました。中でも 50％を超えたのが 5 つあり

対して危機意識ともあらわれてますが、2016 年に大改

生涯の友人、魅力的な仲間ができる、自己研鑽と成長の

革しましてどこに行くのか批判もあった。2017 年は基

機会、地域社会に貢献できる、異業種交流ができる。例

本であるビジョン声明を作りました。2019 年行動計画
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開始しました。
ロータリーは変わっていくものだが、変わってはなら
ないものは親睦、高潔性、リーダーシップこれが私たち
を定義図けるものの価値観であります。維持していくの
が RI の基本方針であります。
またマイロータリー50％登録をおねがいしており
ます。20.86％から 34.69％今日は 46.17％になり 50％
目前です。本クラブは 22 名 40％です。是非 10 名 20
名増やして登録率を上げていただきたい。利点はロータ
リーの運営に役立つ情報があふれてます。
創造し新たな旅にでようとイマジンロータリーは通
じるのではと思います。歴史ある本クラブは成果もあげ
てますしみなさん引き続きよろしくお願い致します。ロ
ータリーを楽しんでいただきたい。ありがとうございま
した。

◆例会日

毎週金曜日

◆例会場

ニューミヤコホテル館林（館林市文化会館内） 会

長

石川

長司

副会長

上野 和路

館林市城町 3-1

事

関口

昇

副幹事

根岸 利正

委員

飯塚

一成

小池

発行責任者

石川

長司

◆事務所

12：10 より
TEL0276-50-1541

幹

館林信用金庫本店内
館林市本町 1-6-32

◆E:mail

第 2840 地区ガバナー

会報
TEL･FAX 72-8181

tatebayashi.rc@cc9.ne.jp
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足立

進

和敏

編集責任者

飯塚

一成

