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５月２７日(金)
点 鐘・ソング

１３９５６

第３１０６回例会報告（Ｎｏ，２９）

我等の生業

さて、当クラブの最近の流れに関して話を移させてい
ただきます。24 日（火）には上野年度第一回クラブ協

― 会

長

挨

拶

―

議会が開かれました。次年度の始まりまで約一か月に迫
りました。上野年度の活躍に期待したいと思います。そ
して本日例会後、インターアクトである館林高校に新型
コロナウイルスの抗体検査キットの贈呈式に行ってま
いります。そしてその後、太田中央 RC 創立 30 周年記
念式典に行ってまいります。私と関口幹事、小暮ガバナ
ー補佐、宮内パストガバナーで出席することになってお
ります。そして明日 28 日（土）は前橋北 RC 創立 40
周年記念式典が催され、私と小池敏郎会員が出席する予
定になっております。小池会員は館林 RC 創立 65 周年
記念式典の実行委員長でありますので、今回は視察の意
味も込めての参加になります。なにか参考になればと私

石川

長司 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。

もよく観察して参りたいと思います。
以上で会長挨拶とさせていただきます。では本日も
よろしくお願いいたします。

先週日曜日の親睦家族旅行はおかげさまで晴天にも
恵まれ、親睦を図りながら大変楽しい旅行ができたこと
に感謝申し上げます。皆さん何事もなく無事に日程を終

―

お

客

様

―

えることができて何よりでした。参加された皆さん、お
疲れ様でございました。
今週 22 日~24 日の 3 日間、バイデン大統領が就任後
初めて来日致しました。都内では厳重な警備体制が敷か
れ交通規制が実施されたようです。
ロシアがウクライナに侵攻して約 3 か月になります
が、目を覆いたくなるようなニュースが連日報道されて
います。日本でも防衛力の強化や核の問題など議論され
るようになりました。日米同盟の強いつながりを確認す
る意味でも非常に意義深い会談であったと思います。い
ま、日本だけではなく国際社会全体が揺れています。ロ
ータリークラブは世界規模の組織です。奉仕に国境はあ
りません。私たちロータリアンは国に囚われず、人類全
体に目を向けることができる存在であり、そのような視
点を持つことが必要だと改めて感じました。

（左）館林青年会議所 理事長 大野 雅史 様
（右）60 周年特別委員長

谷田川 明弘 様

― 会

務

報

於・Marriott Marquis Houston

告 ―
Ｒ

石川 長司 会長

４． ６．１０（金）２０２２－２３年度
第４回理事・役員会

Ｒ ４． ５．２１（土）地区研修・協議会

於・ニューミヤコホテル館林

於・ティアラグリーンパレス

対象者 ２０２２－２３年度理事・役員

参加者 上野 和路・根岸 利正・荒木千津子

Ｒ

小池 和敏・宮内 敦夫・谷田川敏幸
山本

訪問例会

樹
Ｒ

Ｒ ４． ５．２２（日）親睦家族旅行
（日帰りバス旅行）
参加者 石川 長司・関口
新井

４． ６．１０（金）第４分区Ｂガバナー補佐

昇・新井

４． ６．１０（金）現新会長・幹事会
（新年度のみ）

於・東京（高尾山）方面

於・ニューミヤコホテル館林
於・ニューミヤコホテル館林

対象者 上野 和路・根岸 利正・事務局

進

Ｒ

保・荒木千津子・飯塚 一成

４． ６．１１（土）米山指定校選定会議
・学友会総会

石川 正直・上野 和路・大澤 孝司
菊地 晴美・毛塚

宏・小池 敏郎

対象者 渋澤

小暮 高史・渋澤

勉・関井 宏一

Ｒ

中世 吉昭・長柄

純・根岸 利正

矢島 孝昭・谷田川敏幸・山本

勉 於・ホテルメトロポリタン高崎

４． ６．１４（火）石川年度 第４回
親睦ゴルフコンペ

Ｒ

樹

於・桃里カントリークラブ

４． ６．１７（金）２０２２－２３年度
グローバル補助金申請対応ガイダンス

横田 善次

対象者 谷田川敏幸

Ｒ ４． ５．２４（火）上野年度第１回クラブ協議会

Ｒ

於・つかさ本店
飯塚 一成・石川 長司・毛塚

４． ６．１７（金）第２回創立６５周年
実行委員会

参加者 上野 和路・根岸 利正・荒木千津子

於・ガバナー事務所
於・ニューミヤコホテル館林

対象者 ２０２２－２３年度

宏

小池 和敏・小池 敏郎・齊藤 一則

会長・幹事・直前会長・会長エレクト・副幹事

関井 宏一・関口

昇・瀬山 欣春

実行委員長・実行副委員長・会計・顧問・部会長

中世 吉昭・長柄

純・長柄 光則

Ｒ

４． ６．１８（土）第５回ガバナー諮問委員会

帆足 秀司・堀越 貴之・宮内 敦夫

対象者 宮内 敦夫

本島 克幸・矢島 孝昭・谷田川敏幸

Ｒ

山本

４． ６．１８（土）現新ガバナー補佐及び
地区副幹事「引継ぎ会」

樹・横田 善次

今後の予定

対象者 小暮 高史

Ｒ ４． ５．２７（金）地区女性ネットワーク委員会

Ｒ

於・ニューミヤコホテル館林
Ｒ

感染症対策物品寄贈式

樹

Ｒ ４． ５．２７（金）太田中央ＲＣ
対象者 石川 長司・関口

於・マリエール太田
昇・小暮 高史

宮内 敦夫
Ｒ ４． ５．２８（土）前橋北ＲＣ創立４０周年
記念式典

於・セブカントリークラブ

対象者 上野 和路・根岸 利正・希望者

昇・上野 和路

創立３０周年記念式典

４． ７．１１（月）セブポートセンター
ＲＣ会長就任式

於・館林高等学校
荒木千津子・山本

於・ロイヤルチェスター前橋

４． ６．２４（金）最終例会

とインターアクト委員会奉仕事業

対象者 石川 長司・関口

於・ロイヤルチェスター前橋

於・前橋商工会議所

対象者 石川 長司・小池 敏郎
Ｒ ４． ６． ５（日）ヒューストン国際大会
日本人親善朝食会
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― 幹

事

報

め中止でございます。

告 ―

７月２３日（土）の館林手筒花火大会は開催する準備を
進めております。

― 委員会報告 ―
＜親睦家族旅行参加御礼及び
グルメの会、親睦ゴルフコンペのお知らせ＞

関口

昇 幹事

１．例会場・例会時間の変更
◆伊勢崎東ＲＣ
６月１３日（月）→ 最終例会
点 鐘 １８：３０
会 場 伊勢崎プリオパレス

親睦活動委員会 矢島 孝昭 委員長

６月２７日（月）→ 休 会

6 月 4 日 （土） 秋元別邸での和膳お食事会

（定款第７条第１節（ｄ）により）

6 月 14 日 （火） 最終親睦ゴルフコンペ

◆前橋北ＲＣ
５月３０日（月）→５月２８日（土）

― 抗原検査キット寄贈について ―

創立４０周年記念式典
６月２０日（月）→６月１９日（日）
一泊最終夜間例会
６月２７日（月）→ 休 会
（定款第７条第１節（ｄ）により）
◆伊勢崎東ＲＣ
例会点鐘時間変更のお知らせ（７月４日より）
点 鐘 １２：００ → １２：３０
２．会報、週報
３．その他

荒木

◆足利ＲＣ

千津子

会員

地区女性ネットワーク委員会とインターアクト委員会

創立７０周年記念式典並びに祝賀会開催についてのご

奉仕事業として館林高等学校へ抗原検査キットを寄贈

連絡
現在コロナ感染者も減少しつつある中、収束する状況ま
でには至らず、誠に残念ではございますが会員のみで特
別例会として執り行う運びとなりました。
◆館林市役所
緑の募金のご協力のお願い
◆長良睦会
館林まつり中止のお知らせ
７月１６日（土）～１７日（日）に開催予定の第５１回
館林まつりは新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
3

配有難うございます。

―出席・ニコニコ BOX 委員会―

☆谷田川敏幸会員

大変頂きました

本日は JC のかわいい後輩が卓話をします。皆様宜しく
お願い致します。
☆横田 善次会員

頂きました

先日、ロータリー旅行に参加させて頂き、ありがとうご
ざいました。
☆関井 宏一会員

大変頂きました

親睦旅行、大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。
☆山本

田部井 孝一 委員長

樹会員

頂きました

（公社）館林青年会議所大野理事長谷田川委員長ようこ

例会出席報告

そお越しいただきました。歓迎いたします。親睦旅行あ

通算３１０６回例会
５６名

りがとうございました。会長ごちそうさまでした。

出席率算出会員数

５３名

☆小堀 良武会員

出 席 者 数

３９名

（公社）館林青年会議所理事長、大野雅史くん卓話楽し

欠 席 者 数

１４名

みです。本日はよろしくお願いします。

出

73.58％

☆根岸 利正会員

会

員

席

数

率

前前回修正

―

会長、関口幹事、矢島委員長関係者の皆様ありがとうご
ざいました。また、クラブ協議会にご協力頂きましてあ

大変頂きました

りがとうございました。

本日、館林青年会議所理事長 大野雅史様をお迎えして

☆矢島 孝昭会員

の例会です。ご来訪を歓迎します。宜しくお願いします。
☆上野 和路副会長

き、誠にありがとうございました。来週土曜日の、グル
メの会も宜しくお願いします。

頑張りたいと思います。また、クラブ協議会は理事役員、

☆中世 吉昭会員

委員長の皆様にご参加頂きありがとうございます。よろ

いたします。よろしくお願いいたします。

頂きました

☆小池 和敏会員

親睦旅行では皆様に大変お世話になり、ありがとうござ

頂きました

本日の卓話は JC 現役理事長の大野くんということで楽

いました。
☆松本 耕司会員

頂きました

本日は、館林青年会議所、大野理事長より、卓話を頂戴

しくお願いいたします。
昇幹事

頂きました

先日は、親睦家族旅行にたくさんの皆様にご参加して頂

大変大変頂きました

石川会長、親睦旅行ありがとうございました。来年度も

☆関口

大変頂きました

先日の親睦旅行、楽しく行かせていただきました。石川

85.19%～87.04％

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ―

☆石川 長司会長

頂きました

しみにしています。

大変頂きました

―

先週の例会、他の会と重なり欠席となってしまい申し訳

卓

話

―

有りませんでした。又、過日の妻の誕生日に、素晴らし
いお花を頂き有難う、ございました。
☆長柄

純会員

頂きました

22 日に行われました親睦旅行、楽しい一日を過ごすこ
とが出来ました、お世話になりました。また、矢島委員
長お疲れ様でした。
☆大澤 孝司会員

頂きました

会長、幹事、親睦委員会の皆様には、会員旅行たいへん
お世話になりました。又落ちないで良かったです。ご心
紹介：プログラム・健康増進委員会
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中世

吉昭

委員長

―

（公社）館林青年会議所

私が委員長をしていた時のお話をします。栄町アンダ

―

ーが夜になると薄暗いので子供たちに絵を描いてもら
いました。中学生に里沼を題材に下絵を描いてもらい小
学生の親子で色を入れてもらい課題解決に働いており
ます。
今年はじめ、コロナの蔓延防止が発令されていた時、
新年祝賀会を毎年予定しておりましたが、中止を強いら
れました。Web 開催し、
「YouTube 青年会議所」で検
索していただければ配信しております。今は蔓延防止も
明けまして資質向上のためビジュアルフューチャーと
いう目的の為に率先して行動を起こすセミナーをしま

（公社）館林青年会議所 理事長 大野 雅史 様

した。ロータリークラブの皆様も興味がありましたらお
誘いしたいと思います。言葉足らずで申し訳ありません。
また我々団体も会員拡大していきたいので該当する青

こんにちは。石川会長をはじめロータリークラブの皆

年がおりましたらご紹介していただきたいので何卒宜

様お招きいただきありがとうございます。

しくお願い致します。本日はありがとうございました。

始めに自己紹介をさせて頂きます。2022 年度館林青
年会議所第 60 代理事長を勤めさせていただきます、大

―上野年度第１回クラブ協議会―

野雅史と申します。今年で 37 歳になります。昭和 60
年、1985 年は日航ジャンボ墜落事件、青函トンネル開
通、阪神タイガース 21 年ぶりの優勝、神田正輝・松田
聖子結婚の年であります。趣味は映画音楽、落語が好き
です。ロータリークラブで落語といえば上野先生です。
私の会社は有限会社一心堂といいアイスクリームの
卸をしています。昭和初期に飴屋をはじめ、昭和 43 年
に現在のところ千代田町に移りました。
続きまして私たちの会、青年会議所についてです。
館林、板倉、明和の地域の問題を抽出しそれに率先して
解決に向かい 40 歳前の若者が集まり会議を重ね、課題

於・つかさ本店

を解決しております。2020-2021 年コロナウイルスが猛
威を発した時、マスク不足があり谷田川明弘会員の案で
マスク製作を行い配布しました。また館林ハロウィンナ
イトをやっております。館林まつりや七夕まつりに負け
ないよう大きなイベントにしようと下町通りにて行っ
ておりましたが、昨今のコロナにて市役所東の夢広場に
ておこなっておりました。館林まつりがなくなってしま
ったので大々的にやりたいと考えております。皆様には
是非ご協力をお願いします。
◆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
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飯塚

一成

