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６月１７日(金)
点 鐘・ソング

第３１０９回例会報告（Ｎｏ，３２）

我等の生業
― 会

― 会

長

１３９５６

挨

拶

務

報

告 ―
上野 和路 副会長

―
Ｒ

４． ６．１０（金）現新会長・幹事会
（新年度のみ） 於・ニューミヤコホテル館林

参加者 上野 和路・根岸 利正・事務局
Ｒ

４． ６．１３（月）第４分区Ａ・Ｂ合同
会長・幹事会

於・陣屋

参加者 上野 和路・根岸 利正・宮内 敦夫
Ｒ

４． ６．１４（火）石川年度 第４回
親睦ゴルフコンペ 於・桃里カントリークラブ

参加者 石川 長司・関口

昇・新井

進

飯塚 一成・石川 正直・岡田 雅一

上野

小池 和敏・小池 敏郎・関井 宏一

和路 副会長

皆さんこんにちは。

田部井孝一・羽鳥 紫乃・本間美儀男

毎年度の恒例のようですが本日石川会長がお休みな

本島 克幸・矢島 孝昭・谷田川敏幸
山岸 孝昭・山本

ので、代理で初の点鐘をさせて頂きました。あるロータ
リーの点鐘の記事が目に止まったので紹介させていた

Ｒ

４． ６．１４（火）

中世 吉昭・事務局
Ｒ

４． ６．１６（木）令和４年度館林発明協会
通常総会 於・館林市文化会館１Ｆ「アゼリア」

多くの国ではこの点鐘を使用せず机をパンパンと叩
いたりして始めたりしているそうです。この意味にはこ

参加者 上野 和路

れからお話が始まったり何かを始めたりする前に皆さ

今後の予定

ん始めますよおしゃべりを止めてこっちを向いてくだ

Ｒ

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

さいと言うような意味もあるそうです。こういうことを
もう一度考えてみる良い機会にさせていただきたいと

対象者 谷田川敏幸

思います。今回は点鐘について話させていただきました

Ｒ

が何しろ本当に何もわからないままもうすぐ 7 月の上
野年度を迎えてしまいます。
皆さんのご協力を持ってなんとか乗り切りたいと思
いますのでよろしくお願いします。
では本日もよろしくお願いいたします。

懇親会

参加者 ゴルフ参加者・上野 和路・根岸 利正

が実はこの点鐘を使っているのは日本だけでは無いよ
うですが非常に珍しいようです。

〃

於・発酵レストランジョイハウス

だきます。皆さんはどこの国のロータリーもこの点鐘を
例会の前後に行っていると思っているかもしれません

樹・横田 善次

於・ガバナー事務所

４． ６．１７（金）第２回創立６５周年
実行委員会

於・ニューミヤコホテル館林

対象者 ２０２２－２３年度
会長・幹事・直前会長・会長エレクト・副幹事
実行委員長・実行副委員長・会計・顧問・部会長

Ｒ ４． ６．１８（土）第５回ガバナー諮問委員会

２．会報、週報

対象者 宮内 敦夫

◆館林西ＲＣ → 会 報

於・ロイヤルチェスター前橋

Ｒ ４． ６．１８（土）現新ガバナー補佐及び

◆館林東ＲＣ → 会 報

地区副幹事「引継ぎ会」
対象者 小暮 高史

◆館林ミレニアムＲＣ →

於・ロイヤルチェスター前橋

３．その他

Ｒ ４． ６．２２（水）第７２回「社会を明るくする

◆ガバナー事務所

運動」館林邑楽推進委員会
対象者 上野 和路

会 報

①中野年度ロータリー財団委員会合同会議のご案内

於・館林市三の丸芸術ホール

【日 時】７月１８日（月） １２：００～１５：３０

Ｒ ４． ６．２４（金）最終例会

【会 場】前橋商工会議所会館

於・ニューミヤコホテル館林

【対象者】谷田川敏幸

Ｒ ４． ６．２５（土）歴代地区幹事会

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会

対象者 小暮 雅𠀋

「ハイライトよねやま ２６７号」のご送付

於・ロイヤルチェスター前橋

Ｒ ４． ７． ７（木）群馬県ＲＣ野球大会コミッシ

▼全文は、こちらよりご覧ください。

ョナー会議 於・前橋商工会議所

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/su

Ｒ ４． ７．１１（月）セブポートセンター
ＲＣ会長就任式

mmary/highlight267_pdf.pdf

於・セブカントリークラブ

◆第４分区Ｂ 小暮 高史ガバナー補佐

対象者 上野 和路・根岸 利正・希望者

ウクライナへの支援概要報告のお願い

Ｒ ４． ７．１８（月）中野年度ロータリー財団
委員会合同会議
対象者 谷田川敏幸

― 幹

― 委員会報告 ―

於・前橋商工会議所会館

事

報

＜石川年度 第４回親睦ゴルフコンペ参加御礼＞

告 ―

親睦活動委員会 矢島 孝昭 委員長

＜第２回創立６５周年実行委員会のお知らせ＞
根岸

利正 副幹事

１．例会場・例会時間の変更
◆伊勢崎東ＲＣ
７月１１日（月）→ ランチ例会
会

場 ristorante Cosi Cosi

７月１８日（月）→ 海の日のため休会
◆富岡かぶらＲＣ
７月１２日（火）→ 夜間例会（納涼会）
７月１９日（火）→ ７月２３日（土）移動例会
創立６５周年実行委員長 小池 敏郎 実行委員長

とみおか夏まつり
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☆根岸 利正会員

―出席・ニコニコ BOX 委員会―

頂きました

先日は石川年度最終ゴルフ表彰式に参加させて頂きま
した。楽しかったです。ありがとうございました。本日
は幹事報告をさせて頂きます、よろしくお願いいたしま
す。
☆矢島 孝昭会員

頂きました

先日、６月１４日は石川年度最終親睦ゴルフコンペ及び
懇親会にたくさんの皆様に参加して頂き、誠にありがと
うございました。また、本日は上の副会長、卓話楽しみ
にしております。
☆中世 吉昭会員

頂きました

上野会長エレクト、本日の卓話よろしくお願いいたしま

田部井 孝一 委員長

す。

例会出席報告

☆田部井孝一会員

通算３１０９回例会

頂きました

５８名

先日石川年度最終ゴルフコンペが無事終りました。参加

出席率算出会員数

５６名

者の皆様、ありがとうございました。又事務局の石川さ

出 席 者 数

３４名

ん、矢島親睦委員長には大変お世話になりました。あり

欠 席 者 数

２２名

がとうございました。

出

60.71％

会

員

席

数

率

前前回修正

―

卓

話

―

80.00%～87.27％

使用済切手寄贈 （有）新成・新井薬局

―

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ―

☆石川 長司会長

大変頂きました

先日第４回石川年度ゴルフコンペご参加ありがとうござ
います。そして本日上野会長エレクトよろしくお願いし
ます。
☆上野 和路副会長

大変頂きました

紹介：プログラム・健康増進委員会

中世

吉昭

委員長

初の点鐘、初の会長代行挨拶、そして卓話と盛り沢山や
らせていただきますので
☆小暮 高史会員

―

大変頂きました

会長方針・国際大会報告

―

ガバナー補佐として、皆様にささえられながら何とか任
期を全うする事が出来ました。皆様に感謝申し上げます。
☆山本

樹会員

頂きました

親睦ゴルフでは、飯塚君本間君小池君お世話になりまし
た。本間君おめでとう！矢嶋君おつかれさまでした。本
日ＳＡＡお休みさせていただきます。
☆飯塚 一成会員

頂きました

本日は、山本委員長に替わり、司会進行してまいります。
よろしくお願い致します。

上野
3

和路 副会長

２０２２～２０２３年度の会長方針と６月５日に開催

―国際大会報告―

されました「ヒューストン国際大会」の報告をして頂き
ました。
―会長方針―
２０２０年、年明けから拡がった新型コロナウィルス
感染症は、２年以上が経過しても終息に至っておりませ
ん。私が生まれた年に誕生した館林ロータリークラブも、
記念すべき６５周年を迎え、
「継続は力なり」を是とす
るロータリーにとって、この状況の中でも、とどまる事
は許されない事です。感染症対策を行いながら、冷静、
かつ大胆に地域に必要とされるクラブ運営を行ってい
く所存ですので、会員皆様のご指導ご協力をよろしくお
願い致します。
2022～2023 年度 女性初のＲＩ会長 ジェニファ
ー・ジョーンズ氏（カナダ）は私たちがロータリアンで
あることの根幹をなす原則は「ロータリーの中核的価
値」
、
「ロータリーの目的」
、
「四つのテスト」だと述べて
います。そしてＲＩ会長年次テーマにＩｍａｇｉｎｅ
Ｒｏｔａｒｙ「想像してみてください。そして行動して
みましょう。
」と提唱されました。
これを受け、２０２２－２０２３年度ＲＩ２８４０地
区中野ガバナーは「みんなのロータリー、みんなでロー
タリー、さあ！奉仕に出かけよう」との国際ロータリー
2840 地区運営方針スローガンを掲げました。そして５
つの中核的価値観（親睦・高潔性・多様性・奉仕・リー
ダーシップ）を基に地区目標を掲げられました。そこで
私は以下のクラブ運営目標を設定致しました。
クラブ運営目標
１.６５周年記念事業の達成
（会員皆様のご協力で成功させましょう！）
２.インターアクト年次大会への協力
３.会員増強純増５名以上の達成
４.財団補助金の申請及び活用
５.マイロータリー１００％登録の達成
６.ＳＤＧｓフォーラム開催と
地球環境問題プロジェクトの推進
７.地区数値目標の達成
ロータリー財団寄付 年次寄付一人１５０ドル以上
ポリオプラス 一人 ３０ドル以上
米山奨学会 一人１６，０００円以上
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―石川年度第４回親睦ゴルフコンペ―

―第２回創立６５周年実行委員会―

於・桃里カントリークラブ
―石川年度第４回親睦ゴルフコンペ懇親会―

於・発酵レストランジョイハウス

於・ニューミヤコホテル館林

優勝 本間 美儀男会員

◆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

