
 

点 鐘・ソング 奉仕の理想 

 

―会 長 挨 拶― 

 
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。 

先ずは、熱海の土石流で被災されました皆様にお見

舞いを申し上げます。早期復興を心よりお祈り申し上

げます。 

さて、今日の卓話の時間は新井進クラブ研修常任委

員長による講話をいただきます。いつも長年培われた

ご経験から興味深いお話をして下さるので、とても楽

しみにしております。また、中長期戦略計画に関して

のお話もあるかと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 新型コロナウイルス感染症のパンデミックから一

年半ほど経ちました。コロナ禍ではロータリー活動も

制限されることが多く、皆さんももどかしさを感じて

おいでかと思います。そんな中、先日ロータリーの友

7 月号を拝読しておりましたところ、行田さくら RC

の明るい話題が記事になっておりましたので、ぜひ皆

さんと共有させてください。埼玉県では川の再生を進

めており、2008 年以降「川の国埼玉はつらつプロジ

ェクト」と銘打って水辺空間の整備・拡充を図ってい

るそうです。その一環で行田さくら RC は事業協力と

してコヒガンザクラやオオシマザクラ、ベニシダレザ

クラをプロジェクト期間の 12年間で合計 155本も植

樹するという功績をあげたそうです。 

やはり日本人にとって桜は思い入れのある花です

し、その花を街に植樹し、地域の皆さんに楽しんでも

らうことはとても意義のあることだと思います。 

 そこで、皆さんご存じだと思いますが、館林ロータ

リークラブでも来年の 2 月下旬に 5 クラブ合同事業

として館林城沼公園内に 50 本の陽光桜を植樹する予

定になっています。この陽光桜という品種は、2001

年に 92 歳でなくなった高岡正明氏が環境適応能力の

強い桜を作り出すべく 30 年もの試行錯誤の末に桜の

品種登録第一号として生み出したものです。高岡氏は

第二次世界大戦時に中学校で教鞭をとっており、のち

に戦死した生徒たちの冥福と恒久平和への願いを祈

り、この桜を各地に送ることを思い立ったそうです。 

そんな平和への願いが込められた陽光桜がこの館

林で根付いていき、地域の人々が集い、語らう、憩い

の場所になっていってほしいと思います。 

最後になりますが、今後の予定を簡単に説明いたし

ます。今度の月曜日の 7 月 12 日の夜にシスタークラ

ブのフィリピンのセブポートセンターロータリーク

ラブ会長就任式が Web 上で開催されます。コロナ禍

ということもあり、去年と同じように ZOOM にて私

と関口昇幹事と国際奉仕委員長の毛塚宏会員が参加

いたします。そして、来週 16 日の例会では小暮高史

ガバナー補佐が講話をして下さる予定になっており

ます。よろしくお願いします。 

 

―会 員 ス ピ ー チ ― 

 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 

中世 吉昭委員長 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２１年７月９日(金) 第３０７９回例会報告（Ｎｏ，２） 

館林ロータリークラブ会報 

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 
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ロータリーの導き 

 
齊藤 一則会員 

 

―会 務 報 告― 
     

石川 長司会長   

今後の予定 
Ｒ ３． ７．１１（日） 

足立年度第１回ガバナー諮問委員会  於・音羽俱楽部 

対象者 宮内 敦夫 

Ｒ ３． ７．１２（月） 

セブ・ポートセンターＲＣ会長就任式    於・ZOOM 
対象者 石川 長司・関口 昇・毛塚 宏・宮内 敦夫 

Ｒ ３． ７．１６（金）第４分区Ｂガバナー補佐訪問   

 於・ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ３． ７．１６（金） 

２０２３－２４年度会長指名委員会     於・増喜 

対象者 パスト会長・オブザーバー会長・幹事 

Ｒ ３． ７．１８（日）ロータリー財団合同会議 

対象者 小暮 雅𠀋    於・前橋商工会議所会館 

Ｒ ３． ７．２５（日）インターアクト年次大会 

         於・オンライン 

Ｒ ３． ８． １（日） 

ディスカッションリーダー研修会  

於・前橋問屋センター会館 

対象者 新井 進・毛塚 宏・小暮 高史・宮内 敦夫 

Ｒ ３． ８． ６（金）館林市健康づくり推進懇話会    

対象者 上野 和路    於・館林市保健センター 

Ｒ ３． ８．２８（土）クラブ活性化ワークショップ     

 於・前橋商工会議所会館 

 対象者 石川 長司・上野 和路・渋澤 勉 

Ｒ ３． ９．１２（日） 

ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ  於・前橋商工会議所 

対象者 上野 和路・根岸 利正・新井 進 

毛塚 宏・小暮 高史・宮内 敦夫 

Ｒ ３．１０．１０（日） 

ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ  於・前橋商工会議所 

対象者 上野 和路・根岸 利正・新井 進 

     毛塚 宏・小暮 高史・宮内 敦夫 

Ｒ ３．１１．２８（日） 

ＲＬＩ研修セミナー パートⅢ  於・前橋商工会議所 

対象者 上野 和路・根岸 利正・新井 進 

毛塚 宏・小暮 高史・宮内 敦夫 

 

―幹 事 報 告― 
 

 
関口 昇 幹事 

     
１． 例会場・例会時間の変更 

◆太田ＲＣ    ７月２２日（木）→ 休 会 

（定款第７条第１節により） 

◆太田南ＲＣ   ７月２７日（火）→ 休 会 

◆前橋西ＲＣ   ７月２３日（金）→ 休 会 

（スポーツの日） 

◆前橋南ＲＣ   ７月２８日（水）→ 夜間例会 

◆沼田ＲＣ    ７月 ６日（火）→ 短縮例会 

         ７月１３日（火）→ 短縮例会 

         ７月２０日（火）→ 休 会 

         ７月２７日（火）→ 短縮例会 

◆富岡かぶらＲＣ ７月１３日（火）→ 夜間例会 

（納涼会） 

         ７月２０日（火）→ 休 会 

（定款第７条第１節により） 

         ８月１０日（火）→ 休 会 

（定款第７条第１節により） 

         ８月１７日（火）→ 休 会 

（定款第７条第１節により） 

◆富岡ＲＣ    ７月２１日（水）→ 休 会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆富岡中央ＲＣ  ７月２２日（木）→ 休 会 

（祝日 海の日） 

         ７月２９日（木）→ 納涼夜間例会 

                点 鐘 １８：３０ 

          会 場 ホテルアミューズ富岡 

        ８月１２日（木）→ 休 会（お盆） 

 

２． 会報、週報 

◆大泉ＲＣ → 会 報 
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３． その他 

◆ガバナー事務所 

①熱海豪雨災害支援金についてのお願い 

 ７月３日に発生した大雨による土石流で静岡県熱

海市内に甚大な被害が発生しました。 

第２６２０地区では小林ガバナーを本部長として、

「２６２０熱海豪雨災害支援本部」を設置し、熱海豪

雨災害支援金の受付を開始いたしました。 

当地区からもぜひ支援を申し出たく支援金の募集を

お願い申し上げる次第です。コロナ禍で社会的、経済

的に厳しい状況でありますが、ロータリーの友情のた

め金額の多寡を問わずご協力をお願い申し上げます。 

②クラブ活性化ワークショップ開催のご案内（正式） 

【日 時】８月２８日（土）  

１３：１５～１６：５０（受付１２：４５） 

【会 場】前橋商工会議所会館 

【参加義務者】クラブ会長・クラブ会長エレクト 

その他１名（財団委員長か奉仕プロジェクト委員長） 

【登録料】１人 ２，０００円 

③年間出席率の算出と報告のお願い 

④２０２１－２０２２年度前期「地区分担金のお支

払いについて」ならびに送金カレンダー等のご送付 

 1．例年７月１日現在の会員数をご報告した後、当

該人数に地区分担金１１，７５０円（本年度負担金額

の半分）を乗じた金額をガバナー事務所口座にお振込

みをお願いしています。 

2．当年度の各事業及び地区行事が新型コロナウイ

ルス感染症防止の観点から中止となる可能性があり

ます。事業資金としてこれからお預かりする予定額は、

当該事業及び地区行事が中止となった場合は各クラ

ブにご返金をさせて頂く予定です。その場合は後期 

分の地区負担金の支払いと相殺等を含め各クラブに

ご連絡させて頂きます。 

⑤地区補助金事業アンケート及び分区地区担当者の

お知らせ 

第４分区Ｂ地区補助金担当  

小暮 雅𠀋会員（館林ＲＣ） 

⑥地区大会報告書等ご送付のご案内 

地区リーダーシップセミナー動画 URL  

https://youtu.be/E1FrlTNQL9I 
地区大会動画 URL 

https://youtu.be/CFWSlLlQQDo 
◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

→２０２１－２０２２年度 上期普通寄付金のお願い 

 寄付金額会員一人あたりの寄付額が前年度と同額

又は同額以上になりますようお願いします。 

◆館林市役所 商工課 

→ワクチン接種に関する医師会からのご依頼（別紙） 

◆館林市国際交流協会 

→総会の開催についてのご案内 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、総会

を書面表決とさせていただきます。 

結果については、ホームページにて報告させていただ

きます。 

◆館林市健康づくり推進懇話会 

→館林市健康づくり推進懇話会の 

開催についてのご案内 

  【日 時】８月６日（金）  

１４：００～（概ね１時間程度） 

  【会 場】館林市保健センター１階 予防接種室 
  【対象者】上野 和路 

◆社会福祉法人 館邑会 

→館邑会後援会役員の選任についてのお願い 

  【人 数】２名 

  【任 期】Ｒ３．７．１～Ｒ５．６．３０（２年） 

◆館林市手をつなぐ育成会 

→書面議決の結果報告 

  すべての議案について、過半数の賛成をもって可

決されました。 

◆館林発明協会 

→通常総会（書面表決）のご連絡について 

  新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、一堂

に会する審議方法ではなく、書面による表決といたし

ます。 

◆館林商工会議所 

→「商工たてばやし №４５１」 

◆㈱並木 

→磯部簗開店のご案内 

  【営業期間】６月２６日（土）～８月３１日（火） 

  【営業時間】平 日 １１：００～１７：００ 

        土日祝 １１：００～１８：００ 

       ※お盆期間中（８／１３～１５）  

１１：００～１９：００ 

 【住  所】安中市磯部 １－１２－３４ 

 【お問い合わせ】磯部簗 ０２７-３８５-６９５９ 

 

― 委員会報告 ―     
 

バナー及びポロシャツの制作について 

 
      谷田川 敏幸 直前会長 

https://youtu.be/E1FrlTNQL9I
https://youtu.be/CFWSlLlQQDo
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第 1 回 親睦ゴルフコンペのお知らせ 

 
親睦活動委員会 矢島 孝昭委員長 

 

出席・ニコニコ BOX 委員会 

 
田部井 孝一委員長 

 

例会出席報告 
通算３０３６回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５４名 

５２名 

出 席 者 数 ３８名 

欠 席 者 数 １４名 

出 席 率 73.07％ 

前前回修正 87.27%～87.27％ 

― ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ― 

 

☆石川 長司会長      大変頂きました 
本日は新井進研修常任委員長の講話を頂きます。宜しく

お願い申し上げます。また、妻の誕生日にきれいな花を

頂きましてありがとうございます。 

☆関口 昇幹事          頂きました 
クラブ研修委員会 新井委員長、本日はよろしくお願い

致します。 

☆新井 進会員           頂きました 

本日は卓話をさせて頂きます。 

☆谷田川 敏幸会員       大変頂きました 

今週の日曜日、小雨の中、城町食堂前に傘を取り付け

ました。 

今年で 3年目のアンブレラスカイ事業ですが、今まで

の倍の約 600個に拡大しました。皆様お楽しみ下さい。 

☆山本 樹会員           頂きました 

本日より会員スピーチ再開します。会員の皆様よろし

くお願いします。 

☆中世 吉昭会員          頂きました 
齋藤一則会員、3分間スピーチ、新井進研修リーダー卓

話をよろしくお願いします。 

☆長柄 光則会員          頂きました 

石川会長、関口幹事、一年間よろしくお願いします。 

 

― 卓 話 ― 
 

紹介：プログラム・健康増進委員会委員長 

中世 吉昭会員 

 

クラブ研修常任委員会 

 
クラブ研修リーダー  新井 進委員長 

 

クラブ研修リーダー制度は、国際ロータリーにおいて

今から 15年前 2006年「クラブトレーナー」という名称

で、ロータリーのレベルを研修をつむことによって、よ

り強化より充実を図ることを目的として発足されまし

た。そして当地区 2840地区では、2008年松倉ガバナー

の時地区の事業として取り上げられました。研修にパー
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トⅠ、Ⅱ、Ⅲ とありまして指導者養成プログラムを受

けられた方がクラブ研修リーダーの役を担う資格を持

つことになっておりますが、今はこれからクラブ会長、

幹事につく会員は義務づけられている様です。そして、

その資格を持った研修リーダーは、新会員に対してロー

タリーの基本である活動目的、活動理念を早く把握して

もらって、ロータリーに入会してよかったと思ってもら

う事を目標に活動するのが我々の役目なのです。 

当クラブでは松本会長年度には、クラブ研修委員会を

設置し、谷田川年度においてはクラブ常任委員会となり

現在に至っております。入会した会員を定着してもらい

ロータリーの理解を深めてもらう為に質の高い指導力

を研修することによって、クラブを活性化させる。これ

は、特定のリーダーを養成する事でなく一人一人の会員

のリーダーシップを育む事であります。よって委員会の 

メンバーは会長経験者とされております。 

1. 方針について 

   石川会長の活動方針にのっとり奉仕活動を通 

して人生を豊かに奉仕の喜びを得て楽しいロー

タリーにすることであります。 

2. 事業計画 

石川会長年度の事業目標に基いて当委員会の担

当する事業は何といっても研修事業の充実であ

ります。会員研修、特に新会員研修であります。

【メンター、メンティー】制度の活用、それと中

長期ビジョンの検討作業であります。 

１. クラブ運営ビジョン 

① 各委員会の活性化 

② 例会の充実 

③ 会員増強 

④ 新会員サポート 

⑤ クラブ内、同好会の充実 

⑥ 会員のマイロータリー100％登録の達成の推進 

２. 社会奉仕活動ビジョン 

① 新規事業の模索 

② 休止状態となっているインターアクトクラブ

の早期復活を行う 

③ 館林高等学校生徒の進学に際し、                  

奨学金制度を検討する 

④ 館林、邑楽地区のスポーツ等、様々なイベント

に積極的に協力する 

⑤ 館林、邑楽地区において未整備のスポーツ・イ

ベントの要望を探る 

⑥ 地区補助金の有効な活用を推進 

⑦ 海外姉妹ＲＣとのグローバル補助金を活用し

た提携事業の推進 

 

 

３. 公共イメージと認知度向上ビジョン 

① メディアの積極的な活用を推進 

② 「継続は力なり」継続事業である夏の館林まつ

り神輿渡御参加、冬のイルミネーション点灯事

業の継続 

③ 創立 5周年事業として設立した館林青年会議所

との共同事業の推進 

    創立 10周年記念事業と設立した館林インター 

アクトクラブへのサポート 

創立 5周年事業として設立したローターアク

トクラブへの復活支援 

④ 創立 70周年に向けて館林ＲＣの公共イメージ

アップ事業の推進 

⑤ 市役所、アゼリアモール等にロータリー活動パ

ネル展示（ポリオ・米山奨学金）を継続事業と

して推進 

⑥ 日本遺産認定の館林里沼(SATO-NUMA)への協力

推進 

 

―お食事 予定―  
 

7月 16日  うなぎのひつまぶし 

7月 30日  チキンソテー 

 
S・A・A 山本 樹 

 
 

 

 

 

 

◆例会日 毎週金曜日 12：10 より 

◆例会場 ニューミヤコホテル館林（館林市文化会館内） 

     館林市城町 3-1 TEL0276-50-1541 

◆事務所 館林信用金庫本店内 

     館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181 

◆E:mail  tatebayashi.rc@cc9.ne.jp 

第 2840 地区ガバナー 足立 進 

会   長 石川 長司   副会長 上野 和路 

幹   事 関口 昇    副幹事 根岸 利正 

会報  委員 飯塚 一成   小池 和敏 

発行責任者 石川 長司  編集責任者 飯塚 一成 
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