
 

 

点 鐘・ソング 我らの生業 

 

―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。 

先週の例会でご案内させていただきましたが、去る

7 月 12 日（月）日本時間の午後 7：30 から 9：30 に

フィリピンのセブポートセンターロータリークラブ

の会長就任式が Web 上で開催されました。当クラブ

を代表して私と関口昇幹事、国際奉仕委員長の毛塚宏

会員、そして途中から羽鳥柴乃会員が出席いたしまし

た。現地の方々は Web 参加ではなく、実際に会場で

の式典に出席されており、その様子を画面上で拝見し

ていましたが、やはりコロナ禍の制限された中での開

催なので、どことなく窮屈そうな印象を受けました。

改めて世界中に蔓延した新型コロナウイルス感染症

の一刻も早い収束を願わずにはいられません。 

さて、ちょうど一週間後の 7 月 23 日には東京オリ

ンピックが開幕されます。国内ではコロナ禍での開催

に賛否両論がございますが、大会に携わる方々の葛藤

と努力が報われ、どうか恙なく無事に終わることを願

うばかりです。 

1964 年に開催された前回の東京オリンピックは、

戦後の焼け野原状態から 19 年しかたっていませんで

したが、敗戦から立ちあがり、国際社会への復帰をア

ピールすることができました。まさに戦後復興のシン

ボルとして「平和の祭典」という本来の目的が実現さ

れた大会であったと思います。また、「平和」という

キーワードはロータリークラブでも大変重要なテー

マになっています。世界規模で平和推進の活動をして

いるロータリークラブの一員として誇りを持ち、地域

社会をよりよくするために一人ひとりが奉仕の実践

を行うことで、やがてそれが大きな輪になり、世界中

に広がっていくことは決して不可能なことではない

と信じております。皆様もロータリアンにとって「平

和」とは何か、とてつもなく大きな課題ではあります

が、ぜひこの機会に考えていただけたら幸いです。 

では、前回予告させていただいた通り、本日は小暮

高史ガバナー補佐が講話をしてくださいます。また、

本日夕方 6：30 から「2023~24 年度 会長指名委員会」

が行われますので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１６日(金) 第３０８０回例会報告（Ｎｏ，３） 

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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ロータリークラブに出会うまで 

 
菊地 晴美会員 

 

―会 務 報 告― 
石川 長司会長   

Ｒ３．７．１１（日） 

足立年度第１回ガバナー諮問委員会  於・音羽俱楽部 

参加者 宮内 敦夫        

Ｒ３．７．１２（月） 

セブ・ポートセンターＲＣ会長就任式     於・ZOOM 

 参加者 石川長司・関口昇・毛塚宏・羽鳥紫乃 

 

今後の予定 
Ｒ３．７．１６（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 

Ｒ３．７．１８（日）ロータリー財団合同会議       

於・前橋商工会議所会館 

   対象者 小暮 雅𠀋 

Ｒ３．７．２５（日）インターアクト年次大会            

於・オンライン 

Ｒ３．８． 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 

Ｒ３．８．６（金）館林市健康づくり推進懇話会    

於・館林市保健センター 

   対象者 上野 和路 

Ｒ３．８．７（土）米山記念奨学生学友会総会 

及び情報交換会 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

   対象者 渋澤 勉・米山奨学生 韓 陶磊 

Ｒ３．８．２８（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 

Ｒ３．９．１２（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 

Ｒ３．１０． ２（土）第 19回ロータリー全国囲碁大会     

於・日本棋院本院 

Ｒ３．１０．１０（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 

Ｒ３．１１．２８（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 
◆館林西ＲＣ 

８月１０日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）

により） 

８月１７日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）

により） 

８月２４日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）

により） 

８月３１日（火）→ ガバナー公式訪問前クラブ協議会 

         ガバナー補佐 小暮 高史様 訪問 

◆藤岡北ＲＣ 

７月２７日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）

により） 

８月２４日（火）→ 夜間家族例会 

          点 鐘 １８：００ 

          会 場 新町「かがや」 

２．会報、週報 

◆館林東ＲＣ → 会 報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①２６８０地区 会員維持・会員増強 

小冊子送付について 

②米山記念奨学生学友会総会及び 

情報交換会のご案内

【日 時】８月７日（土） 

１５：３０～１６：００ 受 付 

１６：００～１８：３０ 学友会総会・情報交換会 

【会 場】ホテルメトロポリタン高崎 

【対象者】渋澤 勉・米山奨学生 韓 陶磊 

③女性会員クラブリーダー選任のお願い 

④日本のロータリー１００周年ビジョンレポート 

２０２０（本編）のご送付 

⑤ＲＬＩディスカッションリーダー研修会のご案内 

【日 時】８月１日（日） 

１２：００～１３：００ 登録・昼食 

１３：００～１５：００ セミナー 
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【会 場】前橋問屋センター会館 ２Ｆ 華の間 

【対象者】新井 進・毛塚 宏・小暮高史・宮内敦夫 

※昨年度お渡しさせて頂きました「ＲＬＩ参加者テキ

スト」をお持ちの方はご持参下さい。 

⑥ＩＡ年次大会プログラム発送のご案内 

⑦第１９回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

【日 時】１０月２日（土）   

９：３０  登録受付 

  １０：００  開会式 

  １６：００  表彰式・記念撮影 

【会 場】東京・市ヶ谷 日本棋院本院１階対局室 

【参加費】７，０００円（昼食代・賞品代等含む） 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

「ハイライトよねやま ２５６号」 

▼全文は、こちらよりご覧ください。 
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/

summary/highlight256_pdf.pdf 

◆館林商工会議所 

理事退任及び就任のご挨拶状 

 【退 任】 前専務理事 野口 一幸 

 【就 任】 専務理事  山本 紀夫 

 

― 委員会報告 ―     
 

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 ３６名 

欠 席 者 数 １６名 

出 席 率 69.23％ 

前前回修正 84.62%～84.62％ 

 

ご芳志 

故中村 研司会員 令夫人 美穂様 大変×6倍 

 ロータリークラブへの感謝のお言葉を頂きました 

 

 

 

― ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ― 

 

☆石川 長司会長      大変頂きました 
本日は第 4分区 B小暮高史ガバナー補佐に講話をして頂

きますので。そして本日 2023-2024年度会長指名委員会

がありますので宜しくおねがいします。 

☆関口 昇幹事           頂きました 

小暮高史ガバナー補佐様、本日は講話ありがとうござ

います。 

☆野辺 昌弘会員          頂きました 

RI 2840 地区第 4 分区 B ガバナー補佐小暮高史会員

の講話拝聴させて頂きます。 

☆松本 耕司会員        大変頂きました 

本日は、小暮ガバナー補佐のご指導を賜りますことに感

謝申し上げまして 

☆齊藤 要会員           頂きました 

小暮高史第 4 分区 B ガバナー補佐、ご苦労様です。コ

ロナも落ち着かない中、大変な変則の年度かと思いま

すが、頑張って下さい。 

☆小暮 高史会員        大変頂きました 

本日は、お世話になります。一年間ご指導宜しくお願

い致します。 

☆小池 敏郎会員          頂きました 

小暮高史第 4 分区 B ガバナー補佐一年間宜しくお願い

します。 

☆山本 樹会員           頂きました 
小暮高史ガバナー補佐本日の講話お世話になります。 

☆中世 吉昭会員          頂きました 
本日は、菊地晴美会員、3分間スピーチを、小暮高史ガ

バナー補佐、卓話をよろしくお願いします。 

☆菊地 晴美会員          頂きました 

3分間スピーチさせて頂きます。 

☆田部井孝一会員          頂きました 

小暮高史第 4分区 Bガバナー補佐をお迎えしましたの

で 

 

― 講 話 ― 
紹介：プログラム・健康増進委員会委員長 

中世 吉昭会員 

 

 
国際ロータリー第２８４０地区 

  第 4分区 Bガバナー補佐 小暮 高史様 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight256_pdf.pdf
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight256_pdf.pdf
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恒例の例会への訪問になりますが、当分区にて 4番目

になります。当クラブでの訪問が一番緊張しております。

本年度第 4分区 Bガバナー補佐を仰せつかりました、

小暮高史です。宜しくお願い致します。5 年前に宮内

パストガバナー、10 年前に斉藤要パスト会長、15 年

前に野辺昌弘パスト会長がこの職をされてなんとか

近づけるように一年か頑張っていきたいとおもって

おります。平成元年に入会し、2010～2011 に会長を

仰せつかりました。当地区では会員数が 2100 名前後

になり、特に 2017～2018 田中久夫ガバナー年度が増

えました。RI 会長のシェカール・メータ会長の講演要

旨「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」

とし、会員がもっと行動しもっと成長すると言ってお

ります。会員数を一年間で 10 万人増やし 130 万人に

したいと掲げております。女児エンパワメント女児の

抱える問題、ロータリー奉仕デーローターアクトを通

じロータリーの活動を紹介しようと。まとめで奉仕活

動を通してみんなの人生を豊かにしていこうといっ

ております。これを受けて足立進ガバナーは「奉仕の

理念を掲げ、新たな旅に出よう」とし、 

① ロータリーのインパクトを高める 

② クラブの参加基盤を強化する 

③ 会員の積極的な関わりを促す 

④ クラブの適応力を高める 

⑤ 2021～2022 年度の年間数値目標 

1. 会員増強 各クラブ純増 1 名以上 

2. マイロータリー登録率 50％以上 

3. ロータリー財団・米山記念奨学生への寄付 

を掲げております。特にマイロータリーの登録に力を

入れているようです。なかでもミレニアムクラブは

100％を達成しております。マイロータリーのサイト

のダッシュボードにて地区やクラブの傾向がみられ

ます。お配りした資料は石川年度と私が会長をしてお

りました 11 年前の年齢構成と入会年数のデータをグ

ラフに落とし込みました。これにより 2011 年、2021

年の年齢構成が比較できるかと思います。ご清聴あり

がとうございました。 

 

  

 
講話ありがとうございました。 

 

― 本日の昼食 ― 

 
うなぎのひつまぶし 

 

―お食事 予定―  

 

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 
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