
 

 

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。 

いよいよ今週 19 日㈫に第 49 回衆院選が公示され、

31 日の投開票に向けて選挙戦がスタートいたしまし

た。今回は新型コロナウイルス対策や格差是正を含む

経済政策が争点になっています。報道番組を拝見して

おりますと今まで投票に行っていなかったという若

い世代が、インタビューでコロナ禍を経験し自分の意

見を政治に反映させるため投票に行く、という主旨の

内容を答えている姿が多く見受けられ印象的でした。

長年、若年層の投票率の低さが問題になっているだけ

に今回はどのくらい伸びるか注目しております。 

さて、10 月 24 日は「世界ポリオデー」です。新会

員さんもいらっしゃいますので簡単に説明させてい

ただきます。ポリオとは日本で言う「小児まひ」のこ

とで、このポリオウイルスは非常に感染力が強く、特

に 5 歳未満の子どもが感染しやすいといわれており

ます。治療法はありませんが、ワクチンで予防が可能

です。長年にわたって世界中のロータリアンが力を注

いでいる寄付活動が「ポリオプラス」です。パートナ

ー団体とともに 122カ国、世界 25 万人以上の子ども

にポリオ予防接種を行ってきました。活動開始以来発

症数は 99.9%減っています。しかし、まだ根絶まで

は至らず、アフガニスタンとパキスタンの 2 か国は

内戦などでワクチン投与が進んでいません。皆様から

の寄付は、世界の子どもたちをポリオから守るだけで

なく、予防や後遺症に苦しむ人々に役立っています。

ポリオ根絶に向け今後もご協力の程、宜しくお願い申

し上げます。 

 地元の話題としては群馬県立館林美術館が開館 20

周年を迎えました。 

当時、開館記念式典の際に桜の木を寄贈させていただ

きました。その木も大きく立派に育ちました。美術館

がこの桜の木のように館林に根付いて人々が芸術を

身近に感じられる場になれば、と思います。美術館で

は現在、「自然と人間とのかかわり」をテーマに収集

した作品を紹介する展覧会「たてびレポート」が開催

されています。展示品の中には桐生市出身の画家、山

口晃さんの「深 山 寺 参 詣 圖
みやまでらさんけいず

」や館林出身の日本画

家、小室翠雲の二曲一双の屏風が展示されています。

11月 17日までの展覧会ですのでこの機会に足をお運

びいただければと思います。また、美術館内にあるレ

ストラン「エミール」は谷田川直前会長のご子息が経

営なさっておりますので、是非お立ち寄りしていただ

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。 

 

 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２１年 10月 22日(金) 第３０８６回例会報告（Ｎｏ，９） 

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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― 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 

  

 
鈴木 誠 会員 

               

― 会 務 報 告 ― 

石川 長司会長  

Ｒ ３．１０．１６（土）野鳥の森園路除草          

於・野鳥の森自然公園 

   参加者 飯塚 一成・小堀 良武 

根岸 利正・山本  樹 

Ｒ ３．１０．１６（土）第２回地区補助金委員会       

於・前橋商工会議所会館 

       参加者 小暮 雅𠀋 

 

今後の予定 

 

Ｒ ３．１０．３０（土）ロータリー財団補助金 

管理セミナー 

    対象者 上野 和路・小暮 雅𠀋        

於・前橋商工会議所会館 

Ｒ ３．１１． ３（水）米山カウンセラー研修会       

於・前橋商工会議所会館 

 対象者 飯塚 一成 

Ｒ ３．１１． ３（水）米山記念奨学セミナー        

於・前橋商工会議所会館 

 対象者 石川 長司・長柄 純・渋澤 勉 

Ｒ ３．１１．１７（水）イルミネーション点検作業         

於・谷田川倉庫 

Ｒ ３．１１．１９（金）２０２２～２０２３年度 

理事・役員指名委員会    

於・増喜 

  対象者 パスト会長 

オブザーバー 会長・幹事・会長エレクト・副幹事 

Ｒ ３．１１．２０（土）イルミネーション設置作業        

於・館林駅前通り 

Ｒ ３．１１．２０（土）クラブ活性化ワークショップ          

於・オンライン 

  対象者 石川 長司・上野 和路 

小暮 高史・宮内 敦夫 

Ｒ ３．１１．２５（木）石川年度第２回 

親睦ゴルフコンペ  

於・桃里カントリークラブ 

Ｒ ３．１１．２８（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 ３．１２． ３（金）年次総会           

於・ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ３．１２． ４（土）イルミネーション 

点灯式・慰労会 

  於・館林駅前ロータリー（点灯式）・吉川（慰労会） 

Ｒ ３．１２． ８（水）ロータリー研究会 

第５０回記念講演会         

於・ZOOM 

Ｒ ３．１２．１９（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 

Ｒ ３．１２．２１（火）クリスマス家族会       

於・ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ４． ２．１９（土）イルミネーション撤去作業        

於・館林駅前通り 
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― 幹 事 報 告 ― 

 
関口 昇 幹事 

１．例会場・例会時間の変更 

２．会報、週報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

→ ①第２７８０地区 

「世界ポリオ根絶サミットｉｎ Ｄ２７８０」 

YouTube 配信のお知らせ 

第２７８０地区では、世界ポリオデーにあわせて、「世

界ポリオ根絶サミット in Ｄ２７８０」を開催いたしま

す。 

当日は、インドとオンラインで結び、インド第３０１１

地区から３名のゲストに参加いただき、インドにおける

ポリオ根絶への経緯、現在、未来についてお話しいた 

だきます。基調講演には、ロータリー財団管理委員の三

木明氏と湘南ヘルスイノベーションパークのジェネラ

ルマネージャー藤本利夫氏をお招きし、三木氏より

「RI・TRFのポリオへの取り組み」について、藤本氏

には「感染症と iPark の役割」と題して、講演をいただ

きます。最後に、国際ロータリーポリオプラス日本担当

アボドカシーアドバイザーの小沢一彦氏にまとめと未

来へ繋がるメッセージをいただく予定でございます。 

【日 時】１０月２４日（日）１２：３０～１６：１５ 

【場 所】You Tube 視聴URL 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZIqc_oEXW0 

＊登録は必要ございません。 

開催日時になりましたら、是非ご視聴ください。 

②第１回会長主催会議 YouTube視聴のご案内 

 １０月５日に韓国慶州にＲＩ会長によります「第１回

会長主催会議」が行われました。今回は「疾病予防と治

療」と「環境」をテーマとしており、日本からも２５７ 

０地区、２６３０地区、２７１０地区、２７５０地区、

２８２０地区がオンラインで発表いたしました。 

下記URLより視聴できますのでご案内いたします。 

第１回会長主催会議   

YouTube    https://youtu.be/BCI3UJAmBpE 

ホームページ  http://www.2021ripc-korea.com 

③地区補助金送金のご案内 

決定補助金額 $10,966  送金額 \1,141,100  

 レート $1=\112 

  １．申請事業総額     \1,141,100 

２．地区補助金（地区よりの入金額）   \1,141,100 

（館林ＲＣ \224,357 ＋ 大泉ＲＣ \614,867 ＋  

館林西ＲＣ \85,313 ＋館林東ＲＣ \105,000 ＋  

館林ミレニアムＲＣ \111,563） 

◆太田南ＲＣ 

→ １０クラブ親睦チャリティーゴルフ大会参加 

御礼状のご送付 

 

― 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３０８５回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５４名 

５１名 

出 席 者 数 ３４名 

欠 席 者 数 １７名 

出 席 率 66.67％ 

前前回修正 86.27%～86.27％ 

 

使用済み切手寄贈  坂村歯科医院 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZIqc_oEXW0
https://youtu.be/BCI3UJAmBpE
http://www.2021ripc-korea.com/
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 ― ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ― 

 

☆笹川 博義 様 （太田 RC）  大変頂きました 

多くの皆様方のおかげで無事に 4年間の任期を過ごす

事が出来ました。誠にありがとうございました。 

☆石川 長司会長         大変頂きました 

10月 24 日は世界ポリオデーです。会員の皆様ご協力あ

りがとうございます。 

☆関口 昇幹事            頂きました 

（公社）館林青年会議所理事長中村慎一様、ご来訪あり

がとうございます。 

☆坂村 吉保会員           頂きました 

先月、妻の誕生日には立派な花束ありがとうございまし

た。 

☆多田 善洋会員         大変頂きました 

衆議院選挙が始まりました。笹川候補者、比例区は友党

公明党を宜しくお願い致します。又 29 日決起大会には

応援弁士として小泉進次郎前環境大臣が来場する予定

です。ご来場お願いします。 

☆谷田川 敏幸会員        大変頂きました 

本日は館林 JC の中村理事長が、花火の PR に来てくれ

ました。皆様、ご協賛の程宜しくお願い致します。鈴木

君 3分間スピーチがんばって！  

☆山本 樹会員           頂きました 

本日、（公社）館林青年会議中村慎一理事長の卓話が聞け

ますので、花火がんばって！  

☆荒木 千津子会員         大変頂きました 

遅れ馳せながらお誕生日には素敵な花束をありがとうご

ざいました。また本日は中村様の卓話よろしくお願い致

します。 

☆中世 吉昭会員           頂きました 

本日は、鈴木誠会員に 3分間スピーチを、JCの中村慎一

理事長に卓話をして頂きます。よろしくお願いいたしま

す。 

☆羽鳥 紫乃会員           頂きました 

先日は１０クラブコンペに参加させて頂きとび賞を頂き

ました。結果はともかく、今回も楽しくプレーする事が

出来ありがとうございました。 

☆磯野 哲也会員           頂きました 

本日は鈴木誠会員の会員スピーチ楽しみにしています。 

☆本間 美儀男会員          頂きました 

本日は鈴木会員の 3分間スピーチ大変楽しみです。 

☆鈴木 誠会員          頂きました 

本日、３分間スピーチさせていただきます。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 中世 吉昭委員長 

 

（公社）館林青年会議所 理事長 中村 慎一 様 

 

館林青年会議所第 51 代理事長の中村慎一と申します。

毎年 1 度の卓話の機会を頂きありがとうございます。 

自己紹介になりますが、歳は 40 になり今年で卒業となり

ます。自分もですが卒業生で活動が忙しい為か独身がおお

いです。株式会社カンセキでリユースとして中古品の買取

販売の「オフ・ハウス」佐野店で店長をしております。家

電、家具、洋服、アウトドア用品、おもちゃ等扱っており

リサイクルを通し地域に貢献できればと思っております。 

館林青年会議所では入会以来、まちづくり事業をメイン

に行ってまいりました。魅力度ランキング 44 位群馬県を

どのように地域の魅力を探し、どう発信していくのか課題

に挑戦しています。 

 本年度は、コロナの影響で事業の延期、中止に見舞わ

れました。コロナ禍の事業ではその時にできる事を考え、

Web でのミーティングソフトを活用し、集まらなくても学

びや、キズキを得られるような研修事業や、地域の魅力を

住民より動画投稿で募集、配信など出来ました。しかし、

直接会って会議したり、体験したり効果の大きさ、今まで

当たり前だったことの大切さを気づかせて頂きました。今

後も最大限の効果をもたらす事業の開催に向けて活動し

てまいります。 

 今後の活動予定 

10 月 30 日  館林ハロウィン   ゆめひろば にて 

例年の開催場所と変更となっております。 

11月 21日  里沼クエスト   つつじヶ丘公園 にて 
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お子様に楽しみながら地域のことを知ってもらいたい 

11 月~12 月？ 館林ドライブイン花火 

地域の皆様にコロナ禍の疲れを癒してほしく、皆様から少

しずつ支援頂き花火を打ち上げたいのでご協力をお願い

いたします。 

最後にこちらにおられます皆様の社業の繁栄と明るい豊

かな社会の実現、こちらをご祈念いたしまして私の卓話を

締めさせていただきます。ご清聴ありがとうございました 

 

 

 

― お 客 様 ― 

 

 
太田ロータリークラブ 笹川 博義 様 

 

 

 

 

Ｓ・Ａ・Ａ 

 
山本 樹 会員 

 

― 本日の食事 ― 

 

 
ステーキ御膳 

◆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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