ロータリー２０２２～２０２３年度

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
第２８４０地区 ２０２２～２０２３年ロータリーのテーマ

館林ロータリークラブ会報
２０２２年７月１５日(金)
点 鐘・ソング

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID

１３９５６

第３１１３回例会報告（Ｎｏ，３）

我らの生業

考えております。その時にはフットワークの良い若手
の会員の方々のお力をお借りすると思いますのでよ

― 会

長

挨

拶 ―

ろしくお願いいたします。
話は変わって残念な事なのですが、来月予定されて
いた合同納涼例会はコロナの増加傾向を鑑み中止と
の連絡がありました。このご時世しかたないかなと思
っています。
今回セブポートセンターRC の計らいでジンベエ
ザメと共に泳ぐと云う、なかなか日本では体験できな
い体験をさせていただきました。こういう体験はなか
なか出来ないので機会を作って一度位セブポートセ
ンターRC を訪問してみて下さい。
本日もよろしくお願いします。

上野

和路 会長

皆さん本日もお忙しい中例会出席ありがとうござ
います。
本日は先週の例会でいらっしゃって頂ける予定で
したが職業奉仕の葬儀が入ってしまい叶わなかった
飯田ガバナー補佐がいらっしゃっておりますので後
ほどお話を伺いたいと思います。
私は先週の土曜日 7 月 9 日から 3 泊 4 日でフィリ
ピンのセブポートセンターRC の会長就任式に出席
して参りました。今回の会長になられた
Antonio.Tan.Jr 氏は 4 年前に当クラブを来訪してお
り、お話ししたところ長柄パスト会長に谷川岳に連れ
て行ってもらったことを非常に喜んでお話ししてい
ました。やはり夏の暑さは館林の方が暑いかもしれま
せんが、南国であるフィリピンの人にとっては雪と云
う物はやはりかなり特別なもののようです。来年の 4
月の 65 周年記念式典にはスケジュールを調整して館
林に夫婦で来てくれると言っておられましたので、そ
の時も雪が見られるような場所にお連れしようかと

―

お

客

様

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
Ｒ

於・前橋商工会議所会館

４． ７．１９（火）館林市国際交流協会理事会

対象者 上野 和路
Ｒ

於・館林市役所

４． ７．２２（金）インターアクト年次大会準備
於・館林市文化会館カルピスホール

Ｒ

４． ７．２３（土）インターアクト年次大会
（ホスト・館林ＲＣ）
於・館林市文化会館カルピスホール

Ｒ

第 4 分区 B ガバナー補佐

飯田 知義 様

於・ニューミヤコホテル館林
Ｒ

― 会

務

４． ７．２９（金）創立６５周年第３回実行委員会

報

告 ―

４． ８． １（月）令和４年度館邑会後援会幹事会

対象者 小池 敏郎・宮内 敦夫

上野

和路

会長

Ｒ

４． ８． ４（木）館林市健康づくり推進懇話会

対象者 上野 和路

Ｒ ４． ７． ８（金）インターアクト年次大会

Ｒ

実行委員会

４． ８． ５（金）第１回米山記念奨学委員会

Ｒ

樹

於・ガバナー事務所

４． ８． ５（金）米山記念奨学委員会情報交換会

石川 長司・関井 宏一・田部井孝一

対象者 小堀 良武

飯塚 一成・谷田川敏幸・小暮 雅𠀋

Ｒ

長柄

於・館林市役所

対象者 小堀 良武

於・ニューミヤコホテル館林
対象者 上野 和路・根岸 利正・山本

於・山人

４． ８． ５（金）第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ
会長・幹事会

純・羽鳥 紫乃・瀬山 欣春

於・太田グランドホテル

Ｒ ４． ７．１１（月）セブポートセンターＲＣ
対象者 上野 和路・根岸

会長就任式

Ｒ

於・セブカントリークラブ

４． ８． ７（日）ディスカッションリーダー

対象者 小暮 高史・毛塚
Ｒ

今後の予定

於・ニューミヤコホテル館林

Ｒ

４． ８．２４（水）第４分区Ｂ５クラブ

Ｒ

合同納涼例会（ホスト・館林東ＲＣ）
【中止】
４． ９．１８（日）地区大会記念ゴルフ大会

樹

宏・石川 長司・関井 宏一

堀越 貴之・田部井孝一・飯塚 一成

於・太田双葉カントリークラブ

谷田川敏幸・小堀 良武・小暮 雅𠀋
Ｒ

純・矢島 孝昭

Ｒ

昇

Ｒ

於・増喜

４．１０．２３（日）地区大会

於・
（大）太田市市民会館・
（懇）ティアラグリーンパレス

対象者 パスト会長・会長・幹事

Ｒ

Ｒ ４． ７．１７（日）第１回諮問委員会
対象者 宮内 敦夫

４．１０．１６（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅡ
於・前橋商工会議所会館

Ｒ ４． ７．１５（金）２０２４－２５年度
会長指名委員会

４． ９．２５（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅠ
於・前橋商工会議所会館

横田 善次・羽鳥 紫乃・瀬山 欣春
関口

４． ８．２０（土）ロータリー財団セミナー

対象者 上野 和路・根岸 利正・谷田川敏幸

実行委員会
対象者 上野 和路・根岸 利正・山本

宏
於・前橋商工会議所会館

Ｒ ４． ７．１５（金）インターアクト年次大会

荒木千津子・長柄

利正・宮内 敦夫

研修会 於・前橋問屋センター会館

対象者 上野 和路・小暮 高史

毛塚

於・陽光園

４．１１．２７（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅢ
於・前橋商工会議所会館

於・音羽俱楽部
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― 理

事

会

報

告 ―
根岸

利正 幹事

２０２２～２０２３年度・館林ロータリークラブ

臨

時

理

事

会

令和４年 7 月１５日 AM11：50～
於・ニューミヤコホテル館林
１．会

長

挨

拶

２．出 席 者 確 認
※義務出席者
出席者

１５人中

１４人出席

（敬称略）

― 幹

上野 和路・横田 善次・石川 長司・根岸 利正
瀬山 欣春・飯塚 一成・小池 敏郎・長柄

純

毛塚

樹

宏・谷田川敏幸・関口

昇・山本

事

報

告 ―

小堀 良武・荒木千津子
オブザーバー

小池

和敏

３. 資

料

確

認

４. 協

議

事

項

⑴ 例会日・例会場所・例会時間変更に関する件
－承認－
８月２６日（金）→ ８月２４日（水）
５クラブ合同納涼例会
コロナウイルス感染予防のため中止

根岸 利正 幹事

※休会とする
⑵ 地区大会に関する件

－承認－

【日 時】１０月２３日（日）９：３０～

１．例会場・例会時間の変更

【会 場】地区大会本会議

◆館林西ＲＣ

懇親会

太田市市民会館

７月１９日（火）→ 休 会

ティアラグリーンパレス

８月１６日（火）→ 休 会

【登録料】お一人様 ３，０００円

（定款第７条第１節（ｄ）により）

※第４分区は全員登録

８月２３日（火）→ ８月２４日（水）

※祝生花送る
⑶ ロータリー財団セミナーに関する件

５ＲＣ合同納涼例会

－承認－

【日 時】８月２０日（土）１３：３０～１６：００

点

【会 場】前橋商工会議所会館

会 場

ニューミヤコホテル館林

８月３０日（火）→ 休 会

【対象者】会長、地区補助金事業（中野年度実施事業）

◆前橋南ＲＣ

の担当者、地区委員

７月２０日（水）→ 夜間例会

【登録料】１，０００円（クラブ対象者）

★

鐘 １８：００

◆富岡ＲＣ

次回理事会開催日

７月２０日（水）→ ７月２３日（土）

２０２２年（Ｒ４）８月５日（ 金 ） 11：30 ～

とみおか夏まつりに振替

於・ニューミヤコホテル館林

２．会報、週報
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３．その他
◆ガバナー事務所

なお対面方式を原則としますが新型コロナウイル

①年間出席率の算出と報告のお願い

ス感染症の状況などにより、オンライン等のバーチ

②ガバナー公式訪問要領の追加事項についてのご連絡

ャルで行う場合もあることもありますのでご了承
ください。

１.訪問方式

③地区大会のご案内

単独クラブ訪問とします。訪問時はガバナー補佐、
地区幹事または担当副幹事の３～４名が訪問します。

【日 時】１０月２３日（日）
登録受付 ８：３０～ 開始 ９：３０

２.公式訪問前のクラブ協議会

【会 場】＜地区大会本会議＞

公式訪問の２週間前までに、ガバナー補佐が所管の

＜懇親会＞

クラブを訪問し、クラブ役員との協議会を実施しま

太田市市民会館

ティアラグリーンパレス

【登録料】お一人様 ３，０００円

す。協議会では各クラブの現状や課題、地区運営に

④地区補助金アンケート・分区地区担当者のお知らせ

関する要望等について協議し、その結果を公式訪問

第４分区Ｂ担当者

実施までにガバナー事務所に報告をお願いいたし

加瀬 揚彦（館林西ＲＣ）

TEL ０８０－２００３－２０５９

ます。

E-MAIL akihiko@k-ishikawa.co.jp

３. 公式訪問の進め方

⑤ビジョンレポート２０２０（本編＆資料編）

（1）クラブ役員との懇談会：例会開始１時間半前よ
り１時間程度、会長・幹事・会長エレクトなどの

資料ＤＬについて

クラブ役員、ローターアクト・インターアクト提

日本のロータリー１００周年実行委員会ビジョン策

唱クラブの場合はクラブ会長（IAC の場合は顧問

定委員会が作成されたビジョンレポート２０２０（本

教師も）を交えて懇談会を実施します。会員増強

編＆資料編）を昨年度公開しておりましたが、資料の

やクラブ運営、公共イメージなどについて懇談し

ダウンロード期限が経過した為、新たな URL とパス

ます。

ワードを下記にお知らせいたします。
資料ダウンロード URL

（2）例会：ガバナースピーチに２５分程度の時間を
頂くようお願いします。プロジェクターやスクリ

http://gofile.me/6gu7g/ZpKFddGS7

ーンのご用意をお願いします。

ダウンロードパスワード： vision2020
ダウンロード期限：２０２３年６月３０日（金）

（3）クラブ協議会〔例会後６０分〕
懇談会参加者のほか、各委員長、新入会員を義務

⑥ロータリー財団セミナーのご案内

出席とし、会員全員に出席を奨励してください。

【日 時】８月２０日（土） 登録開始 １３：００～
セミナー １３：３０～１６：００（終了予定）

本年度は、特に地区とクラブの双方向性をキーワ
ードとしておりますので、双方向の協議が十分で

【会 場】前橋商工会議所会館

きるような設営をお願いします。協議内容につい

【登録料】１，０００円（クラブ対象者）

ては以下の項目を入れてください。

【対象者】会長、地区補助金事業（中野年度実施事業）
の担当者、地区委員

①クラブの課題

【持ち物】会員必携、ロータリー財団ハンドブック

②クラブの目標(特に会員増強計画)の進捗状況

ダイジェスト版（２０２１－２２）

③地区運営に関するクラブのご意見

⑦第１回米山記念奨学委員会開催のご案内

４.その他
各クラブは現況報告書（５部）を８月３１日までに

【日 時】８月５日（金） １６：３０～１７：３０

ガバナー事務所に提出してください。９月１０日以

【会 場】ガバナー事務所

前に訪問が予定されているクラブは仮報告書で結

【対象者】小堀 良武

構ですので、訪問２週間前までに提出をお願いしま

⑧米山記念奨学委員会情報交換会開催のご案内

す。

【日 時】８月５日（金） １７：５０～２０：００
【会 場】山人
【対象者】小堀 良武
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◆（公財）ロータリー米山記念奨学会

◆館林市国際交流協会

①２０２２－２３年度上期普通寄付金のお願い

理事会開催のご案内

②「ハイライトよねやま ２６８号」のご送付

【日 時】７月１９日（火） １９：００～

▼全文は、こちらよりご覧ください。

【会 場】館林市役所 ５階５０１ＡＢ会議室

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/upload

【対象者】上野 和路

s/summary/highlight268_pdf.pdf

◆館邑会後援会

◆館林東ＲＣ

館邑会後援会幹事会開催のご案内

第４分区Ｂ５クラブ合同納涼例会中止のご案内

【日 時】８月１日（月） １３：３０～

今回、三年ぶりの開催を目指して納涼例会の準備を進

【会 場】陽光園 ２階会議室

めて参りましたが、コロナウイルス感染予防のため、

【対象者】小池 敏郎・宮内 敦夫

今年度もやむなく中止することに決定いたしました。

◆館林市手をつなぐ育成会

大変残念ではございますが、会員の皆様の健康を重視

総会 書面議決の結果についてのお知らせ

したものとご理解いただき、ご協力を賜りますよう宜

◆（公社）群馬県緑化推進委員会

しくお願い申し上げます。

緑の募金キャンペーン協力の御礼状のご送付

◆前橋東ＲＣ
２０２１－２２年度地区大会報告書のご送付

― 委員会報告 ―

◆太田南ＲＣ
地区大会記念ゴルフ大会のご案内

＜陽光桜に関する通知の報告＞

【日

時】９月１８日（日）

【会

場】太田双葉カントリークラブ

【スタート】天王～愛宕～御所之入
３コース ７：１１同時スタート
【参 加 費】１クラブ

１０，０００円

お一人様

２，０００円

【プレー費】キャディ付 １５，１００円
（キャディフィ・昼食・税込）
セルフ

１１，８００円
（昼食・税込）

【競技方法】各コース 午前９ホールスコア集計での

石川

長司 会員

ハーフコンペ
プレー後のスコアカード提出は省略

―出席・ニコニコ BOX 委員会―

ストロークプレー 新ペリア方式
団体戦は各クラブネットスコア上位３名
の合計で競う
使用ティー 男子 白マーク 女子 赤
マーク ７０歳以上 ゴールドマーク
個人戦・団体戦 同ネットの場合は年齢
（上）⇒ハンディの順
※新型コロナウイルス感染拡大防止に鑑み、フルラ
ウンド終了後の表彰式は中止

齊藤 一則 委員長
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例会出席報告

☆石川

長司会員

頂きました

本日第４分区Ｂ飯田ガバナー補佐のご来訪を歓迎致し
ます。

通算３１１３回例会
５６名

☆山本

出席率算出会員数

５５名

飯田ガバナー補佐本日お世話になります。また、本日も

出 席 者 数

３７名

インターアクト年次大会実行委員会よろしくお願いし

欠 席 者 数

１８名

ます。

出

67.27％

☆小池

会

員

数

席

率

前前回修正

81.48%～81.48％

樹会員

頂きました

和敏会員

頂きました

本日は飯田ガバナー補佐のご訪問ありがとうございま
す。

―

☆関口

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ―

良幸会員

頂きました

☆第４分区 B ガバナー補佐 飯田 知義 様

気分転換と思い、映画を見てきました。二十代頃が

ご芳志として

色々かけめぐりました。また時々は見に来れたらと思

☆上野

和路会長

いながら帰ってきました。

大変頂きました

小暮高史パスト会長と共にセブポートセンターＲＣ会

― 委

長就任会に参加し無事帰国できましたので！

☆横田 善次副会長
第４分区Ｂガバナー補佐

嘱

状

授

与 ―

頂きました
荒木千津子会員

飯田知義様ようこそ館林ロ

女性ネットワーク委員会 委員

ータリーに。色々、教えて下さいますように！

☆宮内 敦夫パストガバナー

頂きました

飯田ガバナー補佐様ようこそおいで下さいました。よろ
しくお願いいたします。

☆根岸 利正幹事

頂きました

本日は臨時理事会ありがとうございました。飯田ガバナ
ー補佐、ご来訪ありがとうございます。今晩、会長指名
委員会があります。よろしくお願いします。上野会長、
小暮さんお疲れ様でした。

☆松本

耕司会員

大変頂きました

本日は、飯田ガバナー補佐のご来訪賜り、感謝申し上げ
ます。永い間ご指導頂いて居り、陽光桜の植栽にも、最
初からお手伝いを頂いて居りました。本年は大役ですが、
頑張って下さい。

☆小暮

高史会員

大変大変頂きました

お世話になります。飯田ガバナー補佐ようこそいらっし
ゃいました。セブの会長就任式へ行ってきました。たく
さんのお餞別有難うございました。

☆小池

敏郎会員

頂きました

大泉ロータリークラブ飯田ガバナー補佐様一年間御指
導宜しくお願いします。

☆毛塚

宏会員

頂きました

同期会長を務めました、飯田知義ガバナー補佐にお越し
頂きましたので。
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小堀

良武会員
米山記念奨学委員会

委員

―

卓

話

璧な人間は誰もいないと思っていますが、いかにその人

―

が間違いを繰り返さないようにするかが上役の役目か
第４分区Ｂ 飯田 知義 ガバナー補佐

なと思います。二度と同じ失敗がないようにどうすれば

それでは失礼いたします。いろいろ話したいことあり

よいか話をするのがいいと思います。この度ガバナー補

ますが、今日は伝統のある歴史のある館林クラブにお邪

佐になるにあたってガバナー事務所など様々なところ

魔するということで大変失礼のないようにしないとい

からメールが来ますが、時々間違った E メールが届きま

けないと思いながらお邪魔しております。

す。ガバナー事務所も大変忙しい、そして各クラブの事
務局の方も忙しい、このクラブもこの人数を事務局でま

先ほど上野会長からお話がありましたフィリピンの
新聞の話がありましたが、第 4 分区Ｂについても上毛新

とめて進めていかないといけないので大変だと思いま

聞に全５クラブの会長・幹事・エレクトの顔写真が載っ

す。そこでやっぱり間違いや失敗もあるかと思います。

ていました。新しい体制でのスタートということで課題

石川さんはそういうことはないと思いますが、そういう

がたくさんありますがこれから 1 年間共に頑張ってい

ときにただ許すだけではなくうまく受け止めていくと

きたいと思います。ガバナー補佐の仕事については小暮

人間関係を整えていけるかと思いますし、大事なことか

パストカバナー補佐がいますので、見習って教えていた

と思います。事務局の方が年間に会議を持ちますが、そ

だきながら進めていきたいと思います。またロータリー

こに元ガバナー補佐の大泉ＲＣ星野さんがお邪魔して、

活動を進めていく上で、情報が遅れると大変短い期間で

事務局の方のご苦労や情報を聞いて第 4 分区 B に反映

慌てて対応しなくてはいけなくなります。情報は不十分

していくことは大事な役目かと思いますので、改めて事

であっても早めに連絡して進めておいた方が、実際に活

務局にお邪魔していきたいと思っております。さらに分

動する方にゆとりができると思いますので、早めの情報

区 A の田部井ガバナー補佐とも相談しますが、分区 B

を心がけていきたいと思います。

は分区 A に分区 A は分区 B にメイクしていくことが方
針として大切だと考えていますので、忙しい中ですがや

最初のガバナー補佐の訪問ということで、最初は顔を

っていきたいと思っております。

見せてご挨拶だけという気持ちでいましたが、先週から

皆さんも地区会員必携ご存知だと思いますが、ここに

ガバナー補佐ということでメールがかなり入ってきて、
これは単なる挨拶だけでは済まないなと思いました。根

ガバナー公式訪問の要項が載っております。これは追加

岸幹事さんにもおそらくメールがたくさん来ていると

事項ということで各クラブにも来ていると思います。コ

思いますし、事務局の方にもメールがどんどん入ってく

ロナ感染状況によっては訪問の内容が少し省略される

るので大変かと思います。

ところがあると思いますが、日程が近づいたら私からも
改めてお願いしたいと考えております。

私が会長のときは毛塚会長、上野幹事に大変お世話に
なりました。新年会では落語を聞いて特別な思い出です。

さらに上野会長の元に始まったばかりですが、今年の

そのとき毛塚会長、上野幹事とのふれあい交流があり、

会員必携の 11 ページに 2022－2023 年度地区運営につ

館林ロータリークラブについても半分自分のクラブの

いて書かれている中に重点項目があります。その重点項

ような気持ちを持っております。

目の中の 5 番目 45 クラブ全てで地球環境問題を考えた
奉仕プロジェクトを一つ以上考えて実施していただき

私は以前学校の教員をしており、教頭として職員を指
導している時期がありました。職員が 55 名を超えるぐ

たい（合同でも可）と載っております。プラスチックゴ

らい群馬県内で 3 番目に大きい学校で大変だったので

ミを含めたゴミの減量化の方法についてとか、フードロ

すが、当時の校長先生が急に入院された時期がありまし

スのことについての取り組み等が考えられますが、急に

た。校長がいないので、教頭が校長の代わりと教頭の仕

行うというよりも皆さんそれぞれが今日からでもその

事の両方を対応することになって大変でしたが、その時

重点項目、環境問題を考えた取り組みについて、我がク

期に良い経験をしました。管理職をやっていますと職員

ラブではどういうことができるだろうかと考えて頂き、

が間違えたり失敗したりしてしまいます。保護者への失

会長さんのまとめの元に進めて頂けたらと思います。こ

言とか子供への間違った指導とかで失敗してしまうこ

れについてはＰＥＴＳ・ＳＥＴＳとか地区協議会でも話

とがあるわけです。そのときに叱るのは大事なのですが、 が出ていまして、会長・幹事は踏まえてる訳ですが、改
めて皆さんに今年 1 年間本当に環境問題について取り
そこでその先生の人間性が出てくるかなと思います。完
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組んでいただきたいということが、今年の中野年度の重
点項目かと思います。
さらに 3 月 3 日に IM を太田ロイヤルチェスターで行
うという予定で決めております。IM についても昨年度
まではいろいろな面で実施ができませんでしたが、館林
クラブの IM の取り組み方があると思いますので、これ
らも先ほどの環境問題とも絡めて取り組んで発表して
頂ければと思います。これについては第４分区 AB で行
うので時間の制限があるかと思いますが、コロナ前のよ
うな形に戻っていくかなというのが現状です。ただコロ
卓話ありがとうございました。

ナが昨日あたりから今日にかけて第 7 波を予想される
数字が出ているので、その辺りを踏まえながら特にこの

＜ 本日のお食事 ＞

クラブについては 65 周年の記念の取り組みも控えてい
ますので大変だと思いますが、パストガバナーや地区幹
事の小暮さんがいらっしゃるので大丈夫だと思います。
最近は情報過多の時代で大変ですし、会長 1 人ではで
きません。やはり皆さんの取り組みが必要です。これは
私が言うまでもなく既にわかっている方はたくさんい
らっしゃるので大丈夫だと思いますが、時には失礼なこ
とを申し上げることはあるかなと思います。毛塚元会長
については補助金についてもたくさん経験をお持ちで
す。しかし補助金担当は大変な仕事ですので、毛塚元会
長のお力添えをこれからもいただいて第 4 分区 B がし
っかり補助金活動ができるように、先ほどの環境問題、
IM は補助金にも絡んできますので、そういう面も考え
ていただけたらと思います。

＜

先ほど松本さんからもお話を先ほど頂きましたが 5

上野会長のお土産 ＞

クラブ合同で陽光桜を植えたことについて土木事務所
所長さんから改めて受託書をいただきました。前所長さ
んも大変協力的でありがたかったです。今になってもロ
ータリー活動していて知っている方がたくさんいて、ど
のクラブにお邪魔してもフレンドリーでありがたいと
思っております。この伝統ある館林クラブの先輩の素晴
らしい生きた経験を教えていただき、これからの活動さ
らには第 4 分区 B 全体が高まっていくような活動にな
るといいなと思っております。
また今年 1 年間頑張って進めていきたいと思ってお
ります。皆様、本日はどうもありがとうございました。
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