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２９日(金)
点 鐘・ソング

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID

１３９５６

第３１１５回例会報告（Ｎｏ，５）

奉仕の理想

良いのかと考えています。
本日はまたこの例会の後に、来年開催される館林ロ

― 会

長

挨

拶 ―

ータリークラブ 65 周年式典の会合も開催しますので
関係の方は是非ご出席ください
本日もよろしくお願いします。

― 会

務

報

告 ―
上野 和路

Ｒ

会長

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

参加者 上野 和路・根岸 利正・荒木千津子
飯塚 一成・石川 長司・石倉 利昭
磯野 哲也・大澤 孝司・毛塚

上野

和路 会長

宏

小池 和敏・小暮 雅𠀋・小堀 良武
齊藤 一則・関井 宏一・関口 良幸

皆さん先日の国際ロータリー第 2840 地区インター

瀬山 欣春・田部井孝一・長柄

純

アクト年次大会の前日の準備からそして当日の大会

長柄 光則・野辺 昌弘・羽鳥 紫乃

までと長い時間出席くださりありがとうございまし

松本 耕司・森田信一郎・谷田川敏幸

た。コロナの感染者の増加が急激に進んでいる中での

山本

大会開催となりましたが何とか皆さんのご協力の中

Ｒ

樹

４． ７．２３（土）インターアクト年次大会

無事に終了し今のところクラスターが発生した等の

（ホスト・館林ＲＣ）
於・館林市文化会館カルピスホール

連絡はありません。本当に良かったと思っています。
ここ一週間の日本の感染者数が世界一になってし

参加者 上野 和路・根岸 利正・荒木千津子

まいました。まぁこれは今まである程度抑えが効いて

飯塚 一成・石川 長司・石倉 利昭

いたからこその結果だと言われています。やはりある

井野口宗久・毛塚

程度の人数が感染しないとこの感染症は収まらない

小暮 雅𠀋・齊藤 一則・関井 宏一

のかなという感じを受けています。

関口

警戒度が上がったと云う事もあり前と同じように
昼食はお持ち帰りができるような体制にしていった
方がいいのかなと考えています。
8 月 2 日には第一回上野年度ゴルフコンペが開催さ
れますが、まぁこれは屋外での接触ですしスタートし
てしまえば 4 人だけと云う比較的安全な接触機会で
良いと思うのですが、表彰式や懇親会は一考した方が

宏・小池 和敏

昇・関口 良幸・瀬山 欣春

多田 善洋・田部井孝一・長柄

純

羽鳥 紫乃・松本 耕司・宮内 敦夫
矢島 孝昭・谷田川敏幸・山本
横田 善次
館林高校 先生２名・生徒６名
ボーイスカウト１７名

樹

Ｒ

今後の予定

４．１０．２３（日）地区大会

（大）太田市市民会館・
（懇）ティアラグリーンパレス
Ｒ ４． ７．２９（金）創立６５周年第３回実行委員会 於・
Ｒ

於・ニューミヤコホテル館林

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

Ｒ 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

於・陽光園

― 幹

Ｒ ４． ８． ２（火）上野年度第１回

事

報

告 ―

親睦ゴルフコンペ
於・桃里カントリークラブ
Ｒ ４． ８． ３（水）２０２１－２０２２年度監査
於・増喜
対象者 石川 長司・関口

昇・新井

保・事務局

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

於・館林市役所

Ｒ ４． ８． ５（金）第１回米山記念奨学委員会
対象者 小堀 良武

於・ガバナー事務所

Ｒ ４． ８． ５（金）米山記念奨学委員会情報交換会
対象者 小堀 良武

於・山人

根岸 利正 幹事

Ｒ ４． ８． ５（金）第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ
会長・幹事会【中止】

１．例会場・例会時間の変更

於・太田グランドホテル
対象者 上野 和路・根岸

◆館林ミレニアムＲＣ

利正・宮内 敦夫

８月１１日（木）→ 祝日休会（山の日）

Ｒ ４． ８． ７（日）ディスカッションリーダー

８月１８日（木）→ 休 会

研修会 於・前橋問屋センター会館
対象者 小暮 高史・毛塚

（定款第７条第１節（ｄ）により）

宏

◆前橋西ＲＣ

Ｒ ４． ８．２０（土）ロータリー財団セミナー

８月１２日（金）→ 休 会（お盆休み）

於・前橋商工会議所会館

８月２６日（金）→ 納涼夜間例会

対象者 上野 和路・根岸 利正・谷田川敏幸

点

Ｒ ４． ８．２５（木）米山指定校説明会

会 場 アルバート邸

対象者 小堀 良武

於・前橋問屋センター会館

◆富岡中央ＲＣ

Ｒ ４． ８．２８（日）クラブ活性化ワークショップ

８月１１日（木）→ 休 会（祝日 山の日）

於・前橋商工会議所会館
対象者 上野 和路・関口

鐘 １８：３０

◆富岡かぶらＲＣ

昇・谷田川敏幸

８月１６日（火）→ お盆休会

小池 敏郎・宮内 敦夫

８月３０日（火）→ 休 会

Ｒ ４． ９．１８（日）地区大会記念ゴルフ大会

◆碓氷安中ＲＣ

於・太田双葉カントリークラブ

８月 ４日（木）→ 第６分区ガバナー補佐来訪

Ｒ ４． ９．２５（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅠ

８月１１日（木）→ 休 会（祝日）

於・前橋商工会議所会館

８月１８日（木）→ 休 会

Ｒ ４．１０．１３（木）第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ

８月２５日（木）→ 納涼夜間例会

親睦チャリティーゴルフ大会

点

於・太田双葉カントリークラブ

鐘 １８：３０

会 場 磯部簗

Ｒ ４．１０．１６（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅡ

２．会報、週報

於・前橋商工会議所会館

◆大泉ＲＣ → ７月会報
◆館林ミレニアムＲＣ →
2

７月会報

３．その他

― 委員会報告 ―

◆ガバナー事務所
①米山指定校説明会のご案内

＜上野年度第１回親睦ゴルフコンペのご案内＞

【日 時】８月２５日（木）１２：４０～１４：００
【会 場】前橋問屋センター会館
【対象者】小堀 良武
②新型コロナウイルス感染症拡大に際して各クラブへ
のお願い
改めて次の「3 密を避ける」ことを徹底して頂くよう
お願いいたします。
１．換気の悪い「密閉空間」を避ける
２．大人数が集まる「密集場所」を避ける
３．間近で会話や発声する「密接場面」を避ける
その他具体的には

中世

吉昭 親睦活動委員長

「飲食中はできるだけ会話を控える」
「大人数での飲食は控える」

＜６５周年記念実行委員会のご案内＞

「外出から戻ったらしっかり手洗いと手指消毒をす
る」などが大切です。
また国はワクチン接種を奨励しています。
例会に関してはインパーソンでの開催はもちろん、
ICT を利用したオンラインや、
ハイブリッド開催など、休会を避ける方法も考慮して
いただければと思いますが、
テクニカルの面でサポートが必要な場合は地区 ICT
委員会にご相談いただきたいと
思います。
例会の開催に関してはクラブの自主性、クラブ理事会

小池 敏郎 ６５周年実行委員長

の決定を尊重いたします。
◆第４分区ガバナー補佐

―出席・ニコニコ BOX 委員会―

①２０２２－２３年度上期普通寄付金のお願い
②「ハイライトよねやま ２６８号」のご送付
▼全文は、こちらよりご覧ください。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/upload
s/summary/highlight268_pdf.pdf
◆館林東ＲＣ
第４分区Ａ・Ｂ会長・幹事会中止のお知らせ
新型コロナウィルス感染症の拡大状況を鑑み、ご出席
いただく皆様のご健康と安全を第一に考慮した結果、
誠に残念ではございますが中止とさせていただきま
す。

齊藤

◆館林発明協会
令和４年度賛助会費納入についてのお願い
【会 費】１０，０００円
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一則 委員長

例会出席報告

―

卓

話

―

クラブ管理運営常任委員会
通算３１１５回例会
会

員

数

５６名

出席率算出会員数

５３名

出 席 者 数

３３名

欠 席 者 数

２０名

出

62.26％

席

率

前前回修正

―

85.45%～85.45％

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ―
横田 善次 常任委員長

☆上野

和路会長

大変頂きました

ロータリー財団常任委員会

先日の国際ロータリー第２８４０地区インターアクト
年次大会では長時間のご協力ありがとうございました。

☆根岸 利正幹事

頂きました

インターアクト年次大会では、大変お世話になりました。
ありがとうございました。

☆松本

耕司会員

大変頂きました

連日、猛暑の中ご苦労様です。先週のインターアクト県
大会が、早朝よりご協力を頂きました。皆様方に心より、
御礼申し上げます。

☆小池

敏郎会員

頂きました
谷田川敏幸

皆さんこんにちは。本日例会後館林ＲＣ６５周年実行委

常任委員長

員会を行いますので関係者の方は宜しくお願いします。

☆山本

樹会員

－創立６５周年記念実行委員会－

大変大変頂きました

インターアクト年次大会では、会員の皆様事務局さんに
は大変お世話になりました。おかげさまで無事開催でき
ました事感謝申し上げます。

☆小堀

良武会員

大変頂きました

妻の誕生日に素敵なお花をありがとうございました。

☆井野口宗久会員

頂きました

インターアクト大会、お疲れさまでした。

於・ニューミヤコホテル館林
◆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

上野

和路

副会長

横田

善次

館林市城町 3-1

事

根岸

利正

副幹事

山本

樹

委員

小池

和敏

本間

発行責任者

上野

和路

編集責任者

◆事務所

12：10 より
TEL0276-50-1541

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
幹
会報

TEL･FAX 72-8181

tatebayashi.rc@cc9.ne.jp
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中野

正美

美儀男
小池

和敏

