
 

点 鐘・ソング 奉仕の理想 

― 会 長 挨 拶 ― 

 

上野 和路 会長  

皆さんこんにちは。 

今日はここから見える景色がいつもと変わって見

えますが、クジでの席決めが行われたようですね。今

日はいつもと違った隣の方とお話しして懇親を深め

て頂きたいと思います。 

最近では、昼間はまだ暖かいですが、朝晩はかなり

冷え込んできました。皆さん体調を崩したりはしてい

ませんでしょうか？多くの皆さんも観測したと思い

ますが、440 年ぶりと云われていた皆既月食を見る為

に私も外に出てみました。寒くてずうっとは見ていら

れず 15 分おきに確認していたら、全てが隠れた時を

見逃してしまいました。まあ花より団子の私には暖か

い部屋で盃を傾けている方が性に合っていたので、仕

方ないかなぁと妙に納得してしまいました。 

そして昨日は上野年度の第二回ゴルフコンペがゴ

ールド佐野で開催されたのですが、前回のコンペから

一度もクラブを握らずに参加しましたので、やっぱり

散々の結果となってしまいました。そして前回のコン

ペ同様ブービーメーカーとなってしまいました。ただ

ラッキーな事に、なんとニヤピンを一ついただきまし

た。 

そして表彰式は谷田川会員の息子さんの経営して

いる市役所前の「城町食堂」で行われました。ここ数

年はコロナ禍の為、新入会員とのコミュニケーション

が少なかったのですが、3 人の新入会員と沢山話が出

来て良かったです。 

そして二次会は田部井ゴルフ部部長を含む数人で、

うちの庭にある離れに移動しまして、台湾から持ち込

んだ「ら〜」をツマミに紹興酒で盛り上がり楽しい時

間を過ごす事が出来ました。 

当クラブのみのコンペはそんなに自信が無くても

参加出来るコンペなので、是非皆さんの参加をお願い

します。なお、次回のコンペは 5 月か 6 月に行なわ

れるようです。 

本日もよろしくお願いします。 

 

― 会 務 報 告 ― 

               上野 和路 会長 

Ｒ ４．１１． ６（日）ロータリー財団補助金 

管理セミナー 

  於・前橋問屋センター会館 

参加者 横田 善次・山本  樹・宮内 敦夫 

谷田川敏幸 

Ｒ ４．１１． ７（月）第４分区Ｂ会長・幹事会 

         於・しのづか陣屋 

参加者 根岸 利正・宮内 敦夫・毛塚  宏 

Ｒ ４．１１． ７（月）イルミネーション点検作業 

         於・谷田川倉庫 

参加者 根岸 利正・小池 和敏・関井 宏一 

長柄  純・羽鳥 紫乃・矢島 孝昭 

谷田川敏幸・山岸 孝昭・山本  樹 

Ｒ ４．１１． ８（火）森田信一郎会員ご母堂様通夜 

参列者 多数              於・普濟寺 

        

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２２年１１月１１日(金) 第３１２７回例会報告（Ｎｏ，１７） 

館林ロータリークラブ会報 

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 
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Ｒ ４．１１． ９（水）森田信一郎会員ご母堂様告別式 

参列者 多数              於・普濟寺 

Ｒ ４．１１．１０（木）上野年度 

 第２回親睦ゴルフコンペ 

於・ゴールド佐野カントリークラブ 

参加者 上野 和路・荒木千津子・飯塚 一成 

石川 正直・井野口宗久・斉藤 正人 

関口  昇・田部井孝一・中世 吉昭 

矢島 孝昭・山岸 孝昭・山本  樹 

Ｒ ４．１１．１０（木）    〃    懇親会 

参加者 ゴルフコンペ参加者・根岸 利正 

 

今後の予定 

Ｒ ４．１１．１１（金）インフルエンザ予防接種 

    於・ニューミヤコホテル館林 

対象者 クラブ会員希望者 

Ｒ ４．１１．１１（金）創立６５周年  

第１回記念事業部会 

於・ニューミヤコホテル館林 

対象者 上野 和路・根岸 利正・小池 敏郎 

毛塚  宏・大澤 孝司・関井 宏一 

関口  昇・岡田 雅一・小曽根久八 

多田 善洋・帆足 秀司・矢島 孝昭 

    山岸 孝昭・齋藤 佳延 

Ｒ ４．１１．１８（金）２０２３－２４年度 

理事・役員指名委員会 

対象者 パスト会長            於・増喜 

オブザーバー 会長・幹事・会長エレクト・副幹事 

Ｒ ４．１１．１９（土）イルミネーション設置作業 

          於・駅前通り 

Ｒ ４．１１．２４（木）叙勲祝賀会 

対象者 上野 和路        於・館林文化会館 

Ｒ 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 

対象者 横田 善次・山本  樹・毛塚  宏 

小池 敏郎 

Ｒ ４．１１．２９（火）第２回ＩＣＴ推進委員会        

対象者 関井 宏一       於・ガバナー事務所 

Ｒ ４．１２． ２（金）年次総会         

於・ニューミヤコホテル館林 

Ｒ ４．１２． ３（土）女性フォーラム 

       於・ホテルメトロポリタン高崎 

対象者 女性会員・ロータリーに関心のある方 

Ｒ ４．１２． ３（土）イルミネーション点灯式           

於・館林駅前 

Ｒ ４．１２． ３（土）イルミネーション点灯式慰労会 

於・吉川 

Ｒ ４．１２． ５（月）館林商工会議所 

創立７５周年記念式典 

対象者 上野 和路      於・三の丸芸術ホール 

Ｒ ４．１２．２３（金）クリスマス例会         

於・ニューミヤコホテル館林 

 

― 幹 事 報 告 ― 

 
根岸 利正 幹事 

 

１．例会場・例会時間の変更 

◆館林東ＲＣ 

１１月１６日（水）→ 休 会 

１１月３０日（水）→ 祝賀例会（夜間） 

          点 鐘 １８：００ 

           会 場 つかさ 

◆前橋西ＲＣ 

１１月１１日（金）→ 夜間例会 

    点 鐘 １８：３０ 

     会 場 群馬県庁３１Ｆ ヴォレ・シーニュ 

◆安中ＲＣ 

１１月１５日（火）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）により） 

◆藤岡北ＲＣ 

１１月２２日（火）→  

１１月１９日（土）地区補助金事業 

      点 鐘 １２：３０ 

      地区補助金事業 １４：００〜１５：３０ 

      「環境問題（水）に関するセミナー」開催 

      会 場 高崎市新町商工会３階研修室 
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２．会報、週報 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①女性フォーラム開催のご案内 

【日 時】１２月３日（土） １４：００〜１５：３０ 

【会 場】ホテルメトロポリタン高崎 白鷺の間 

【登録料】一人２，０００円 

【対象者】女性会員・ロータリーに関心のある方 

（定員４０名） 

◆太田ＲＣ 

 地区大会お礼状のご送付 

◆館林市役所 

 叙勲祝賀会のご案内 

 【日 時】１１月２４日（木） １４：００開会 

 【会 場】館林市文化会館 アザリアホール 

 【会 費】１，５００円 

◆館邑会後援会 

 令和４年度援助金拠出のお願い 

 【援助金】５００円（一人）×会員数 

◆館林商工会議所 

 「商工たてばやし №４６７」のご送付 

 

 

― 委員会報告 ― 

 

＜６５周年記念事業部会出席のお願い＞ 

 
６５周年記念事業部会 大澤 孝司 部会長 

例会後に６５周年記念事業部会の委員会を開催しますの

で、ご担当の方はご出席をお願いいたします。 

 

 

 

 

＜上野年度第 2 回親睦ゴルフコンペ参加の御礼＞ 

 
親睦活動委員会 中世 吉昭 委員長 

昨日ゴールド佐野にて無事に開催することができました。

ご参加頂きました皆様ありがとうございました。 

 

出席・ニコニコ BOX 委員会 

 
 齊藤 要 委員 

 

例会出席報告 

通算３１２７回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５８名 

５６名 

出 席 者 数 ３０名 

欠 席 者 数 ２６名 

出 席 率 53.57％ 

前前回修正 83.93%〜89.29％ 

 

― ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ― 

☆上野 和路会長        大変頂きました 

昨日は上野年度ゴルフコンペを開催させていただ

き、なんとニアピンを１ついただきましたので！ 

☆横田 善次副会長       頂きました 

上野年度ゴルフコンペ、突然の欠席申し訳ありま

せんでした。 
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☆根岸 利正幹事        頂きました 

昨日のゴルフ表彰式に参加させて頂きました。ありが

とうございました。上野会長宅で、初めて「ラー」を

いただきました。おいしかったです。ありがとうござ

いました。 

☆野辺 昌弘会員        頂きました 

親子で頑張っておりますので、応援します。 

☆大澤 孝司会員        頂きました 

本日例会後６５周年記念事業部会を行いますので、関係

者の方は出席宜しくお願いします。 

☆関口 昇会員         頂きました 

昨日の第２回ゴルフコンペに参加させていただきまし

た。天気も良く楽しかったです。参加者の皆様大変お世

話になりました。 

☆関井 宏一会員        頂きました 

本日インフルエンザ注射ありがとうございました。 

☆山本 樹会員         頂きました 

昨日は楽しいゴルフありがとうございました。 

☆小堀 良武会員        頂きました 

本日、卓話させていただきます。 

☆飯塚 一成会員        頂きました 

先日のゴルフ、おつかれさまでした。楽しくラウンドさ

せていただきました。小堀委員長卓話よろしくおねがい

します。 

☆中世 吉昭会員        頂きました 

昨日は、上野年度第２回親睦ゴルフコンペに御参加頂き

ありがとうございました。 

☆齊藤 要会員         頂きました 

久し振りにニコニコカードの発表をさせて頂きました。

お世話になりました。 

 

 

＜ 本日の例会状況 ＞ 

 
 

 

― 卓 話 ― 

 
紹介：プログラム・健康増進委員会 本島 克幸 委員長 

 

米山奨学常任委員会 小堀 良武常任 委員長 

 
 

米山月間の由来 

国際ロータリー理事会が指定したロータリーの特別

月間とは別に、日本独自の月間テーマとして、毎年 10

月は米山月間となっています。本年度は事業等により 

11 月に卓話をさせていただきます。今回は改めてその

由来についてご紹介します。 

1975 年 8 月、米山梅吉翁が逝去した 4 月 28 日ま

での 1 週間を「米山週間」とすることが決定しました。

ある地区ですでに行われていた強化活動を全国へ広げ、

米山奨学事業を促進することが目的でした。しかし 

1980 年度になると、米山週間は 4 月から 10 月 1 日

〜7 日へと変更されました。その理由はいくつかありま

す。一つには「ロータリー雑誌週間」が 1978 年度から 

4 月となり、重なってしまったこと。また、4 月では米

山のルーツを訪ねるクラブヘ送付される事業報告書な

どの資料数字が約 1 年前のものとなる、採用されたば

かりの奨学生に卓話を依頼することに無理がある、交

通機関のストライキが多い、など現実的な支障があっ

たためです。そして何よりも、東京 R C による米山基
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金から日本全地区クラブの共同事業とする決議や合意

が行われた地区大会が、いずれも 10 月だったこと、

これが大きな理由とされています。 

1983 年からは週間制度が「月間」となり、10 月が米

山月間として定着し今に至っています。当会の配布資

料などを活用し、米山への理解促進へのご協力をお願

いいたします。 

 

普通寄付金 

安定財源として、各クラプが決定した金額を会員数分、

毎年全クラプから納入いただいています。 

特別寄付金 

個人・法人・クラブからの任意寄付。金額に決まりは

なく、ロータリアン以外の方からもお受けします。 

 

寄付金速報 

2021-22 年度の寄付金収入は 13 億 4,579 万円と、前

の年度から微増となりました。個人平均寄付額は

15,971 円、特別寄付者割合は 46.4%とコロナ禍にあり

ながらも多くのご支援をいただきました。ありがとう

ございます。 

寄付金のほとんどは奨学金に、そのほか、奨学生・

学友関係費、地区・世話クラブヘの補助費、事業部門

の事務局人件費などの事業費に使われています。 

一年に 1 度の米山月間 前年同期比+22.6%、普通寄

付金-1.9%、特別寄付金+59.9%と、9 月までの寄付金

は、前年同期と比べて 22.6%増（普通寄付金：1.9%減、

特別寄付金：59.9 %増）、約 7,760 万円の増加となり

ました。 

 

地区別寄付実績 【2021-22 年度】 

館林 今期（半期） 普通寄付 84,000 円、特別寄付 

928,000 円、個人寄付金平均 18,071 円 

 

米山奨学会への寄付は 2 種類です。この事業は皆さ

まからの毎年の寄付で運営されています。また、地区

の奨学生数はほぼ寄付額で決まりますので、継続的な

ご支援をお願いいたします。 

地区の奨学生割当数 

2840 地区 2022 学年度 26 名 

2023 学年度 28 名 

 

 

映像で体感する米山奨学事業 

米山奨学会では、公式の YouTube チャンネルにて、

米山に関する動画を順次更新しています。今年、新た

に 3 人の親善大使の自己紹介動画、そして 2760 地区

の奨学生選考過程に密着した、「よねやまに魅せられ

て－ロータリアンの想い－」を公開しています。引き

続き、米山奨学事業について、文字や写真のみでなく

映像でも皆さまにお届けできるように努めております。

例会やセミナーなどで、YouTube を活用して、気軽に

上映していただくことが可能です。 

 

 

＜ 本日のお食事 ＞ 

 
回鍋肉 

 

 

―創立６５周年記念実行委員会 

        第１回記念事業部会― 

 
於・ニューミヤコホテル館林 
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―イルミネーション点検作業― 

 
 

 
 

 
 於・谷田川倉庫 

 

 

―上野年度第２回親睦ゴルフコンペ― 

 
於・ゴールド佐野カントリークラブ 

―上野年度第２回親睦ゴルフコンペ懇親会―

 
於・城町食堂 

優勝 山岸 孝昭 会員 

 
 

◆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 中野 正美 

会   長 上野 和路   副会長 横田 善次 

幹   事 根岸 利正   副幹事 山本 樹 

会報  委員 小池 和敏   本間 美儀男 
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