
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 

 新年おめでとうございます。すでに七草や鏡開きも過ぎ

ております。 

我が家では、七草粥にはスズシロといわれる大根と、そ

の葉っぱ、それにぺんぺん草といわれるナズナを入れたお

粥です。体は温まるし、消化が良く、おせち料理につかれ

た胃にはやさしくて、さっぱりするものです。昔の人の知

恵なのでしょう。日本の伝統文化の一つで、大切にしたい

ものです。 

正月 2 日～3 日箱根駅伝、東洋大往路優勝、総合で準優

勝と素晴らしい成績でした。宮内先生おめでとうございま

す。若い１年生が多いチームで来年が非常に楽しみです。   

スポーツでもう一つ、１月８日群馬の前橋育英高校がサッ

カー全国高校選手権大会で全国制覇です。０対０の熱戦、

ロスタイム３分の残り３０秒で劇的なゴールを決めた。  

山田監督は勝てない監督で通っていた。１０年前から寮に

住み込み、去年の４月に校長に就任していながら一緒にラ

ンニングをして生徒を指導して勝ち得た全国優勝である。 

群馬県民として「全国大会優勝誠におめでとう」のことば

を贈ります。輝かしい年の初めです。 

ロータリークラブのスケジュールでは、明後日の１４日

（日）宮内ガバナーエレクトがスタート準備で、アメリカ

でのガバナー研修に出発します。 大変ハードな研修と伺

っております。体調に留意されて立派な成果と、無事の帰

国を祈っております。又、４月２１日に６０周年記念式典 

 

が行われます。５月に旅行を予定です。５月２７日（日）、

２８日（月）で出雲方面を計画したいと思っています。７

月からは毛塚年度のスタートで、同時に宮内ガバナーが大

海原に船出いたします。大きなイベントが重なる重要な年

になります。戌年の犬のように、皆さまと共に大きな山を

駆け上り、乗り越えて行きたいと思っています。ご協力の

程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 今年も皆さまにとって良い年でありますようお祈りい

たします。  

 

― 幹 事 報 告 ― 
幹事 中村 研司 

１．例会場・例会時間の変更 

◆前橋西ＲＣ      

１月２６日（金）→ １月２５日（木） 

前橋６ＲＣ合同新年例会 

点 鐘 １８：００ 

会 場 ロイヤルチェスター前橋 

 

◆前橋東ＲＣ      

１月２５日（木）→ 前橋６ＲＣ合同新年例会 

点 鐘 １８：００ 

会 場 ロイヤルチェスター前橋 

 

◆前橋中央ＲＣ     

１月２４日（水）→ １月２５日（木） 

前橋６ＲＣ合同新年例会 

 

◆富岡ＲＣ       

１月１７日（水）→ 新年夜間例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 萬屋料理店 

１月３１日（水）→ 休 会 
 

２．会報、週報 

◆館林ミレニアムＲＣ → 会 報 
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館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０１７～２０１８年度 
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３．その他 

◆ガバナー事務所  

①２０１８年１月のロータリーレート  

１ドル＝１１４円 

②ガバナー月信１月号 

③地区運営資金・事業資金（下期）送金のお願い 

④次年度クラブ役員登録のお願い 

⑤２０１８年度決議審議会に上程する 

「決議案」募集について 

【案 件】４００字程度にまとめて提出 

【締切日】３月１５日 

⑥姉妹クラブ・友好クラブアンケートご協力のお願い 

⑦職業奉仕月間 リソースのご案内 

⑧第４回公共イメージ委員会のご案内 

【日 時】１月２３日（火）１３：３０～１５：００ 

【会 場】ガバナー事務所 

⑨第４回ガバナー諮問委員会のご案内 

【日 時】２月１０日（土）１０：３０～１３：００ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

⑩宮内年度 地区チーム研修セミナーのご案内 

【日 時】２月１０日（土）１２：００～１６：００ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

⑪インターアクト台湾研修 

オリエンテーションのご案内 

【日 時】３月３日（土）１３：３０～１６：００ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

【対 象】参加学生および保護者又はＩＡＣ顧問教師 

⑫第１９回ロータリー国際囲碁大会のご案内 

【日 時】４月２２日（日）  

９：００受付 ９：３０点鐘 開会式 

【会 場】日本棋院会館本院（東京・市ヶ谷） 

【表彰式・懇親会】１８：００～２１：００ 

【ホスト】東京ロータリークラブ 

【登録料】１８，０００円 

（昼食代・賞品代・懇親会費等含む） 

⑬日本人親善朝食会申込についてのお願い 

【日 時】６月２４日（日）  

開場（予定）６：３０ 

     朝食会（予定）７：００～８：３０ 

【会 場】ハイアット・リージェンシー・トロント 

【会 費】１人 １０，０００円 

【先 着】５００名 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会  

→ ２０１７年度下期普通寄付金のお願い 

◆槻岡ガバナー補佐 

 → 緊急第４分区Ｂ会長・幹事会のご案内 

【日 時】１月２６日（金） １８：３０～ 

【会 場】ジョイハウス 

【会 費】１人 ５，０００円程度 

◆社会福祉法人 館邑会 → 新年会のご案内 

【日 時】２月１０日（土） １８：３０～ 

【会 場】東武トレジャーガーデン 

【会 費】５，０００円 

◆館林市役所 → ①寄附金御礼状 

◆館林市教育委員会  

→ 館林市文化会館使用許可期日前申請の 

了承についてのお知らせ 

【使用期日】 

１０月５日（金）～１０月７日（日） 

９：００～２２：００ 

【使用施設】大ホール・小ホール・文化会館会議室 

【内  容】国際ロータリー第２８４０地区大会 

【正式申請】実施月６ヶ月前の１日を過ぎたら 

※宣伝、配券活動等は会場使用料納入後にお願いします。 

◆館林商工会議所 → 「商工たてばやし №４０９」 

◆㈱上毛新聞社 → シャトル元旦号 

◆年賀状  

→ ガバナー事務所・田中ガバナー・太田ＲＣ 

太田西ＲＣ・新田ＲＣ・館林西ＲＣ・桐生ＲＣ 

㈱オクトン 
 

2017～2018 年度・館林ロータリークラブ 

１月定例理事会 
幹事 中村 研司 

平成 30年 1 月 12日 PM5：30 ～ 於・銀座ずし 

 

１． 会長挨拶 

 

２．出席者確認※義務出席者 １５人中 １４人出席 

出席者（敬称略） 

瀬山欣春  毛塚 宏 長柄 純 浦野 隆 

野辺昌弘  小暮雅𠀋𠀋 小池敏郎 上野和路 

谷田川敏幸 渋澤 勉 古川正道 後藤英世  

石川長司         オブザーバー 鈴木雅男 

 

３. 資料確認 

 

４. 報告事項 

⑴１２． ４（金）年次総会            

於・ジョイハウス 

   参加者 会員３６名 

⑵１２． ４（金） 

２０１８－１９年度第１回理事・役員会  

於・ジョイハウス 

   参加者 毛塚  宏・上野 和路・青山 守治 

浦野  隆・小暮 高史・後藤 英世 

渋澤  勉・鈴木 雅男・瀬山 欣春 

中村 研司・原  初次・松本 耕司 

⑶ １２． ２（土） 

米山記念奨学生選考会面接官オリエンテーション 

 於・メトロポリタン高崎 

   参加者 小池 敏郎・小暮 雅𠀋𠀋・関井 宏一 

高木貞一郎・宮内 敦夫 

 

 

 



 3 

⑷１２． ２（土）米山学友会忘年会         

於・メトロポリタン高崎 

   参加者 小池 敏郎・小暮 雅𠀋𠀋・関井 宏一 

高木貞一郎・宮内 敦夫 

⑸１２． ６（水）

第５２回小・中学校特別支援学級・特別支援学校合同お楽しみ会 

               於・館林市文化会館 

参加者 瀬山 欣春 

⑹１２． ８（金）ガバナースタッフ会議         

於・ジョイハウス 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・齊藤  要 

石川 長司・浦野  隆・小池 敏郎 

後藤 英世・渋澤  勉・関井 宏一 

瀬山 欣春・高木貞一郎・滝野瀬博志 

田部井剛史・中村 研司・長柄  純 

野辺 昌弘・原  初次・谷田川敏幸 

山本  樹 

⑺１２． ８（金） 

館林つつじサポーターズ倶楽部役員会    

於・館林市役所 

   参加者 瀬山 欣春 

⑻１２． ８（金）第２回会員増強委員会         

於・ジョイハウス 

   参加者 瀬山 欣春・中村 研司・小池 敏郎 

関口  昇・堀口 一宇・古川 正道 

⑼１２． ９（土） 

第１回ガバナー補佐・委員長予定者合同会議 

於・前橋商工会議所 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・齊藤  要 

石川 長司・浦野  隆・小池 敏郎 

後藤 英世・渋澤  勉・関井 宏一 

関口  昇・滝野瀬博志・田部井剛史 

       中村 研司・長柄  純・松本 耕司 

本島 克幸・谷田川敏幸・山本  樹 

⑽１２． ９（土）イルミネーション点灯式           

於・館林駅前 

   参加者 瀬山 欣春・中村 研司・青山 守治 

飯塚 一成・毛塚  宏・小島 博夫 

小堀 良武・鈴木 雅男・関井 宏一 

多田 善洋・田部井孝一・根岸 利正 

       野辺 昌弘・山本  樹 

⑾ 同 日 慰労会         於・時新 

   参加者 瀬山 欣春・中村 研司・青山 守治 

飯塚 一成・浦野  隆・毛塚  宏 

小島 博夫・鈴木 雅男・関井 宏一 

多田 善洋・田部井孝一・根岸 利正 

      山本  樹 

⑿１２．１５（金） 

親睦活動委員会インフォーマル・ミーティング 

於・ジョイハウス 

   参加者 中村 研司・飯塚 一成・毛塚  宏 

渋澤  勉・関井 宏一・根岸 利正 

橋本 文華・本島 克幸・山本  樹 

事務局 

⒀１２．１６（土）青少年交換クリスマス会      

於・伊勢崎プリオパレス 

   参加者 小暮 雅𠀋𠀋・石川 長司・後藤 英世 

関井 宏一 

⒁１２．１６（土） 

青少年交換第３回派遣候補生オリエンテーション 

於・伊勢崎プリオパレス 

   参加者 石川 長司・後藤 英世・関井 宏一 

⒂１２．２７（水） 

２０１８－１９年度第２回理事・役員会      

於・つかさ 

   参加者 毛塚  宏・上野 和路・青山 守治 

浦野  隆・小暮 高史・小島 博夫 

後藤 英世・渋澤  勉・鈴木 雅男 

瀬山 欣春・高木貞一郎・中村 研司 

原  初次・松本 耕司・本島 克幸 

岡田 雅一 

⒃１． ６（土）第３回ガバナー諮問委員会 

 於・ホテルメトロポリタン高崎 

   参加者 高木貞一郎・宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋 

齊藤  要 

⒄１． ６（土）宮内 敦夫ガバナーエレクト壮行会 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

   参加者 高木貞一郎・宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋 

齊藤  要・石川 長司・浦野  隆 

小池 敏郎・後藤 英世・関井 宏一 

関口  昇・滝野瀬博志・田部井剛史 

       中村 研司・本島 克幸・山本  樹 

⒅１． ９（火）（公社）館林青年会議所 新年祝賀会   

於・ジョイハウス 

   参加者 毛塚  宏 

⒆１．１１（木）地区研修・協議会打合せ会議      

於・ジョイハウス 

   参加者 小池 敏郎・小暮 雅𠀋𠀋・渋澤  勉 

本島 克幸 

 

５. 今後の予定 
⑴１．１４（日）２０１８年度米山記念奨学生選考会 

於・前橋問屋センター会館 

⑵１．１５（月）館林商工会議所 議員新年懇談会    

於・ジョイハウス 

⑶１．２０（土）第１回地区補助金審査会      

於・伊勢崎プリオパレス 

⑷１．２１（日） 

第４５回館林市子ども会上毛かるた大会 

於・城沼総合体育館アリーナ 

⑸１．２１（日）災害時通訳ボランティア養成講座①    

於・郷谷公民館 

⑹１．２３（火）第４回公共イメージ委員会      

於・ガバナー事務所 

⑺１．２５（木） 

館林市社会福祉協議会 福祉関係団体新年互例会 

於・ジョイハウス 
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⑻１．２６（金）緊急 第４分区Ｂ会長・幹事会        

於・ジョイハウス 

⑼１．２７（土） 

第２回会員組織強化・女性ネットワーク合同委員会 

於・前橋問屋センター会館 

⑽１．２７（土）第９回青少年交換委員会・ 

派遣候補生第４回オリエンテーション 

於・前橋問屋センター会館 

⑾１．２９（月）２０１８－１９年度 

第１回地区研修委員会 

於・ガバナー事務所 

⑿２． ２（金）ガバナー補佐訪問              

於・ジョイハウス 

⒀２． ３（土）ローターアクト第１８回地区年次大会 

於・伊勢崎プリオパレス 

⒁２． ４（日）（公財）ロータリー米山記念奨学会財団

創立５０周年記念式典 

於・グランドニッコー東京 台場 

⒂２．１０（土）第４回ガバナー諮問委員会    

於・前橋問屋センター会館 

⒃２．１０（土）地区チーム研修セミナー     

於・前橋問屋センター会館 

⒄２．１０（土）館邑会新年会         

於・東武トレジャーガーデン 

⒅２．１１（日）災害時通訳ボランティア養成講座②    

於・郷谷公民館 

⒆２．１８（日）新会員セミナー       

於・ホテルメトロポリタン高崎 

⒇２．２４（土）イルミネーション撤去作業       

於・館林駅前通り 

[21]３． １（木）第６回日台ロータリー親善会議      

於・高雄漢来大飯店 

[22]３． ３（土） 

インターアクト台湾研修オリエンテーション 

於・前橋問屋センター会館 

[23]３．１０（土）第４分区ＩＭ 

[24]３．１７（土）～１８（日）ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ    

於・伊香保 福一 

[25]３．２９（木）～４．１（日） 

インターアクト海外研修      於・台湾 

[26]４． ６（金）ガバナー補佐訪問               

於・ジョイハウス 

[27]４．２１（土）館林ＲＣ創立６０周年記念式典       

於・ジョイハウス 

[28]４．２２（日）第１９回ロータリー国際囲碁大会  

於・日本棋院会館本院 

[29]５．１３（日）地区研修・協議会       

於・東洋大学板倉キャンパス 

[30]６． ７（木）第４分区Ａ・Ｂ現新会長・幹事会 

[31] Ｈ３０． ６．２３（土）～２７（水） 

トロント国際大会    於・カナダ トロント 

[32] Ｈ３０． ６．２４（日）日本人親善朝食会       

於・ﾊｲｱｯﾄ･ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ･ﾄﾛﾝﾄ 

 

６. 協議事項 

⑴下期地区資金並びにその他 

各種負担金支払いに関する件       

－承認－ 

地区運営資金下期   

９，９９５円×５２名＝５１９，７４０円 

地区事業資金下期   

２，４９５円×５２名＝１２９，７４０円 

米山奨学金下期    

１，５００円×５２名＝ ７８，０００円 

 

⑵（公社）館林青年会議所 

２０１８年度新年祝賀会に関する件…別紙     

－承認－ 

毛塚  宏会員 

 

⑶  福祉関係団体新年互礼会に関する件…別紙              

－承認－ 

 

⑷ 館林市子育連 平成３０年度新年会に関する件…

別紙            

－承認－ 

       田部井剛史会員 

 

⑸ 緊急第４分区Ｂ会長・幹事会に関する件…別紙            

－承認－ 

 

⑹  館 邑 会 新 年 会 に 関 す る 件 … … 別 紙                   

－承認－ 

出席者は確認 

 

⑺  第 ３ 回 ク ラ ブ 協 議 会 開 催 に 関 す る 件                  

－承認－ 

館林ロータリークラブ上期仮決算について 

平成３０年２月２日（金）例会終了後ジョイハウスにて 

 

⑻ 地区ローターアクト年次大会に関する件…別紙            

－承認－ 

青少年 田部井剛史会員＋１名 

 

⑼ 新会員セミナーに関する件…別紙                  

－承認－ 

会費 クラブ負担 

 

⑽ 親睦旅行に関する件                         

－承認－ 

５月２７日（日）・２８日（月） 出雲方面 

 

⑾ インターアクト海外研修に関する件                

－承認－ 

    館林高等学校参加予定者（１名）飯島
いいじま

 爽汰
そ う た

 

 

⑿ その他 
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７. その他 

⑴ 各委員会報告・提案 

 

   プログラム委員会…別紙 

 
★ 次回理事・役員会開催日  

２０１８年（Ｈ３０）２月 ２日（金）  

 １１：００  ～  ｏｒ１１：３０ ～ 

 於・ジョイハウス 

                                

◇◇ 会 員 の お 祝 い ◇◇ 
親睦活動委員会 委員長 関井 宏一 

◆お誕生日の該当者はおりません。 

◆ご婦人の誕生日 

 谷田川敏幸夫人 

 関井 宏一夫人 

 泉田 嘉弘夫人 

◆結婚記念日 

 横沢 淳夫会員 

田部井孝一会員 

小島 博夫会員 

 

◇◇ 在 籍 年 数 の 発 表 ◇◇ 
出席委員会 委員長 飯塚 一成 

 

浦野 隆会員 在籍 31年 

齋藤 要会員 在籍 31年 

原 初次会員 在籍 24年 

小島博夫会員 在籍 23年 

上野和路会員 在籍 19年 

毛塚 宏会員 在籍 18年 

堀越貴之会員 在籍 3 年 

 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

             委員長 飯塚 一成 

通算２９３０回例会 

会 員 数 ５２名 

出 席 者 数 ４２名 

欠 席 者 数 １０名 

出 席 率 ８０．７７％ 

前前回修正 67.31～84.62％ 

 

 

  ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
岡田雅一 委員長  

★瀬山欣春会長  大変いただきました。 

 今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

★毛塚 宏副会長 大変いただきました。 

 新年あけましておめでとうございます。 

 本年度 7月出港です。よろしくお願い致します。 

★中村研司幹事  大変いただきました。 

 本年もよろしくお願いします。 

★宮内敦夫ガバナーエレクト 大変、大変いただきました。 

 昨年中は大変お世話になりました。今年はガバナー年度

です。皆様のご協力をお願い致します。 

★野辺昌弘会員  大変いただきました。 

 明けましておめでとうございます。 

 60周年宜しくお願い致します。 

★浦野 隆会員 

 折返しの例会、新年おめでとうございます。 
残り半年、ご期待しております。 

★小池敏郎会員 
 新年おめでとうございます。 
★原 初次会員  大変いただきました。 
 おめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。 
★谷田川敏幸会員 

 今年も宜しくお願い致します。 

★渋澤 勉会員  大変いただきました。 

 あけましておめでとうございます。 

 会長、幹事あと半分頑張って下さい。 

 皆様今年も宜しくお願い致します。 

★横田 善次会員 大変いただきました。 

 瀬山会長もう少しです。 

★本島克幸会員 

 あけましておめでとうございます。 

★関井宏一会員 

 今年もよろしくお願い申し上げます。先日、妻の誕生日

にお花をありがとうございました。 

★後藤英世会員  大変いただきました。 

 本年もよろしくお願い致します。また、妻の誕生日に素

敵な花束をいただき、ありがとうございました。 

★後藤英世会員 大変×６ いただきました。 

 父の葬儀に際しましてご会葬、並びにお手伝いをいただ

きまして、大変ありがとうございました。 

★田部井剛史会員 

 新年あけましておめでとうございます。 

 本年もよろしくお願いいたします。 

★石川長司会員 

 新年明けましておめでとうございます。 

 本年もよろしくお願いいたします。 

★鈴木雅男会員 

 新年おめでとうございます。 

 本年もよろしくお願いいたします。 

★山本 樹会員 

 本年もよろしくお願いいたします。 

★小堀良武会員 

 本年もよろしくお願いいたします。 

★飯塚一成会員 

 今年も 1年よろしくお願いいたします。 

★矢島孝昭会員 

 あけましておめでとうございます。 

 今年も宜しくお願いいたします。 
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新年例会 懇親会  於 銀座ずし 

 

 
餞別の授与 

 

 
          乾 杯 

 

 
乾 杯 

 

 

 

 

 

 
ボーイスカウト館林第１団 もちつき大会 

                平成 29年 12 月 17 日 

 
記念の集合写真 

 

 
60 周年記念で寄贈したテント 


