
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 

只今は寒中、冬の真っただ中です。北陸などの裏日本で

は、平年の２倍、３倍の雪が降っています。その後の暖か

さで雪下ろしなどでの事故が多発しております。館林市は

めったに雪が降らない土地柄で、たまには雪景色も見たい

と思いますが、大変生活し易いところであると、大変あり

がたく思っております。空っ風が吹き、空気が乾燥するの

が関東平野です。群馬県ではインフルエンザの警報が出さ

れる寸前まで大変流行ってきています。充分にご注意くだ

さい。 

 今週は、宮内会員がアメリカのサンディエゴでガバナー

エレクト研修セミナーにて、只今は研修の真最中です。間

もなく終了し、日曜日に帰国予定です。来週から晴れてガ

バナーエレクトとしての活動が始まることになります。 

そのようなこの時期に、大変お忙しい中伊勢崎ロータリー

クラブの牛久保哲男パストガバナーには、遠いところ館林

までお越しいただき、例会後のガバナースタッフ会議にて

地区役員や委員の方々にご指導を頂くことになっており

ます。例会にもメーク頂き、誠に有難うございます。 

牛久保ＰＧは、ロータリー財団のアドバイザーでございま

す。スタッフ会議の前ですが、例会の卓話もお願いしてお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 又、今月はロータリー理解推進月間です。われわれのロ

ータリークラブ活動を周りの方に理解いただけるように、

各人の広報活動をお願いいたします。  

 

それに会員増強の件です。年度初めに３名の加入を頂きま

したが、目標５名です。気持ちは１０名で進めていますが、

その後が続いておりません。女性会員も必須です。皆さま

のご協力ともうひと頑張りを是非ともお願いいたします。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

 

１．１４（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 

    参加者 高木貞一郎・小暮 雅𠀋𠀋・小池 敏郎 

１．１５（月）館林商工会議所 議員新年懇談会     

於・ジョイハウス 

    参加者 瀬山 欣春 

 

今後の予定 

１．２０（土）第１回地区補助金審査会        

於・伊勢崎プリオパレス 

１．２１（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 

１．２１（日）災害時通訳ボランティア養成講座①      

於・郷谷公民館 

１．２２（月）創立６０周年第３回実行委員会      

於・ジョイハウス 

１．２３（火）第４回公共イメージ委員会        

於・ガバナー事務所 

１．２５（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 

１．２６（金）緊急第４分区Ｂ会長・幹事会          

於・ジョイハウス 

１．２７（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 

１．２７（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 
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１．２９（月） 

２０１８－１９年度第１回地区研修委員会 

於・ガバナー事務所 

２． ２（金）ガバナー補佐訪問                

於・ジョイハウス 

２． ２（金）第３回クラブ協議会           

於・ジョイハウス 

２． 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 

２． 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 

２．１０（土）第４回ガバナー諮問委員会     

 於・前橋問屋センター会館 

２．１０（土）地区チーム研修セミナー       

於・前橋問屋センター会館 

２．１０（土）館邑会新年会           

於・東武トレジャーガーデン 

２．１１（日）災害時通訳ボランティア養成講座②      

於・郷谷公民館 

２．１８（日）新会員セミナー         

於・ホテルメトロポリタン高崎 

２．２４（土）イルミネーション撤去作業         

於・館林駅前通り 

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 

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 

３．１０（土）第４分区ＩＭ 

３．１７（土）～１８（日）ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ      

於・伊香保 福一 

３．２９（木）～４．１（日）インターアクト海外研修       

於・台湾 

４． ６（金）ガバナー補佐訪問                 

於・ジョイハウス 

４．２１（土）館林ＲＣ創立６０周年記念式典         

於・ジョイハウス 

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 

５．１３（日）地区研修・協議会         

於・東洋大学板倉キャンパス 

５．２７（日）～２８日（月）家族親睦旅行 

                   於・出雲方面 

６． ７（木）第４分区Ａ・Ｂ現新会長・幹事会 

６．２３（土）～２７（水）トロント国際大会      

 於・カナダ トロント 

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 

 

 

 

 

― 幹 事 報 告 ― 
幹事 中村 研司 

１．例会場・例会時間の変更 

◆桐生西ＲＣ        

２月２３日（金）→ 桐生赤城ＲＣとの合同夜間例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 桐生プリオパレス 

２．会報、週報 

 

◆館林西ＲＣ → 会 報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 → ①ロータリー創立記念日上毛

新聞掲載記事ご提出のお願い 

 

◆国際ロータリー日本事務局 → 人頭分担金請求書 

 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会  

→ ①「ハイライトよねやま ２１４号」 

 

◆㈱フジマキネクタイ  

→ ロータリー用品カタログ Volume.７ 
 

 

― お 客 様 ― 
2009～2010年度ガバナー 

      パストガバナー 牛久保哲男様 

 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

             委員長 飯塚 一成 

通算２９３１回例会 

会 員 数 ５２名 

出 席 者 数 ３４名 

欠 席 者 数 １８名 

出 席 率 ６５．３８％ 

前前回修正 76.92～90.38％ 

 

― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム委員会 委員長 小島博夫 

 
2009～2010 年度ガバナー パストガバナー牛久保哲男様 

 

「2840 地区ガバナー輩出の心得とそのサポート」 
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ガバナーは 32地区 32名で構成されておりそのガバ

ナーは RI会長と直結しています。 

そして、46 クラブがガバナー方針に基づいてクラブ運

営を行っています。 

 2月 10日の地区チーム研修を皮切りに 6月末までに

大きなイベントはほとんど終わってしまいます。 

地区チーム研修は委員長が対象で宮内さんから RI 会

長の方針を発表し各委員長に認識してもらいます。 

次に PETSです。各会長と幹事が対象で RI会長の方

針を伝えます。次が地区研修協議会で各クラブの重要

な委員長を対象に勉強会を行います。ここで、各次年

度の会長がガバナー方針を学び各クラブの会員に伝

えられるようになります。ですから、できるだけ多く

の方に地区研修協議会に参加していただき勉強して

いただきたいのです。 

もう一つは、地区大会です。これは勉強会ではなく

お祭りみたいなもので親睦と交流を深める行事です。 

地区の予算が約 4,500 万円ですが、それを宮内年度

でも使います。地区大会では、その 4分の 1にあたる

約 1,000 万円で行う行事ですが期待しています。 

地区チーム研修から始まって6月末になるとここか

らが宮内さんが一番大変な時期になります。これまで

は挨拶をする程度でしたが7月からはクラブ訪問が始

まります。宮内さんは 46 全クラブを訪問すると言っ

ています。私のクラブ訪問では 1 時間 30 分ほど時間

をいただき大変勉強になりました。 

全クラブを訪問して感じたことは「クラブは全部違

う」ということでありました。 

そのクラブを一本にまとめる為に各クラブに訪問

しガバナー方針をしっかり伝え理解していただくわ

けです。 

そして、米山財団・青少年交換・インターアクト・

ローターアクト・ライラ等はクラブで出来ない事を地

区でやっています。それを副幹事さんがアレンジする

訳ですが、ここからが副幹事さんが忙しくなります。 

以上が大まかな流れです。 

 私は財団のアドバイザーですが地区の事務所が前

橋市にあり、その事務所の管理運営委員会の委員長を

私がやっています。事務改善などいろいろとやらなく

てはなりません。これまで地区の事務所運営に関して

はなんの規定もなく、ある程度の規定をつくり皆さん

に理解をしていただく事になります。 

 最後に会員増強ですが、辞める人がいる事を前提に

会員増強活動を行って下さい。 

会員一人が一人を必ずアタックし会員増強の組織を

つくる事が大事です。 

最後に、館林ロータリークラブの会員が一丸となっ

て宮内さんを支えて盛り上げて下さい。 

ご健闘をお祈りいたします。 

   

 

 

 

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
           横沢淳夫 委員  

★瀬山欣春会長   大変いただきました。 

 牛久保 PG の来訪を歓迎いたします。 

 ご指導をよろしくお願い致します。 

★中村研司幹事 大変×６倍ただきました。 

 先日の母の葬儀に際しまして、ご弔問並びにお手伝い 

 いただき、誠にありがとうございました。 

★毛塚 宏副会長 

 牛久保地区ロータリー財団委員会アドバイザーにお越 

 しいただきましたので。 

★野辺昌弘会員 

 牛久保パストガバナーのご来訪歓迎いたします。 

★小暮雅丈会員  大変いただきました。 

 牛久保パストガバナー様、今日は勉強させていただきま 

 す。ご来訪感謝致します。 

★泉田嘉弘会員  大変いただきました。 

 妻の誕生日に花束のプレゼントを頂きありがとうござ      

 いました。 

★根岸利正会員  

 本年も宜しくお願い致します。 


