
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 

 昨年私が初めて受けた超音波エコー検査で、全然なんの

自覚症状がない状態でしたが、左の腎臓に６㎝の腫瘍が見

つかりました。泌尿器科で、日赤病院と同じ４人の医師が

いる館林邑楽厚生病院に決めました。現在の手術医療は、

一人の医師が手術全てを一人で行うのではなく、４人の医

師がいれば、４人の医師がチームを組んで手術にあたると

のことです。一人の患者に医師全員の共通認識によるチー

ム医療を行っているとのことです。医師の人数が多い方が、

医師のいろいろな見方が入り、医師どうしがお互いに切磋

琢磨して医療レベルが向上することに繋がっているとい

う事でした。そのようなことで、館林厚生病院にて精密検

査、腎臓ガンで、左腎臓の全摘手術を行い、現在に至って

います。早期発見、早期治療で命拾いをしました。この事

は私がロータリークラブに在籍していたお蔭であります。 

横田先生には大変感謝しております。本当に有難うござい

ました。会員の皆さまにも早期発見、早期治療の検診を是

非とも受診されますように重ねて申し上げておきます。  

 当クラブが米山奨学生の世話クラブに決まりました。名

前は、徐亭亭（ジョ テイテイ）さんという中国の女性で、

東洋大の学部３年生 生命科学科に在籍、奨学期間は２年

です。埼玉県の宮代町で、東部動物公園駅の近くに住んで

います。カウンセラーには、橋本会員がなっていただきま

す。会員の皆さまには、初めてのカウンセラーを務める 

橋本会員のバックアップをよろしくお願いいたします。 

 

 いよいよ明日がＩＭです。館林クラブからは毛塚副会長

の発表です。次年度に向けて、よろしくお願いいたします。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

３． ２（金）国際奉仕委員会             

於・ジョイハウス 

   参加者 瀬山 欣春・中村 研司・毛塚  宏 

後藤 英世・本島 克幸・宮内 敦夫 

松本 耕司・小島 博夫 

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 

   参加者 館高生 飯島 爽汰・保護者１名 

３． ５（月）ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ事前打ち合わせ会議 

於・前橋問屋センター会館 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・滝野瀬博志 
 

今後の予定 

３． ９（金）第１７回ガバナースタッフ会議       

於・ジョイハウス 

３．１０（土）第４分区ＩＭ           

於・ティアラグリーンパレス 

３．１５（木）館林市国際交流協会理事会        

於・館林市文化会館 

３．１６（金）館林つつじサポーターズ倶楽部役員会 

於・つつじが岡公園総合管理事務所 

３．１７（土）～１８（日）ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ       

於・伊香保 福一 

３．１９（月）館林市緑を守る会臨時総会         

於・館林市役所 

３．２２（木）館林市緑化推進委員会           

於・館林市役所 

３．２３（金）館林市社会福祉協議会 第２回評議員会 

於・館林市総合福祉センター 

３．２６（月）館林ケーブルテレビ竣工記念パーティー   

於・ジョイハウス 
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３．２８（水）館林市健康づくり推進協議会      

於・館林市保健センター 

３．２９（木）～４．１（日）インターアクト海外研修        

於・台湾 

３．３１（土） 

宮内年度第２回ガバナー補佐・委員長予定者合同会議 

於・前橋問屋センター会館 

４． １（日）ロータリーちびっこコンサート  

於・群馬県生涯学習センター 

４． ６（金）ガバナー補佐訪問                  

於・ジョイハウス 

４． ７（土）太田南ＲＣ創立４０周年記念式典 

於・太田ナウリゾートホテル 

４． ８（日）第５分区ＩＭ             

於・ホテルベラヴィータ 

４．１１（水） 

第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ親睦チャリティゴルフ大会 

於・オリンピックスタッフ足利ゴルフコース 

４．２０（金）第４分区Ｂ女子会            

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 

４．２４（火）中之条ＲＣ創立５０周年記念例会     

於・花の駅 美野原 

５．１３（日）地区研修・協議会           

於・東洋大学板倉キャンパス 

５．１９（土）高崎北ＲＣ創立５０周年記念式典 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

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 

６．１３（水）～１４（木） 

第５分区現新会長・幹事引継会 

於・伊香保 塚越屋七兵衛 

Ｈ３０． ６．２３（土）～２７（水） 

トロント国際大会       於・カナダ トロント 

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 

― 幹 事 報 告 ― 
幹事 中村 研司 

１． 例会場・例会時間の変更 

 

２．会報、週報 

◆大泉ＲＣ → 週 報 

 

◆館林東ＲＣ → 会 報 

 

３．その他 

 

 

◆ガバナー事務所 

①ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳについてのお知らせ 

②ロータリーちびっこコンサート開催のご案内 

【日 時】４月１日（日）１４：３０～１６：００ 

【会 場】群馬県生涯学習センター 

【登録料】無 料 

③宮内年度第２回ガバナー補佐・委員長予定者合同会議

のご案内 

【日 時】３月３１日（土）１２：００～１６：００ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

【登録料】無 料 

④新規米山奨学生  

世話クラブ受諾の御礼及び奨学生情報 

 氏名：徐 亭亭（じょ ていてい） 

 国籍：中国 

 性別：女性（２３歳） 

 大学：東洋大学 学部３年 生命科学科 

 

◆土屋孝夫次年度ガバナー補佐  

→ ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ事前準備のお願い 

 

◆大泉ＲＣ  

→ 第４分区Ｂ女子会のご案内 

【日 時】４月２０日（金） １９：００～ 

【会 場】ジョイハウス 

【会 費】個人負担 一人 １，０００円程度 

    クラブ負担 一人 ２，５００円 

 

◆館林市役所  

→ 館林市緑化推進委員会委員の推薦について 

【任 期】平成３０年４月１日～平成３２年３月３１日

（２年間） 

◆館林市緑化推進委員会  

→ 館林市緑化推進委員会開催のご案内（荒木会員宛） 

【日 時】３月２２日（木）１４：００～ 

【会 場】館林市役所５０１会議室 

 

◆館林市緑を守る会  

→ 臨時総会開催のご案内 

【日 時】３月１９日（月）１０：００～ 

【会 場】館林市役所 ５０４会議室 

 

◆国際交流協会 → 国際交流まつりの配置図 

 

◆伊香保 福一 

→ ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ 分科会場についてのお知らせ 

 

◆館林商工会議所 → 「商工たてばやし№４１１」 

 

― お 客 様 ― 
館林商工会議所 

    中小企業相談所 所長 鹿沼義一様 

    工業労働課      古川知哉様 
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◎出席委員会報告（例会出席報告） 

           委員長 飯塚 一成 

通算２９３８回例会 

会 員 数 ５２名 

出 席 者 数 ３７名 

欠 席 者 数 １５名 

出 席 率 ７１．１５％ 

前前回修正 63.46～82.70％ 

 

― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム委員会 委員長 小島博夫 

 
館林商工会議所 

      中小企業相談所 所長 鹿沼義一様 

 

テーマ「補助金・資金調達支援の活用について」 
商工会議所で支援可能な補助金のメニューについて

説明させて頂きます。 
まずは、「中小企業・小規模事業者の概要」についてで

すが、全事業者数の 380.9 万者（99.7%）が中小企業で

あり、そのうちの 325.2 万者（85.1%）が小規模事業者

であります。そのため、国としても中小企業、小規模事

業者への支援メニューというのを多く用意しています。 
＜小規模事業者持続化補助金＞ 

小規模事業者が商工会議所と一体となって取り組む

販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する補助金で

す。具体的には、販促チラシの作成や配布、マスコミや

ウェブ広告、商品パッケージの改良、店舗改装、ネット

販売システム構築、商談会や見本市への出店、新商品開

発、販促品の製造・調達などに活用できます。3 月 9 日

より公募が開始予定で、補助率は 3 分の 2 で補助上限額

は 50 万円となっています。昨年度より特に事業承継の

円滑化に資する取り組みかどうか書類審査の際の重要

項目になってきています。書類提出窓口が商工会議所と

なっておりますので、取引先事業所等へ広く PR をお願

いいたします。 
＜ものづくり補助金＞ 
中小企業・小規模事業者が、認定支援機関（商工会議

所等）と連携して、生産性向上に資する革新的サービス

開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設

備投資等を支援する補助金です。補助上限額は 1000 万

円、公募期間が 2 月 28 日～4 月 27 日、書類提出先が群

馬県中小企業団体中央会となっています。ものづくり補

助金は、小規模事業者持続化補助金と比べて補助金額が

大きく、申請書類のボリュームも多くなるため、専門家

と連携して申請することをおすすめします。商工会議所

では、専門家派遣も行っていますので、お早めにお申し

込みください。 
＜IT 導入補助金＞ 
中小企業等の生産性向上を実現するため、バックオフ

ィス業務等の効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向

上（売上向上）に資する IT の導入支援を行う補助金で

す。簡易税務・会計処理、POS マーケティング、簡易

決済、在庫・仕入れ管理、顧客情報管理・分析など IT
を導入する際に活用できます。補助率は 2 分の 1 で、補

助上限額は 50 万円です。 
＜軽減税率対策補助金＞ 
消費税軽減税率制度の実施に伴い、対応が必要となる

中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジ

の導入や受発注システムの改修等に要する経費の一部

を補助する制度です。レジ 1 台あたり 20 万円が補助上

限額です。 
＜マル経資金＞ 
商工会議所の経営指導を受けている小規模事業者の

商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人

でご利用できる融資制度で、商工会議所の大きなメリッ

トの一つです。利率も 1.11%（平成 30 年 3 月 8 日現在）

と低金利で、補助金事業を組み合わせてのご利用も可能

ですので、ぜひご活用ください。 
 
 

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
副委員長 坂村吉保  

★瀬山欣春会長 大変いただきました。 

 館林商工会議所の中小企業相談所所長の鹿沼様と工業

労働課の古川様の来訪を歓迎いたします。 

 卓話をよろしくお願いいたします。 

★中村研司幹事 

 館林商工会議所鹿沼様古川様、本日は卓話をお受けいた

だきありがとうございます。楽しみしております。 

★野辺昌弘会員 大変いただきました。 

 群馬県厚生保護大会で保護司として法務大臣表彰を授

賞いたしましたことが広報館林に載りましたので！ 

★小暮高史会員 

 普段お世話になっています商工会議所の鹿沼中小企業

相談所所長と古川さんをお招きしましたので！ 

★田部井孝一会員 

 いつもお世話になっている館林商工会議所の鹿沼さん、

古川さんをお招きしましたので！ 

★小池敏郎会員 

 本日、館林商工会議所中小企業相談所鹿沼所長と溶接教

会でお世話になっている工業課古川君をお迎えして！ 

★関口宏一会員 

 ポールハリスフェローを頂きましたので！ 

 会議所の鹿沼様古川様ようこそ！ 

★山本 樹会員 

 商工会議所の鹿沼様と古川様をお迎えしましたので！ 

 


