
 

点 鐘・ソング 我 等 の 生 業 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 

 大分暖かくなってきています。一気に夏が来るような気

配です。今年は桜の開花が平年より 1週間ほど早くなりそ

うで、来週には開花宣言が発表される見込みです。 

 先週の土曜日に、太田のティアラグリーンパレスで行わ

れた第４分区の IM は、多くの会員に参加して頂き、盛大

に行われました。私共のクラブからは毛塚副会長がフィリ

ピンのセブポートセンターRC の会長就任式への訪問と、台

北の長安 RC へ４人でメークアップをした報告でした。プ

ロジェクターを使って行われ、その意義を明確に説明して、

立派な報告をして頂きました。大変ご苦労様でした。 

 さて、６０周年記念式典がだんだん迫ってまいりました。 

本日も例会後に第 4回の実行委員会が開かれ、煮詰めに入

ってきています。クラブとしての記念事業として駅西口に

温度計を設置し、式典で館林市に寄贈いたします。その事

業の一環で、３月２３日の金曜日で、例会後ですが、午後

３時半に須藤館林市長を招いてその除幕式が行われます。 

会員皆さまの集合をお願いいたします。又、翌日２４日の

土曜日には、第４分区５クラブ合同で、多々良沼の清掃活

動が行われます。これは、槻岡ガバナー補佐の提案で、次

年度宮内ガバナーの誕生を記念した補助金事業で、陽光桜

の植樹が計画され只今先方と最終調整中です。その一環の

多々良沼清掃活動です。朝８時集合で、約１時間位です。

会員の皆さま大勢の参加ご協力をお願いいたします。 

 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

３． ９（金）第１７回ガバナースタッフ会議       

於・ジョイハウス 

   参加者 小暮 雅𠀋𠀋・石川 長司・浦野  隆 

小池 敏郎・後藤 英世・齊藤  要 

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 

本島 克幸・谷田川敏幸・山本  樹 

３．１０（土）第４分区ＩＭ           

於・ティアラグリーンパレス 

   参加者 瀬山 欣春・中村 研司・飯塚 一成 

浦野  隆・毛塚  宏・小暮 雅𠀋𠀋 

後藤 英世・関井 宏一・田部井剛史 

野辺 昌弘・松本 耕司・宮内 敦夫 

       谷田川敏幸・山本  樹 

 

今後の予定 
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 

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 
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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１０回青少年交換委員会 

第１回ホストクラブオリエンテーション 

於・前橋問屋センター会館 

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 

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 

◆太田中央ＲＣ      

４月２０日（金）→ ４月２１日（土） 

友好クラブ新潟中央ＲＣ創立２５周年記念式典 

４月２７日（金）→ 夜間例会 

点 鐘 １９：００ 

会 場 うどんのしみず 

 

２．会報、週報 

◆館林西ＲＣ → 会 報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 → ①臨時休暇のお知らせ 

３月２３日（金）及び４月９日（月） 

緊急の際は下記へお電話ください。 

２０１７－１８年度地区幹事 広瀬 雅美 

携帯電話：０９０－３２４３－４６７８ 

 

２０１８－１９年度地区幹事 小暮雅丈 

携帯電話：０９０－８００１－５４５２ 

 

②第１０回青少年交換委員会・ 

第１回ホストクラブオリエンテーションのご案内 

【日 時】４月８日（日）１２：００～１６：００ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

             

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会  

→ 「ハイライトよねやま ２１６号」 

 

◆（一社）ロータリーの友事務所  

→ 次年度雑誌委員長への友誌送付についてのご案内 

 

◆花と緑の館林づくり協議会  

→ 花と緑のフェスティバル２０１８ご協賛のお願い 

  １口 １万円～ 

 

― お 客 様 ― 
三田社会保険労務士事務所 

          所長 三田 幸子様 

 

 
 

館林高校インターアクト 飯島 爽汰君 

        顧問教論    森田 規子先生 

 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

          委員長 飯塚 一成 

通算２９３９回例会 

会 員 数 ５２名 

出 席 者 数 ３９名 

欠 席 者 数 １３名 

出 席 率 ７５．００％ 

前前回修正 75.00～88.46％ 
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― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム委員会 委員長 小島博夫 

 

 
 

三田社会保険労務士事務所 

          所長 三田 幸子様 

 

テーマ 「働き方改革」について 

 

① 働き方改革に係る基本的考え方を明らかにする

とともに、国は、改革を総合的かつ持続性に推進

するための「基本方針」（閣議決定）を定めるこ

ととする。（雇用対策法） 

② 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等 

１． 労働時間に関する制度の見直し 

（労働基準法、労働安全衛生法） 

２． 勤務間インターバル制度の普及促進等 

（労働時間等設定改善法） 

３． 産業医・産業保健機能の強化 

（労働安全衛生法等） 

③ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保 

１． 不合理な待遇差を解消するための規定の整

備（パートタイム労働法、労働契約法、労働

者派遣法） 

２． 労働者に対する待遇に関する説明義務の強

化（パートタイム労働法、労働契約法、労働

者派遣法） 

３． 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解

決手続き（行政ＡＤＲ）の整備 

 

ポールハリスフェローバッジ授与 

 
滝野瀬 博志会員 

 

 

 

 
多田 善洋会員 

 

 

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。 

 三田社会保険労務士事務所所長の三田幸子様の来訪を

歓迎いたします。 

 ぜひ、館林ロータリークラブに入会して下さい。 

 皆でお待ちしております。 

 館林高校の飯島君、台湾研修を頑張って来て下さい。 

★毛塚 宏副会長 

 例会出席が職業奉仕の為、市松模様の様になっています

が皐月賞の頃には落ち着くとおもいますのでよろしく

お願いいます。 

申し訳ございませんが本日早退させていただきます。 

★田部井孝一会員 

 お世話になっております。三田社会保険労務士事務所 

所長三田幸子様をお迎えしましたので！ 

★小池敏郎会員 

 いつも大変お世話になっております。三田先生本日は卓

話を宜しくお願いします。また、入会をお待ちしており

ます。インターアクトの飯島君台湾研修頑張って下さい。 

★多田善洋会員  大変いただきました。 

ポールハリスフェローマルチプルを頂きありがとうご

ざいます。また、3月 20日で県議会定例会が終了し例会

に出席できましたので！ 

★田部井剛史会員 

 本日は館林高校の森田先生と飯島君にお越し頂きまし

た。ありがとうございます。 

★山本 樹会員 

 長男の勤務先が決まりました。JR 東日本埼玉支社です。 
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第４分区ＩＭ（ＩＮＴＥＲＣＩＴＹ ＭＥＥＴＩＮＧ） 

3 月 10日   於・ティアラグリーンパレス 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


