
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 
 先週の土、日のＰＥＴＳ，ＳＥＴＳでは毛塚副会長、上

野副幹事にはお疲れ様でした。また、地区役員、委員の皆

様には朝早くから大変ご苦労様でした。いよいよ毛塚、上

野年度の新しい体制に向けた準備が実質スタートです。会

員の皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。 

 昨今のテレビや新聞で森友学園への国有地売却に関す

る決裁文書の書き換え問題が政界を賑わしています。与野

党の合意で証人喚問が行われる運びになってきました。 

一旦決裁された公文書を、後で内密に書き換えることがま

かり通ってしまったら、国の信頼など無くなってしまいま

す。誰が、何のために行ったのかをはっきりと調査、開示

して二度と国の信頼を揺るがす事態が起こらないように

管理体制をしっかり再構築して行かなければなりません。

私が気がかりなのは、証人喚問が「刑事訴追の恐れ」とい

う理由を盾に、解明が充分行われないのではないかと危惧

しています。 

 また、日本年金機構の年金データの入力作業を中国の会

社に依頼していた問題では、日本年金機構のずさんな管理

体制の弱体さが、次から次へと出てきています。「国民一

人一人の個人情報の大切さ」を国民に訴えていながら、年

金機構では、それが管理されている状態ではなかったこと

が判明しました。「私の年金は大丈夫かな？」と心配にな

ってしまいました。大々的に進めているマイナンバーの活

用も延期になってしまいました。どちらの件も国民の信頼 

 

を早く取り戻して、安心して任せられるように早く解決し

て頂きたいものです。 

 ６０周年事業につきまして、本日の卓話の時間に、野辺

実行委員長より式典などの役割分担など、細かい説明がな

されると思いますが、良くお聞きいただきまして滞りない

式典になるよう取り組んでまいりましょう。早速の事業に

なりますが、本日午後３時半より館林駅西口駅前広場にて

館林市に寄贈する温度計の除幕式が大勢の方の参加を頂

き行われるはこびです。又、翌日の２４日（土）には５ク

ラブ合同の多々良沼清掃活動と、連日の行事となり大変恐

縮ですが、宜しくお願いいたします。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

３．１６（金）創立６０周年 第４回実行委員会   

於・ジョイハウス 

   参加者 瀬山 欣春・中村 研司・野辺 昌弘 

新井  進・新井  保・石川 長司 

浦野  隆・小池 敏郎・小暮 高史 

小島 博夫・後藤 英世・関井 宏一 

       高木貞一郎・長柄  純・堀口 一宇 

谷田川敏幸・山本  樹 

３．１７（土）～１８（日）ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ       

於・伊香保 福一 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・齊藤  要 

毛塚  宏・上野 和路・石川 長司 

浦野  隆・後藤 英世・渋澤  勉 

関井 宏一・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            

Ｈ３０． ３．２２（木）館林市緑化推進委員会           

於・館林市役所 

   参加者 荒木千津子 

 

今後の予定 

３．２３（金）創立６０周年 第３回記念式典部会    

於・ジョイハウス 
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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 

３．２７（火）地区研修・協議会事前打合せ会議  

於・前橋問屋センター会館 

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 

４．２１（土）（公財）米山梅吉記念館 春季例祭 

於・米山梅吉記念館ホール 

４．２２（日） 

米山記念奨学委員会・新規カウンセラーセミナー・ 

    新規奨学生・カウンセラーオリエンテーション 

於・前橋問屋センター会館 

４．２２（日）館林市国際交流協会 お花見会     

於・尾曳駐車場東側 

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 

５．２６（土）新田ＲＣ創立３５周年記念式典 

 於・ティアラグリーンパレス 

５．２ ７（ 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 

◆館林西ＲＣ        
４月１７日（火）→ ４月２１日（土） 
館林ＲＣ創立６０周年記念式典 
 
◆伊勢崎南ＲＣ       
４月 ３日（火）→ 観桜会 
点 鐘 １８：３０ 
会 場 伊勢崎華蔵寺公園 
５月 １日（火）→ 休 会 
 
◆桐生西ＲＣ        
４月１３日（金）→ ４月１５日（日）第２分区ＩＭ 
点 鐘 １４：３０ 
会 場 桐生グランドホテル 
４月２０日（金）→ 職場訪問「孫の手・ぐんま」 
点 鐘 １２：３０ 昼食 正午～ 
会 場 人生の奥座敷・孫の手 
 

２．会報、週報 
 

その他 

 

◆ガバナー事務所  

①各ロータリークラブ事務局情報ご確認及び 

年行事予定のお知らせのお願い 

②地区研修・協議会事前打合せ会議のご案内 

【日 時】３月２７日（火）１５：００～１７：００ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

③米山記念奨学委員会・新規カウンセラーセミナー・ 

新規奨学生・カウンセラーオリエンテーションのご案内 

【日 時】４月２２日（日）１１：１０～１６：５０ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

④２０１７－１８年度米山記念奨学委員会  

新旧情報交換会のご案内 

【日 時】１７：００～１９：００ 

 【会 場】中華レストラン四季彩 

（モダンゴルフ クラブハウス内） 

 【登録料】無 料 

 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会  

①奨学生の世話依頼状 

②委嘱状 

③カウンセラーハンドブック 
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◆（公財）米山梅吉記念館 

①賛助会ご入会及び全国１人１００円募金運動の 

ご案内 

賛助金  お一人 年間３，０００円（一口） 

②春季例祭のご案内 

【日 時】４月２１日（土） 受 付 １３：００ 

              開 会 １４：００ 

【会 場】米山梅吉記念館ホール 

【講 師】柴崎 由紀 氏 

（銀の鈴社『米山梅吉物語』編纂者） 

【登録料】無 料 

③館報 Vol．３１ 

◆館林ＲＣ（ホスト） 

 ２０１８－１９年度地区研修・協議会のご案内 

【日 時】５月１３日（日）  

登録受付  ９：００～１０：００ 

開  会 １０：００ 

閉  会 １７：１５ 

懇 親 会 １７：３０～１９：００ 

【会 場】東洋大学板倉キャンパス 

【登録料】一人 ７，０００円 

◆新田ＲＣ 

創立３５周年記念式典のご案内 

【日 時】５月２６日（土）  

登録受付 １６：００～ 

記念式典 １６：３０～ 

祝  宴 １７：３０～ 

【会 場】ティアラグリーンパレス 

【登録料】１０，０００円 

◆館林市国際交流協会 

①お花見会のご案内（上野会員宛） 

【日 時】４月２２日（日）１１：００～（雨天中止） 

【会 場】尾曳駐車場東側 

【参加費】無 料 

②「心とこころ Vol.３９」 
 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

          委員長 飯塚 一成 

通算２９４０回例会 

会 員 数 ５２名 

出 席 者 数 ３８名 

欠 席 者 数 １４名 

出 席 率 ７３．０７％ 

前前回修正 71.15～90.38％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム委員会 委員長 小島博夫 

 
60 周年実行委員長 野辺  昌弘  

〇創立 60周年記念式典・祝賀会時間帯、役割分担（案） 

〇記念式典プログラムの確認等 

〇記念事業「寄贈温度計除幕式」等 

 

 
ポールハリスフェロー授与 大澤孝司会員 

 

 
   米山記念奨学会カウンセラー 橋本文華会員 
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ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
委員長 岡田雅一  

★瀬山欣春会長  大変いただきました。 

 毛塚副会長、上野副幹事、PETS・SETS お疲れ様でした。 

 いよいよスタートです。新体制の準備を頑張って下さい。 

★宮内敦夫ガバナーエレクト 大変いただきました。 

 PETS・SETSが無事に終わりました。また副幹事の皆さん

お疲れ様でした。 

★野辺昌弘会員  大変いただきました。 

 本日の例会で 60 周年記念式典等について卓話をさせて

頂きます。また、記念事業の一環として館林駅西口広場

に設置しました温度表示機の除幕式を 15時 30分より行

います。大勢のご参加をお願いします。 

★飯塚一成会員 

 妻の誕生日に美しい花をいただきありがとうございま

した。 

 

創立 60 周年記念事業 「寄贈温度計除幕式」 

平成 30 年 3 月 23 日（金）１５：３０～ 

場所：館林駅 西口  駅前広場 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

第４分区 B ５クラブ合同 多々良沼周遊道清掃活動 

      館林・邑楽地区ロータリークラブ 

            平成３０年３月２４日（土） 

 
 

 


