
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
副会長 毛塚 宏 

 
 

4 月と言えば新入学の時期ですが、今年は曜日の関係

で 9日が小中学校の入学式です。手前味噌で恐縮ですが、

当社では教科書供給の関係上、4月の第１週が終わると、

ほっと一息つけるわけです。 

さて、今年から３年間小中学校に新しい科目が増える

のを御存知でしょうか？お孫さんを御持ちのメンバー

の方は御存知の方もいらっしゃるかと思いますが、今年

は小学校で道徳教科の新設、来年は中学校で道徳教科の

新設、２０２０年オリンピックイヤーには英語教科が新

設され、小学校の１年生から６年生まで教科書が支給さ

れます。英語教育より日本語だろう！と思いますが私も

教科書に携わっている以上、これ以上の事は言えません。

また道徳の教科書は中国・韓国等の外圧で副読本として

は存在しておりましたが、中々、教科書化が進まなかっ

た経緯がありました。現在、日本人の道徳観が問われて

いる時に道徳教育のスタートですが、数年後、電車の優

先席に座っている中高生の御嬢さんが、率先して本当の

優先席の乗客に席を譲ってくれる教育効果を大いに期

待したいところです。 

ロータリー暦では、今月は「母子の健康月間」です。

日本では医療や保険制度の確立により、５歳未満の幼児

の死亡率と罹患率、妊婦の死亡率と罹患率は大幅に削減

されております。しかし、世界中には母子の健康状態に 

 
目を配れるような裕福な国だけではなく、本当の貧困に

困窮している国や地域がまだたくさん存世在します。ロ

ータリー財団への寄付は母子に対する基本的な医療サ

ービスの提供や、保健従事者の支援にも使われます。 
当クラブは会費にて寄付を頂いておりますが、財団、

米山への追加の寄付は喜んで頂きますので、宜しくお願

い致します。 
 

― 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         

４月１３日（金）→ 観桜移動例会 

点 鐘 １２：１０ 

会 場 赤城南面千本桜 

◆前橋中央ＲＣ        

４月１１日（水）→ ４月１２日（木） 

５ＲＣ合同観桜夜間例会 

点 鐘 １８：００ 

会 場 ロイヤルチェスター前橋 

４月２５日（水）→ 夜間例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 創作焼肉 くう 

◆伊勢崎東ＲＣ        

４月２３日（月）→ 職場訪問 

出 発 ９：４０ 

会 場 前橋地方裁判所 

例 会 １２：４０～ 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所  

 ①月間リソースのご案内「母子の健康月間」 

 ②会員増強セミナーアンケートのお願い 

 ③ガバナー月信 ４月号 

 ④ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳご出席の御礼状 

 ⑤２０１８年度トロント国際大会信任状証明書提出

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 
Club ID  １３９５６ 

2018 年４月６日(金) 第２９４２回例会報告（Ｎｏ，３６） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０１７～２０１８年度 

変化をもたらす 
第２８４０地区 ２０１７～２０１８年国際ロータリーのテーマ 

◆例会日 毎週金曜日 12：10より 

◆例会場 レストランジョイハウス２Ｆ 

     館林市美園町 15-7 TEL0276-73-4669 

◆事務所 館林信用金庫本店内 

     館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181 

◆E:mail  tatebayashi.rc@sepia.plala.or.jp 

第 2840地区ガバナー 田中 久夫 

会   長 瀬山 欣春   副会長 毛塚  宏 

幹   事 中村 研司   副幹事 上野 和路 

会報  委員 鈴木 雅男 岡田 雅一 青山 守治 

発行責任者 瀬山 欣春 編集責任者 鈴木 雅男 
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のお願い 

⑥歴代地区幹事会開催のご案内（小暮雅𠀋𠀋会員宛） 

【日 時】５月１７日（木）・１８日（金）一泊二日 

登 録 １５：３０ 

 会 議 １６：００～１７：３０ 

 懇親会 １８：３０～ 

     ※翌日朝食後、解散 

【会 場】伊香保 福一 

【会 費】お一人 １５，０００円（当日集金） 

     ※懇親会までの場合は、１１，０００円 

◆ケーブルテレビ㈱  

→ 新社屋竣工記念パーティーご臨席の御礼状 
 

2017～2018 年度・館林ロータリークラブ 

４月定例理事会 
幹事 中村 研司 

平成 30年 4 月 6日 AM11：00 ～ 於・ジョイハウス 

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） 

毛塚 宏  長柄 純 中村研司 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 

⑴３． 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 

⑵３． 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 

⑶３． 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 

⑷３． 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 

⑸３．１０（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 

⑹３．１６（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 

⑺３．１７（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            

⑻３．２２（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 

⑼３．２３（金）創立６０周年 第３回記念式典部会   

於・ジョイハウス 

   参加者 瀬山 欣春・中村 研司・野辺 昌弘 

小暮 高史・荒木千津子・後藤 英世 

根岸 利正 

⑽３．２３（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 

参加者 小暮 高史 

⑾３．２３（金）創立６０周年記念事業  

館林市寄贈温度計除幕式 

於・館林駅西口駅前広場 

   参加者 瀬山 欣春・中村 研司・青山 守治 

新井  進・荒木千津子・石川 長司 

上野 和路・浦野  隆・大澤 孝司 

小池 敏郎・小暮 高史・小暮 雅𠀋𠀋 

       小島 博夫・小堀 良武・齊藤  要 

渋澤  勉・島田 英一・鈴木 雅男 

滝野瀬博志・多田 善洋・田部井孝一 

長柄  純・根岸 利正・野辺 昌弘 

       原  初次・松本 耕司・宮内 敦夫 

本島 克幸 

⑿３．２４（土）第４分区Ｂロータリーデー  

多々良沼周遊道清掃活動 

於・多々良沼周遊道 

   参加者 瀬山 欣春・中村 研司・上野 和路 

小暮 雅𠀋𠀋・小島 博夫・小堀 良武 

後藤 英世・鈴木 雅男・滝野瀬博志 

多田 善洋・田部井剛史・根岸 利正 

       野辺 昌弘・松本 耕司・宮内 敦夫 

⒀３．２４（土）第２回地区補助金予備審査会   

於・前橋問屋センター会館 

   参加者 渋澤  勉・長柄  純 
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⒁３．２６（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 

   参加者 瀬山 欣春 

⒂３．２７（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 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・小池 敏郎 

渋澤  勉 

⒃３．２８（水）館林市健康づくり推進協議会   

於・館林市保健センター 

   参加者 上野 和路 

⒄３．２９（木）～４．１（日） 

インターアクト海外研修       

於・台湾 

  参加者 館林高校インターアクター 飯島 爽汰 

⒅３．３０（金）創立６０周年 第４回企画総務部会   

於・ジョイハウス 

   参加者 瀬山 欣春・中村 研司・野辺 昌弘 

浦野  隆・小島 博夫・渋澤  勉 

鈴木 雅男・泉田 嘉弘・高木貞一郎 

谷田川敏幸 

⒆３．３１（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 

   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 

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 

⒇４． 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 

   参加者 小暮 雅𠀋𠀋・後藤 英世・橋本 文華 

 

５．今 後 の 予 定 

⑴４． 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 

⑵４． ８（日）ボーイスカウト館林第１団入隊式 

⑶４． 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 

⑷４．１１（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 

⑸４．１４（土） 

花と緑のフェスティバル２０１８における長屋門飾花 

於・長屋門 

⑹４．１４（土）館林市子ども会育成団体連絡協議会 

定期総会及び懇親会 

於・館林市文化会館・ジョイハウス 

⑺４．２０（金）第４分区Ｂ女子会           

於・ジョイハウス 

 

⑻４．２１（土）館林ＲＣ創立６０周年記念式典        

於・ジョイハウス 

⑼ ４ ． ２ １ （ 土 ） 地 区 補 助 金 最 終 審 査 会        

於・前橋商工会議所 

 

⑽４．２１（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 

⑾４．２２（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 

⑿４．２２（日）館林市国際交流協会 お花見会    

於・尾曳駐車場東側 

⒀４．２２（日）第１９回ロータリー国際囲碁大会  

於・日本棋院会館本院 

⒁４．２４（火）中之条ＲＣ創立５０周年記念例会   

於・花の駅 美野原 

⒂４．２６（木）平成３０年館林市国際交流協会理事会    

於・文化会館 

⒃５．１３（日）地区研修・協議会         

於・東洋大学板倉キャンパス 

⒄５．１７（木）～１８日（金）歴代地区幹事会     

於・伊香保 福一 

⒅５．１９（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 

⒆５．２６（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 

⒇５．２７（日）～２８日（月）家族親睦旅行     

於・出雲方面 

[21]６． ７（木）第４分区Ａ・Ｂ現新会長・幹事会 

[22]６．２３（土）～２７（水）トロント国際大会     

於・カナダ トロント 

[23]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花と緑のフェスティバル２０１８協賛金に関する件

別紙       －承認－ 

１口 １０，０００円  

⑵ 新入会員委員会所属に関する件 

別紙       －承認－ 

会場運営委員会・親睦活動委員会  

⑶ クールビズ実施に関する件          

－承認－  ５月１日～６月３０日まで 

⑷ ５月第一例会に関する件 

    －承認－ 

５月４日（金） → 休 会 

  定款第６条第１節（Ｃ）に該当 

 （理事会は、本項に明記されていない理由であっても、

１年に４回まで例会を取りやめることができる。） 

⑸ ５月定例理事会開催日時に関する件       

－承認－ 

５月１１日（金）１１：００～ 
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⑹ 新田ＲＣ創立３５周年記念式典に関する件 

別紙   －承認－ 

３名分クラブ負担 

⑺ 地区研修・協議会に関する件 

別紙   －承認－ 

⑻ 地区研修・協議会 運営協力に関する件 

          －承認－ 

⑼ 歴代地区幹事会に関する件 

別紙   －承認－ 

クラブ負担 

⑽ 国際交流基金取崩しについて         

－承認－ セブ招待者用 ２０万円 

 

⑾ その他 

 

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）５月 １１日（金）   

１１：００ ～    於・ジョイハウス 

 
― お 客 様 ― 

 
第 4分区 Bガバナー補佐 槻岡行支様 

 

ビジター 

   伊勢崎ロータリークラブ 

       次年度地区副幹事 須藤正也様 

 

 

 

◇◇ 会 員 の お 祝 い ◇◇ 
親睦活動委員会 山本 樹会員 

 
◆ 会員お誕生日（敬称略） 

  青山 守治   昭和 24年 4月 28 日 

  谷田川敏幸   昭和 35年 4月 6日 

  霜田 昌徳   昭和 22年 4月 29 日 

  矢島 考昭   昭和 47年 4月 4日 

 

 

◆ご婦人誕生日 

  野辺 昌弘夫人 昭和 17年 4月 3日 

  田部井孝一夫人 昭和 25年 4月 25 日 

  小池 敏郎夫人 昭和 28年 4月 1日 

  原  初次夫人 昭和 22年 4月 7日 

  霜田 昌徳夫人 昭和 24年 4月 3日 

◆結婚記念日 

  齋藤 要    昭和 47年 4月 9日 

  青山 守治   平成元年  4月 8 日 

  滝野瀬博志   昭和 57年 4月 20 日 

  小池 敏郎   昭和 50年 4月 6日 

  新井 進    昭和 39年 4月 14 日 

  矢島 孝昭   平成 14年 4月 6日 

 

◇◇ 在 籍 年 数 の 発 表 ◇◇ 
出席委員会 飯塚 一成 

小暮 高史会員 平成元年 4月 7日入会  在籍 29年 

田部井孝一会員 平成元年 4月 7日入会  在籍 29年 

小暮 雅丈会員 平成元年 4月 7日入会  在籍 29年 

横田 善次会員 平成 18年 4月 28日入会 在籍 12年 

古川 正道会員 平成 21年 4月 3日入会  在籍 9年 

田部井剛史会員 平成 22年 4月 2日入会  在籍 8年 

飯塚 一成会員 平成 28年 4月 1日入会  在籍 2年 

岡田 雅一会員 平成 28年 4月 1日入会  在籍 2年 

 

◇◇ 委 員 会 報 告 ◇◇ 
 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

              委員長 飯塚 一成 

通算２９４２回例会 

会 員 数 ５４名 

出 席 者 数 ４４名 

欠 席 者 数 １０名 

出 席 率 ８１．４８％ 

前前回修正 73.07～88.46％ 

 

― 新入会員紹介 ― 

 
小倉 敏雄会員 

生年月日 昭和２８年１０月１７日 

自宅住所 板倉町大高嶋 

職業分類 園芸 

勤務先  小倉園   

役職   代表 
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  ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
岡田雅一 委員長  

★槻岡行支ガバナー補佐  

 ４月 22日、孫が 3ヶ月ぶりにくることとなりました。 

 まちどうしいです。 

★毛塚 宏副会長  大変いただきました。 

 槻岡ガバナー補佐にお越しいただきありがとうござい

ます。伊勢崎 RC 須藤様メイクとお土産までいただきあ

りがとうございます。 

本日、会長代行をつとめさせていただきます。 

★高木貞一郎パストガバナー 

 槻岡さん度々当クラブへご苦労様です。 

 あと 2 ヶ月頑張って下さい。 

★宮内敦夫ガバナーエレクト 大変いただきました。 

 小倉さんご入会おめでとうございます。 

 楽しくやりましょう。 

 槻岡ガバナー補佐、伊勢崎 RC 須藤さんようこそおいで 

 下さいました。 

★新井 進会員 

 ロータリーの友で俳壇・歌壇でのダブル掲載をされまし

たので。 

★野辺昌弘会員 

 会長から妻の誕生日にきれいな花束を頂きありがとう

ございました。 

★小暮雅丈会員 

 槻岡ガバナー補佐出席ご苦労様です。伊勢崎 RC 須藤様

メイクありがとうございます。 

★田部井孝一会員 

 小倉敏雄さんの入会を歓迎しまして！ 

★小池敏郎会員  大変いただきました。 

 本日、新会員の小倉敏雄君を紹介させて頂きます。 

 また、宮内年度の地区協議会の組織を案内させて頂きま

す。それから妻にきれいなお花を頂きましたので！ 

★小島博夫会員 

 館林ロータリークラブにミュージシャンが一人増えま

した。大変うれしいです。 

小倉さんの入会を歓迎いたします。 

★谷田川敏幸会員  大変いただきました。 

 お陰様で全日本ダートトライアル選手権第 1戦栃木大会

で優勝することが出来ました。本日誕生日です。 

★霜田昌徳会員 

 妻の誕生日にお花をありがとうございました。 

★石川長司会員 

 小倉敏雄様、入会おめでとうございます。 

★小倉敏雄会員 大変、大変いただきました。 

 新規会員としてお世話になります。 

 よろしくお願い致します。 

 


