
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
副会長 毛塚 宏 

 
 

先週に引き続き瀬山会長の代わりに挨拶をさせて頂

きます。プロ野球が開幕して熱戦を繰り広げております

が、アメリカ大リーグ、エンゼルスに移籍をした大谷翔

平選手の大活躍のニュースが連日報道されています。開

幕前は、オープン戦で投打ともに振るわない大谷に対し

て「オオタニヘイター」おもにヤンキースなど大谷に袖

にされた球団のファンで構成される「大谷嫌い」が、そ

れ見た事かと気勢を上げましたが、３月２９日の開幕戦

ＤＨヒットから４月１日のメジャー初先発での勝利投

手、そして今日までの間に３本塁打、投手として２勝を

挙げヘイターたちのぐうの音も出ない素晴らしい活躍

をしています。いま、大谷選手が出場すると翔平をもじ

ってオオタニショータイムと言うアナウンスが流れる

そうです、まさにベイブルースの再来と言われる大活躍

です。ただ長いペナントレースが始まったばかりですの

で２３歳と若い大谷選手ですが、あまり飛ばし過ぎて怪

我などが無いようにと老婆心ながら思っております。 
先週は小倉さんに入会いただき、今週は齋藤さんに入

会いただきました、新しい仲間が増えることは喜ばしい

事です。 
本日は３月１７日・１８日の PETS 報告を卓話でさ

せて頂きます。 
 

 
宮内ガバナーエレクトを目の前にして、宮内ガバナーエ

レクトの思いを上手くメンバーの皆様に伝えられるか

不安ですが宜しくお願い致します。 
また、いよいよ来週２１日は創立６０周年記念式典で

す例会後、リハーサルも御座います。ぜひメンバー、一

丸となって創立６０周年記念式典を成功させましょう。 

 

― 会 務 報 告 ― 
副会長 毛塚 宏 

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 

   参加者 高木貞一郎・中村 研司 

４． ８（日）ボーイスカウト館林第１団入隊式 

   参加者 毛塚  宏 

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 

参加者 石川 長司・後藤 英世 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋 

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 

   参加者 中村 研司・青山 守治・新井  保 

荒木千津子・石川 長司・小池 敏郎 

関井 宏一・滝野瀬博志・田部井孝一 

本島 克幸・谷田川敏幸 

 

今後の予定 
４．１４（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 

４．１４（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 

 

４．２０（金）第４分区Ｂ女子会           

於・ジョイハウス 
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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）地区補助金最終審査会        

於・前橋商工会議所 

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 

４．２６（木）平成３０年館林市国際交流協会理事会 

於・文化会館 

５．１３（日）地区研修・協議会        

 於・東洋大学板倉キャンパス 

５．１７（木）～１８日（金）歴代地区幹事会     

於・伊香保 福一 

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 

５．２７（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 

 

２． 会報、週報 

 

３．その他 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会  

→ 「ハイライトよねやま ２１７号」 

◆中之条ＲＣ  

→ 創立５０周年記念例会の例会場施設名称変更のお

知らせ 

変更前「花の駅美野原」  

→ 変更後「中之条ガーデンズ」 

 

◆館林市国際交流協会  

①平成３０年度館林市国際交流協会会費納入のお願い 

【年会費】１０，０００円 

◆館林商工会議所 → 「商工たてばやし №４１２」 

 

― お 客 様 ― 

 
米山記念奨学生 徐 亭亭さん 

■委員会報告 

親睦活動委員会 委員長 関井宏一 

 

10 クラブ親睦チャリティゴルフ大会 

団体戦 ４位 

 

瀬山年度第 3 回インコンペ 

優 勝 谷田川敏幸会員 

準優勝 田部井孝一会員 

第 3 位 青山 守治会員 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

             委員長 飯塚 一成 

通算２９４３回例会 

会 員 数 ５４名 

出 席 者 数 ４０名 

欠 席 者 数 １４名 

出 席 率 ７４．０７％ 

前前回修正 75.00～92.31％ 

 

新入会員紹介 

 
齋藤 佳延会員 

生年月日 昭和５３年１月１１日 

自宅住所 館林市花山町 

職業分類 墓石・仏壇販売 

勤務先  株式会社カレン   

役 職  代表取締役社長 
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― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム委員会 委員長 小島博夫 

 
PETS 報告 毛塚 宏副会長 

2018～2019 年度 ＲＩ会長 バリー・ラシン氏（バ

ハマ）は「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、

そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むため

に、人びとが手を取り合って行動する世界を目指してい

ます」との新ビジョンを発表しました。 
そしてＲＩ会長年次テーマに 

Ｂｅ ｔｈｅ Ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ 
「インスピレーションになろう」と提唱されました。 
宮内ガバナーエレクトは、この「インスピレーションに

なろう」ガバナーは地区役員と一致協力して、クラブ会

長や地区のロータリアンを、会長はクラブ会員を、ロー

タリークラブは地域社会を、変革を求めて行動に向かわ

せる原動力、創造的刺激、発奮剤になろう、リーダーシ

ップを発揮しようと解釈なさりました。 
そして「クラブを元気に、世界に奉仕を、みんなで回そ

うロータリーの輪」 
Energize our Clubs，and Serve the World，
engaging Rotary with Society 
との国際ロータリー2840 地区運営方針スローガンを掲

げました。 
ＲＩの方針は、クラブのサポートと強化、人道的奉仕

の重点化と増加、公共イメージと認知度の向上です。こ

れを受けて会員を増強し、親睦を図り、元気で楽しいク

ラブを作り、次に地域社会や世界のニーズに応えた奉仕

活動をし、結果的に、ロータリーの公共イメージと認知

度を向上させることです。 
ロータリーの歯車と社会の歯車としっかり噛み合わ

せてというニーズへの対応と連携の意味合いと社会と

の連結です。とにかくロータリークラブはどんな団体か

正しく理解する人は少なく、地域社会への奉仕事業もニ

ーズに適切に応えていないことがあります。社会を動か

す力になろう、社会に後世に残る持続性のある変化をも

たらそう、われわれロータリアンは、各自の立場で、時

に「インスピレーション」になり、時に「世界に奉仕す

る行動人」になりましょうとの事です。 
私もペッツでの研修をうけて会長方針をいま考えて

おります。5 月 13 日の地区協議会終了後、5 月 18 日に

開催予定のクラブ協議会の席上で発表させて頂きます

ので宜しくお願い致します。 
 

 

 

 
「創立 60周年式典・祝賀会時間帯と役割分担について」 

    60周実行委員会 委員長 野辺昌弘 

 

 
リハーサルの進行を務める 小島博夫会員 

 

ニコニコ ＢＯＸ 
委員長 岡田雅一  

★瀬山欣春会長  大変いただきました。 

 申し訳ありませんが、本日も欠席させて頂きます。 

 毛塚副会長お世話になります。 

 

★毛塚 宏副会長 大変いただきました。 

 先週に引き続き瀬山会長の代わりに挨拶をさせて頂き

ます。先週は小倉さんに入会いただきました。今週は齋

藤さんに入会いただき喜ばしい限りです。 

 

★中村研司幹事 

 小倉さん、齋藤さんようこそ館林ロータリークラブへ。 

 

★宮内敦夫ガバナーエレクト 大変いただきました。 

 齋藤さんのご入会おめでとうございます。楽しくやりま

しょう。米山奨学生徐さん、奨学生となられおめでとう

ございます。がんばって下さい。 

 

★野辺昌弘会員  大変いただきました。 

 本日の例会卓話の時間で６０周年記念式典のリハーサ

ルを行いますのでご協力よろしくお願い致します。 

 

★小池敏郎会員  大変いただきました。 

 本日、新入会員の齋藤佳延さんを紹介させて頂きますの

で皆さん宜しくお願い致します。 
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★関口 昇会員 

 小倉さん、齋藤さんの入会を歓迎いたします。 

 これから宜しくお願い致します。 

 

★荒木千津子 

 先日のインコンペでは大変お世話になりました。 

優しい先輩方とご一緒させて頂いて楽しくラウンドさ

せて頂きました。ありがとうございました。 

 

★齋藤佳延会員  大変、大変いただきました。 

 小池社長よりご紹介いただき入会させて頂きました。 

 皆様のお力に少しでも役立てます様に精進致します。 

 宜しくお願い致します。 


