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会長 瀬山 欣春 

 
  

21 日に天皇陛下と皇后さまの肖像画が発表されました。

皇太子ご夫妻に時代から親交のあった日本の写実絵画の

第一人者である野田弘志画伯の筆による油絵です。平成 25

年に宮内庁からの依頼があり、３年半かけて今年の１月完

成、３月に宮内庁にお届けされたそうです。 

テレビで見たそのお姿は、穏やかなお顔をされた天皇陛

下に半歩さがって美智子皇后さまが寄り添う何とも言え

ない神々しさが感じられました。又、その中のお顔からは、

日本の平和と安寧を願う陛下の気持ちが描かれていたよ

うに見えました。２メートル真四角あるという誠に素晴ら

しい肖像画でした。公開される時があれば１度は拝観致し

たく思っております。 

 話が変わります。関西学院大学と日本大学のアメリカン

フットボール定期戦における、ルール違反タックルの問題

について、今、大きな社会問題になっています。映像を見

ると、明らかに無防備の選手に後ろから猛タックルしてい

ます。明らかなルール違反で関学の選手が怪我をしてしま

いました。日大のタックルをした選手が日大のアメフト部

の会見を待たずに謝罪会見をしました。今迄フェアプレー

を貫いてきた彼が、突如３回のルール違反で退場処分です。

あの会見で、彼がそこまでやらねばならなくなった状況が

克明に語られました。その後、内田監督と井上コーチの会

見が行われました。タックルをした選手の受け止めが間違

っていたとして、本当の監督や、コーチの責任を回避して 

 

います。監督やコーチは本来、選手たちを守り育てる立場

の人達です。彼の受け止めが違っていたということで幕を

引きたい。それが見え見えでした。勝つことが至上命題と

なって、監督には何らものが言えないチームの姿がありま

した。本人をあそこまで追い込んでしまったものが何かを

反省してもらいたいと思っています。それがないと、日大

チームの再生は出来ないと思います。大学のスポーツは人

格形成の一環で、スポーツはルールがあってのスポーツで

す。私たちの世の中もルールがあっての世の中です。世の

中一人では生きていけません。私達は、「世の中のルール

を守りながら、周りの人たちに支えられて共に生きてい

る」ことを噛みしめて生きていきたいと思います。 

 6月 11 日の日帰り旅行が近くなってきました。明治座の

観劇とスカイツリー見学、夕食は隅田川の屋形船の食事で

す。ふるってご参加をお願いいたします。又、夕食屋形船

だけの参加もＯＫですので、多くの皆さまに参加願えれば

嬉しいです。 よろしくお願いいたします。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

５．１８（金）第１９回ガバナースタッフ会議      

於・ジョイハウス 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・高木貞一郎 

石川 長司・浦野  隆・小池 敏郎 

後藤 英世・関井 宏一・関口  昇 

滝野瀬博志・田部井剛史・中村 研司 

       長柄  純・山本  樹・瀬山 欣春 

毛塚  宏 

５．１８（金）２０１８－１９年度第１回クラブ協議会    

於・つかさ本店 

   参加者 毛塚  宏・上野 和路・荒木千津子 

飯塚 一成・浦野  隆・岡田 雅一 

小池 敏郎・小暮 高史・小暮 雅𠀋 

小島 博夫・小堀 良武・後藤 英世 

       渋澤  勉・鈴木 雅男・関井 宏一 

関口  昇・瀬山 欣春・高木貞一郎 

中村 研司・根岸 利正・原  初次 

堀越 貴之・松本 耕司・宮内 敦夫 

       山本  樹 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

2018 年５月２５日(金) 第２９４８回例会報告（Ｎｏ，４２） 

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 
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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 

   参加者 高木貞一郎・宮内 敦夫・瀬山 欣春 

中村 研司 

５．２３（水）第４分区Ｂ城沼植樹合同事業最終確認  

於・館林土木事務所 

   参加者 瀬山 欣春 

 

今後の予定 
５．２５（金）トロント国際大会 最終説明会    

於・前橋問屋センター会館 

５．２５（金） 

平成３０年度館林市国際交流協会総会及び懇親会 

於・東武トレジャーガーデン 

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 

５．２８（月）２０１８－１９年 

度第１回インフォーマルミーティング 

於・つかさ 

６． ２（土）会員増強セミナー           

於・前橋問屋センター会館 

６． ３（日）第３５回茶の湯研修会 

                  於・慈眼院 一路堂 

６． ６（水）第４分区Ａ・Ｂ現新会長・幹事会 

於・ティアラグリーンパレス 

６． ７（木）館林市手をつなぐ育成会 理事会      

於・第三小学校 

６． ９（土）米山記念奨学生学友会総会    

 於・ホテルメトロポリタン高崎 

６．１０（日） 

２０１８－１９年度第１回青少年交換委員会 

於・前橋問屋センター会館 

６．１１（月）日帰り親睦家族旅行             

於・東京方面 

６．１２（火）２４・２５年会                

於・前橋テルサ 

６．１４（木） 

サントリースコールサロン総会及び情報交換会 

於・サントリー利根川ビール工場 

６．１７（日）（公社）館林青年会議所 

創立５５周年記念式典・大懇親会 

於・日本キャンパックホール 

６．１８（月）セブポートセンターＲＣ  

次年度会長・次年度幹事就任式 

於・セブカントリークラブ 

６．１９（火）第４回親睦ゴルフコンペ   

於・唐沢ゴルフ倶楽部三好コース 

６．２１（木）平成３０年度館林発明協会総会      

於・レストラン司 

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 

６．２７（水）館林市手をつなぐ育成会 総会     

於・館林市文化会館 

７． ７（土）インターアクト合同会議  

於・中央カレッジグループ本部ビル 

７．１４（土）・１５日（日）第４７回館林まつり        

於・本町通り 

７．２１（土）インターアクト年次大会             

於・群馬会館 

９．２２（土）第６６回全国高等学校決勝弁論大会  

於・三の丸芸術ホール 

 

― 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      

６月１９日（火）→ ６月１７日（日）・１８日（月） 

          親睦旅行 

◆藤岡北ＲＣ      

６月１９日（火） 

→ 青少年交換留学生 Ｍaeさん 

送別会及びさよなら夜間家族例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 新町「かがや」 

６月２６日（火）→ 休 会 

◆伊勢崎ＲＣ      

６月２０日（水）→ さよなら夜間例会 

点 鐘 １８：００ 

会 場 伊勢崎プリオパレス 

６月２７日（水）→ 休 会 

◆伊勢崎東ＲＣ     

６月１８日（月）→ 最終例会 

点 鐘 １８：００ 

会 場 伊勢崎プリオパレス 

６月２５日（月）→ 休 会 

７月１６日（月）→ 休 会 

◆伊勢崎南ＲＣ     

６月１９日（火）→ ６月２０日（水） 

さよなら例会 東京ＲＣメイク・浅草 屋形船 

◆桐生西ＲＣ      

６月１５日（金）→ さよなら例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 伊香保温泉「ホテル木暮」 

６月２２日（金）→ 休 会 

６月２９日（金）→ 休 会 

◆前橋北ＲＣ      

６月１８日（月）→ ６月１７日（日） 

一泊最終夜間例会 

会 場 塚越屋 

６月２５日（月）→ 休 会 
 

２．会報、週報 
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３．その他 

◆ガバナー事務所  

①クラブ現況報告書提出についてのお願い 

②会員増強セミナー登録時間変更、開始時間のお知らせ 

【変更後】登録時間 １３：００～１３：３０ 

開始時刻 １３：３０～ 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会  

→ 米山奨学生への「ロータリーの友」配布のお願い 

  新年度７月号～翌年３月号までの９冊 

  上記９冊分２，０００円は米山記念奨学会負担 

◆新田ＲＣ  

→ 創立３５周年記念式典・祝賀会プログラム 

◆館林発明協会  

→ 平成３０年度館林発明協会通常総会開催のご案内 

【日  時】６月２１日（木）１７：３０～ 

【会  場】レストラン司 

【講 演 会】総会終了後（１８：２０頃予定） 

       講 師 弁理士 内藤 義昭 様 

【懇談会費】４，０００円 

◆館林市手をつなぐ育成会  

→ 平成３０年度館林市手をつなぐ育成会の役員委嘱、 

理事会のご案内 

【日 時】６月７日（木） １０：００～ 

  【会 場】第三小学校 会議室 

≪総会日時について≫ 

  【日 時】６月２７日（水）１５：００開始予定 

  【会 場】館林市文化会館 小ホール 

◆群馬県立館林高等学校  

→ 第６６回全国高等学校 

決勝弁論大会審査員派遣のお願い 

  【日 時】９月２２日（土）  

１０：００～１６：３０（予定） 

  【会 場】三の丸芸術ホール 

 
 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

            委員長 飯塚 一成 

通算２９４８回例会 

会 員 数 ５４名 

出 席 者 数 ３８名 

欠 席 者 数 １６名 

出 席 率 ７０．３７％ 

前前回修正 74.07～90.74％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 卓  話  の  時  間 ― 
   プログラム委員会 副委員長横田善次 

 
新入会員 齋藤佳延会員 

皆さんこんにちは。お忙しいところ貴重な卓話のお時

間を頂き、誠にありがとうございます。 

私事で恐縮ではございますが、皆様とお近づきになれ

ればと思い少しの間、自己紹介させて頂きます。 

名前はサイトウヨシノブです。テレビでお馴染みのトレ

ンディエンジェルの斎藤さんとは鳩子の関係になりま

す。年令は 40 歳で家族構成は妻と５歳の女の子です。 

趣味はファッションなどオシャレする事と、ゴルフでス

コアはシングルプレイヤーと言いたい所ですが、除夜の

鐘の 108 回くらい打つ事もあるので安心して誘ってい

ただければと思います。また、本を読む事も好きで、自

己啓発や経営の本など今まで 700 冊くらいは読んだと

思いますが、京セラの創業者稲盛和夫さんや、タマゴポ

ーロを作っている竹田製菓の創業者竹田和平さんの本

が特に感銘を受けました。 

 長所は責任が強く一直線なところ。短所は話下手で不

器用なところですかね。生まれは館林市松原生まれで、

館林商工を卒業後、大日本インキに務め、その後東京に

行ってパチプロを４年間経験します。 

そして、リフォーム関係の営業職に就き、独立の為に

1000 万円の資金を貯めて墓石業の修行をして、７年前

に株式会社カレンを設立します。会社名は漢字で花と蓮

を書いてカレンと読みます。 

事業内容は、墓石・仏壇・終活関連事業ですが、よく

使われる蓮の花の花言葉で清らかな心で仕事をしたい

と考え名付けました。 

会社の社訓は「ひとつひとつに思い遣りを持ち満足以

上の感動を心を込めて」と致しまして、従業員 10 名で

月 10 件くらいの工事をさせて頂いております。 

弊社の強みは、お陰様で良い人財に恵まれ書道会で日

本一の高円宮賞受賞の書家が書く石塔の文字彫りや、墓

石デザイナーによるデザイン。更に徹底した工事技術の

こだわりを持ち、去年はお客様アンケートで、満足度・

感動・紹介しても良い度で 100％を達成致しました。 

これからも初心を忘れず価格以上の感動をお届け出

来ます様に企業努力する所存です。 

 次にロータリークラブ入会のご縁を頂きました紹介

者の小池社長との出会いについてお話させて頂きます。 

初めての出会いは、自分が会社を設立して間もない 6

年程前になります。 
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小池社長がお持ちの墓地が一斉に工事することになり、

当時色々な石屋さんが訪問していたのですが「カレンは

設立して間もないから心配ですよ。」と他の石屋さんか

ら言われたそうです。それを聞いて頼まれないだろうと

思っていたのですが、小池社長からは「そんな風に言わ

れて余計にお宅に頼みたくなっちゃったんだよ」と言っ

て頂きご注文頂けた時には本当に涙が出る程嬉しく有

り難かったです。出来上がった時には「良いのが建った

ね」と笑顔で話されているのを聞き本当に良かったと思

いました。それをきっかけに何度かロータリークラブに

お誘い頂いたのですが、恥ずかしながら何をしていると

ころか知らなかったのと仕事で一杯一杯でしたので断

り続けていました。 

しかし、今年になり食事に誘って頂きまして瀬山会長

や堀口住職さんなどから親切に説明して頂き、安心して

入会の運びとなりました。 

元々、堀口住職さん、中村住職さん、古川住職さんとは

仕事柄お世話になった事がございました。 

瀬山会長とは松原会館の記念碑を建てて頂いたこ事が

あり、宮内ガバナーエレクトは、自分が墓石の仕事を始

めた 15 年前に初めての仕事で清浄院さんに挨拶に行っ

た所「知り合いの瓦屋さんは小さい事でもコツコツやっ

ていて信頼を得ている」と言うお話をして頂き真面目に

一歩ずつ進まないとなあと心に刻んだ記憶があります。 

不思議とこのように数々のご縁を頂き今に至るわけで

すが、ご縁に心より感謝して、少しでも皆様のお役に立

てますように努めたいと思います。 

わからない事だらけですが、これから色々勉強させて

頂きまして皆様と共に楽しくやっていければ幸いです。 

今日は大切なお時間をありがとうございました。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
             委員 齊藤 要 
★瀬山欣春会長  大変いただきました。 

 新入会員の齋藤佳延会員の卓話を楽しみにしています。 

 ともにクラブを楽しみましょう。 

★堀口一宇会員 

 新入会員齊藤佳延会員の卓話を楽しみにして居ります。 

★島田英一会員  大変×６ いただきました。 

 父の葬儀では大変お世話になりました。 

 有難う御座いました。 

★渋澤 勉会員 

 お世話になります。 

 先週の例会は滝野瀬先輩に SAAを代わって頂き本当にあ

りがとうございました。 

★横田善次会員  大変いただきました。 

 先日、妻の誕生日に綺麗な花束をありがとうございます。 

★井田敏美会員 

 この度は家内の誕生日に綺麗なお花を頂き大変ありが

とうございました。 

 週末に帰った私もユリの香りを十分に堪能させていた

だきました。 

★斎藤 要会員 

 正副委員長不在の為、ニコニコの発表を代行させていた

だきました。お世話になります。 

 

 


