
 

点 鐘・ソング 我 等 の 生 業 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 

 １２日シンガポールで、アメリカのトランプ大統領と 

北朝鮮のキム・ジョンウン朝鮮労働党委員長の首脳会談が 

世界中が注目している中で開催されました。開催まで紆余

曲折で、やっとの事で世紀の会談となりました。大きな 

方向性で合意し、共同声明が発表されました。 

私は、トランプ大統領が秋の１１/６日大統領中間選挙

を見据えた「政治ショー」の意味合いが大きいのではない

かと感じています。史上初めての米朝首脳会談を友好的に 

開催して成功をアピールする事が大きな狙いではなかっ

たかと考えてしまいます。 

キム・ジョンウン委員長が本当に非核化をやる意思がど

こまであるのか、非常に疑問で、時間稼ぎをして、制裁解

除をうまく勝ち取り、具体的な成果がなかなか出ないとい

う事になりそうな気がしてなりません。 

約束事を守る事が世の中のルールですが、北朝鮮は勝手

に自分の都合で約束を反故にする。又、今迄何度も国際的

な約束を反故にしてきた北朝鮮の政治手法は、今回の共同 

声明を単純に信用できません。これから具体的な交渉に 

入ると、非核化に向けたお互いの狙いの違いが出てくる。 

取引上手なトランプ大統領としたたかなキム・ジョンウン 

委員長との駆け引きになると思います。 

 

日本の拉致問題も議題に提起されたようですが、北朝鮮

が本気で拉致被害者を返すようにするのは、日本と北朝鮮 

の直接交渉に委ねられた感じです。これから色々な問題が 

具体的な議論の対象になってきます。関心を持って見守り

たいと思います。 

 先日１１日に家族親睦旅行で東京見物をしてきました。 

１７名の参加で大変有難う御座いました。 

外は梅雨前線と台風５号の影響による雨でしたが、明治座

の中では華やかな雰囲気の観劇と歌謡ショーを堪能しま

した。東京スカイツリーは雲の中、次の機会に期待します。 

隅田川の屋形船で、夕方の景色を見ながらの夕食歓談して 

楽しい一日を過ごしました。関井親睦委員長、中村幹事に

は大変お世話になりました。又、一年間有難う御座いまし

た。 

 最後に明日１６日、フィリピンのセブ・ポートセンター 

RC の新会長就任式に出席する為、中村幹事、上野副幹事が 

出発します。館林ロータリークラブを代表しての訪問です。 

宜しくお願い致します。気を付けて行って来てください。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

６． ８（金）館林のまつり実行委員会 

       於・ジョイハウス 

    参加者 毛塚  宏・上野 和路・青山 守治 

新井  保・飯塚 一成・石川 長司 

井田 繁美・小池 敏郎・小暮 高史 

小暮 雅𠀋・小島 博夫・坂村 吉保 

        渋澤  勉・鈴木 雅男・瀬山 欣春 

泉田 嘉弘・高木貞一郎・滝野瀬博志 

田部井剛史・中村 研司・長柄  純 

根岸 利正・古川 正道・堀越 貴之 

        松本 耕司・宮内 敦夫・谷田川敏幸 

６． ９（土）米山記念奨学生指定校選定会議 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

    参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・高木貞一郎 

小池 敏郎・関井 宏一 

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 

    参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・高木貞一郎 

小池 敏郎・関井 宏一 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 
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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 

参加者 後藤 英世・関井 宏一 

６．１０（日）青少年交換各種会合        

於・前橋問屋センター会館 

    参加者 後藤 英世・関井 宏一 

６．１０（日）青少年交換委員会交流会    

於・ホテルメトロポリタン高崎 

    参加者 後藤 英世・関井 宏一 

６．１１（月）日帰り親睦家族旅行          

於・東京方面 

    参加者 瀬山 欣春・中村 研司・上野 和路 

渋澤  勉・関井 宏一・長柄  純 

堀口 一宇・松本 耕司・宮内 敦夫 

谷田川敏幸・根岸 利正・小暮 高史 

        山本  樹・ご夫人４名 

６．１２（火）２４・２５年会             

 於・前橋テルサ 

    参加者 後藤 英世 

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 

参加者 毛塚  宏 

 

今後の予定 

６．１５（金）第２０回ガバナースタッフ会議      

於・ジョイハウス 

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 

６．１８（月） 

地区研修・協議会並びに創立６０周年記念式典慰労会 

於・増 喜 

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 

６．１９（火）館林市社会福祉協議会 第１回評議員会 

於・館林市総合福祉センター 

６．２０（水） 

第６８回「社会を明るくする運動」館林邑楽推進委員会 

於・三の丸芸術ホール 

６．２１（木）平成３０年度館林発明協会総会 

                  於・レストラン司 

６．２１（木） 

館林市国際交流協会 三部会合同打ち合わせ 

於・館林市三の丸芸術ホール 

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 

６．２５（月）館林市緑化推進委員会 

                   於・館林市役所 

 

６．２７（水）館林市手をつなぐ育成会 総会 

                  於・館林市文化会館 

６．２７（水）館林市緑を守る会総会 

                  於・館林市文化会館 

６．２９（金）２０１７－１８年度最終例会 

                   於・つかさ本店 

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 

７．２０（金）ガバナー補佐訪問           

於・ジョイハウス 

７．２１（土）インターアクト年次大会 

                      於・群馬会館 

８．３０（木）第４分区Ｂ５ＲＣ合同納涼例会 

    於・ジョイハウス 

９． ９（日）地区大会記念ゴルフ大会        

於・鳳凰ゴルフ倶楽部 

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 

１０． ７（日）地区大会 

於・館林市文化会館 

１０．２５（木）第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会 

於・桃里カントリークラブ 

１１．３０（金）ガバナー公式訪問 

                 於・館林市文化会館 

１１．３０（金）ガバナー公式訪問５ＲＣ合同懇親会 

 於・館林市文化会館 

 

― 幹 事 報 告 ― 
幹事 中村 研司 

 

１． 例会場・例会時間の変更 

 

◆館林ミレニアムＲ  

６月２１日（木）→ 最終夜間例会    

点 鐘 １８：３０  

会 場 シーフードツカサ 

６月２８日（木）→ 休 会 

７月１２日（木）→ ７月１４日（土）夜間例会 

点 鐘 １７：００  

会 場 シーフードツカサ  

 

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 ２１９号」 

 

◆太田中央ＲＣ → 第４分区１０ＲＣ親睦ゴルフ大会

開催日（春）変更のお知らせ 

【変更前】２０１９年４月１９日（金） 

【変更後】２０１９年４月２６日（金） 
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◆館林市国際交流協会  

→ 三部会合同打ち合わせ開催のご案内（上野会員宛） 

【日 時】６月２１日（木）１８：３０～ 

【会 場】三の丸芸術ホール １階 研修室 

 

◆館林市役所  

→ 館林市緑化推進委員会開催のご案内（小堀会員宛） 

【日 時】６月２５日（月） １０：００～ 

【会 場】館林市役所 ５０４会議室 

 

― お 客 様 ― 
国際ロータリー第 2840 地区 

第四分区Ｂガバナー補佐 槻岡行支様 

 
(有)Ｖ-ＵＰトータルプランニング 

代表取締役 内藤 典宏 様 

 

 

◆◆家族親睦旅行風景６月１１日◆◆ 

  
 

 
 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

              委員長 飯塚一成 

通算２９５１回例会 

会 員 数 ５４名 

出 席 者 数 ３７名 

欠 席 者 数 １７名 

出 席 率 ６８．５２％ 

前前回修正 ８１．４８～９２．６％ 

  

 

 

 

― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム委員会 委員長 小島博夫 

 

(有)Ｖ-ＵＰトータルプランニング 

代表取締役 内藤 典宏 様 

テーマ「ご当地アイドルについて」 

 

 
２０１１年より館林市で開催されている「麺‐１グラ

ンプリ」に合わせ、書道の腕前が日本一をはじめ全国上

位入賞者で結成したのが、書道アイドル「Menkoi（麺

恋）ガールズ」です。「Menkoi（麺恋）ガールズ」とい

うグループ名は、「麺に恋する女の子」という意味を表

しています。 

地元を知って、地元を愛してもらいたい・・・そんな

願いで地道に活動を始めてから７年となり、２０１７年

１０月にはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスで開催

された「JapaneseFestival」に出演しました。現地の方々

からは日本の KAWAII 文化、SHODO 文化が融合した

パフォーマンスだと「amazing！！」と強く興味を持っ

ていただけました。本年も、昨年に引き続き強く出演交

渉があり現在出演する方向で準備を進めております。 

国内では県内外からファンが集まり３か月に１回の

東京浅草での定期公演をはじめ、週末には邑楽館林の広

報活動を積極的に行っております。「ぐんま観光特使・

たてばやし♡元気♡観光大使」として、大阪、名古屋、静

岡、神奈川、千葉、福島、北海道、また各企業・団体で

の公演は東京中央卸売市場をはじめ様々な企業からお

声を掛けられるようになりました。現在年間１４０を超

える公演をこなし地域の様々なジャンルにとらわれな

い情報を発信する活動、広く地元地域の発展に尽くす活

動をしております。 

私が「ご当地アイドル」を立ち上げた切っ掛けは、イ

ベントのオープニングを飾るアトラクションでしかあ

りませんでした。地味な子供の多い書道教室の生徒たち

が、笑顔で輝く姿を見た時、これは一過性のもので終わ

らせてはならないと感じました。 

現在、全国各地には 1500 ともいわれるアイドルが活

動しております。なぜこんなにも増えたのでしょうか。 

それは、企業や団体にとって地域からの情報発信ツー

ルとして活用でき、さらには「新しい文化」なのだとい

った心理が働いているからなのではないでしょうか。 

文化には厚み（歴史）が必要です。しかし、日本舞踊
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に分類される歌舞伎や演劇に分類される狂言を代表と

する古典芸能にも最初があったのです。 

「ご当地アイドル」その始まりがこの１０年間なので

はないでしょうか。 

大手テレビ局の時代から、現在はインターネットでの

個人配信の時代へ様変わりしようとしています。昭和の

時代は「スター」の時代、平成の時代は「楽しく・身近

で・単純なプロのような人」の時代と言えると思います。 

 

【キーワードは「育てる」】 

生まれながら「スター」としての才能がある人を探す時

代から、人を磨き育てる事に楽しさを求めるように時代

は変化してきました。未完成のものに興味がある人が増

えて、完成されたものには興味が薄くなるのは何故なの

でしょうか。その面白さを生んだのは、放送作家の秋元

康さんでしょう。普通の中高生がテレビ番組で集団で踊

り歌うスタイルを誕生させてその後、いつでも会える身

近な存在のアイドルをプロデュースして、一躍国民的ア

イドルグループを育てました。「未完成で身近な存在だ

からこそ楽しさがある」ということでしょう。 

 

【地方だからこそできる】 

情報発信能力に乏しい地域であれば、それを欲する企業

や団体は多くなります。残念ながら現代は地道に良いも

のを作れば売れるという時代では無くなっているので

はないでしょうか。現在は、情報を集めて世界中から欲

しいものを手に入れる事ができるようになりました。安

ければ売れる時代から、良いものを安く手に入れる時代

に変わりました。最初から安売りするために作られたも

のではなくて、高く売るために作られたものを安く手に

入れたいということです。そのため、ユーザーは検索能

力の高い方が得をするようになりました。 

しかし、すべての人がそういうわけにはいきません。 

そこで各企業が目を付けたのが「ご当地〇〇」というツ

ールなのです。「ご当地〇〇」はSNSで情報発信やLIVE

活動を盛んにおこないます。それを活用すればよいので

す。メジャーな人を活用するだけの費用はないけれど、

企業のイメージ戦略に活用できる手ごろな広告塔はい

ないのか。このような需要に応じて全国にたくさんの

「ご当地〇〇」が誕生しました。 

 

【人を育て、文化を育てる】 

人を育てるということは、どういうことでしょうか。沢

山の方々が言う「人材の育成」とは、なんでしょうか。 

〇仕事的に付き合う人とは、求めたことを着実にこなせ、

無理を聞き入れてくれる方を好む傾向にあります。 

〇文化的に付き合う人は、嗜好が合えば良いという傾向

にあります。 

〇短絡的に付き合う人は、好きならば良いという傾向に

あります。 

理想はこれらの感情的な事が、バランスよく組み合えば

とても良いのです。 

現在の教育は、知識の充実が多くなっております。若

い人同士の付き合い方は短絡的です。声を出して話す時

間が少なく、ＬＩＮＥなどを使用した「文章型対話」が

生まれた結果、「何を考えているかわからない」となっ

てしまいます。目の前にいるのにスマホで連絡をしたり

するのが特徴です。 

 

  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。 

槻岡ガバナー補佐、一年間大変お世話になりました。 

V-UPトータルプランニングの内藤様、卓話を宜しくお願い

致します。 

 

★中村研司 幹事   大変いただきました。 

先日の親睦旅行ではお世話になりました。 

石野真子、良かったですね！ 

 

★高木貞一郎 パストガバナー 

槻岡ガバナー補佐、最後のご訪問ご苦労様です。 

一年間ご苦労様でした。 

 

★宮内敦夫 ガバナーエレクト 大変いただきました。 

第４分区 B 槻岡ガバナー補佐様ようこそいらっしゃいま

した。一年間大変お世話になりました。来年も又お世話に 

なりますが宜しくお願い致します。 

 

★小暮雅丈 会員 

槻岡ガバナー補佐、最後の訪問になりますが、来年は 

公共イメージ委員長ですので今年以上に頑張って下さい。 

 

★長柄 純 会員 

親睦旅行では大変お世話になりました。 

 

★関井宏一 会員  大変いただきました。 

先日の親睦旅行では大変お世話になりました。 

ありがとうございました。本日は槻岡ガバナー補佐のご来

訪ありがとうございます。 

  

★鈴木雅男 会員 

V-UPトータルプランニング内藤様、本日はお世話になりま

す。 

 

★根岸利正 会員 

先日は、楽しい旅行に参加させて頂きありがとうございま

した。貴重な体験をさせて頂きました。 

 

 


