
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
副会長 毛塚 宏 

 
 

瀬山会長年度も来週の最終例会で終了と言う事で私

にバトンタッチの意味を込めてのお休みだと思います。

代わりに挨拶をさせて頂きます。 

天災は忘れた頃にやってくるという言葉が有ります

が、１７日には渋川市で震度５弱の地震が有り、また１

８日には大阪で震度６弱の地震が有りました。阪神淡路

大震災や東日本大震災は正に地震列島日本を象徴する

大災害でしたが、今回の大阪での都市機能のマヒぶりは

今までの災害の経験がまだまだ、生かされていない様な

気が致しました。群馬県を震源とする地震も１００年近

く無かった様ですが、いつ地震は起こっても不思議はな

い災害ですので我々も起こった時の対策や心の準備が

必要だと思います。 

６月１６日～１９日にかけて中村幹事、上野副幹事に

はセブポートセンターロータリークラブの会長就任式

に出席して頂きました。大変ご苦労様でした、本日の卓

話で詳しい話をお願い致します。 

今月はロータリー親睦活動月間です親睦こそロータ

リーの原点であると言われますが、年度末の納会でもあ

る最終例会に会員の皆さま全員の御出席をよろしくお

願い致します。 

 

 

 

― 会 務 報 告 ― 
副会長 毛塚 宏 

６．１５（金）第２０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・原  初次 

齊藤  要・石川 長司・浦野  隆 

後藤 英世・渋澤  勉・関口  昇 

滝野瀬博志・田部井剛史・中村 研司 

       長柄  純・本島 克幸・谷田川敏幸 

山本  樹・瀬山 欣春・毛塚  宏 

上野 和路 

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 

参加者 瀬山 欣春 

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 

参加者 中村 研司・上野 和路 

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 

   参加者 瀬山 欣春・荒木千津子・石川 長司 

浦野  隆・小池 敏郎・小暮 高史 

小暮 雅𠀋・小島 博夫・関井 宏一 

関口  昇・高木貞一郎・滝野瀬博志 

       田部井剛史・長柄  純・根岸 利正 

野辺 昌弘・堀口 一宇・堀越 貴之 

松本 耕司・宮内 敦夫 

       本島 克幸・山本  樹・横田 善次 

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 

   参加者 青山 守治・新井  保・飯塚 一成 

石川 長司・浦野  隆・小池 敏郎 

小島 博夫・齋藤 佳延・鈴木 雅男 

関井 宏一・田部井孝一・谷田川敏幸 

横田 善次 
 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

2018 年６月２２日(金) 第２９５２回例会報告（Ｎｏ，４６） 

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 
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発行責任者 瀬山 欣春 編集責任者 鈴木 雅男 
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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 

参加者 小堀 良武 

６．２１（木）平成３０年度館林発明協会総会       

於・レストラン司 

   参加者 毛塚  宏 

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 

参加者 上野 和路 

今後の予定 

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． ３（火） 

平成３０年度館林市野鳥の森市民協力会総会  

於・茂林寺客殿 

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． ７（土）第１回ロータリー財団合同委員会 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

７． ７（土）ロータリー財団歓送迎会    

於・ホテルメトロポリタン高崎 

７．１０（火）地区大会合同会議            

於・ジョイハウス 

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 ― 
副幹事 上野和路 

１．例会場・例会時間の変更 

 

２．会報、週報 

◆館林西ＲＣ → 会 報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①ガバナー指名委員会の委員数変更について 

【現 行】４名  

委員長：本田 博己ＰＧ 

委 員：竹内 正幸ＰＧ・生方 彰ＰＧ 

田中 久夫現ガバナー 

【変更案】５名 

委員長：本田 博己ＰＧ 

委 員：安藤震太郎ＰＧ・竹内 正幸ＰＧ 

生方 彰ＰＧ・田中 久夫現ガバナー 

②管理運営セミナー開催中止のお知らせ 

7月９日（月）管理運営セミナー → 中 止 

③第１回ロータリー財団合同委員会のご案内 

【日 時】７月７日（土）１３：００～１７：００ 

【会 場】ホテルメトロポリタン高崎 

④ロータリー財団歓送迎会のご案内 

【日 時】７月７日（土）１７：００～１９：００ 

【会 場】ホテルメトロポリタン高崎 

⑤地区大会合同会議のご案内 

【日 時】７月１０日（火）１８：００～ 

【会 場】ジョイハウス 

◆渋川ＲＣ → 次年度幹事変更のご連絡 

 前期（７月－１２月）齋藤 清海（さいとう きよみ） 

 後期（１月－ ６月）横手 誠二（よこて せいじ） 

◆館林市役所 

①平成３０年度館林市野鳥の森市民協力会総会開催の

ご案内（荒木会員宛） 

【日 時】７月３日（火）１１：００～ 

【会 場】茂林寺客殿 

【年会費】２，０００円 
 

◇◇ 使用済み切手寄贈 ◇◇ 
有限会社 新成・新井薬局様 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

            委員長 飯塚 一成 

通算２９５２回例会 

会 員 数 ４８名 

出 席 者 数 ２７名 

欠 席 者 数 １８名 

出 席 率 ６０．００％ 

前前回修正 66.67～84.44％ 
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― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム委員会 委員長 小島博夫 

 

テーマ「セブについての報告」 

幹事 中村研司   副幹事 上野和路 

 
 

 
 

 
 

 

瀬山年度第 4回親睦ゴルフコンペ 
6月 19日 唐沢ゴルフ倶楽部 三好コース 

 
 

 
優 勝  横田 善次会員 

準優勝  浦野 隆 会員 

第 3位  田部井孝一会員 

総合優勝 横田 善次会員 

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
副委員長 坂村吉保  

★瀬山欣春会長  大変いただきました。 

 本日は、毛塚副会長に依頼しました。宜しくお願い致し

ます。また、中村幹事と上野副幹事にはセブ・ポートセ

ンターRC の新会長就任式に参加していただき大変ご苦

労様でした。 

★毛塚 宏副会長 大変いただきました。 

 本日、瀬山会長が私にバトンタッチの意味を込めてのお

休みですので挨拶をさせていただきます。 

★中村研司幹事  大変いただきました。 

 セブから無事に帰ってきました。本日、卓話をさせて頂

きますので。 

★小島博夫会員 

 本日は、中村幹事・上野副幹事お二人に卓話をいただき

ます。なお卓話は今日で終了です。 

 一年間大変お世話になりました。 

★横田善次会員  大変いただきました。 

 瀬山年度第 4回親睦ゴルフコンペの優勝となり更にベス

グロも頂き棚から牡丹餅で総合優勝を頂き総取りしま

した。ロータリーに感謝、瀬山年度に感謝です。 

★関井 宏一会員 

 先日の第 4回のゴルフコンペが無事に終わりました。皆

様方にはご迷惑をお掛けしまして申し訳ございません

でした。一年間ありがとうございました。 

 


