
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 

 今日、関東地方の梅雨が明けた模様です。6 月の梅雨明

けは観測史上初めての事で、今までで一番早い梅雨明けだ

そうです。暑い夏が長く続きそうですから、体調には十分

ご注意ください。 

 本日の例会が、館林ロータリークラブ 2027‐18 年度、

私の年度の最終例会です。大変お忙しい中須藤和臣館林市

長、新井昌史公立館林厚生病院院長他、ご来賓の皆様には

最終例会にご出席頂きまして有難うございます。 又、常

日頃当クラブの事業にご協力いただき深く感謝申し上げ

ます。 

 この 1 年間、会員の皆さまには大変お世話様になり、や

っとここにたどり着くことが出来ました。顧みますと、ク

ラブの創立６０周年記念式典の年で、野辺委員長を始めと

した会員全員での実行委員会の立ち上げでスタートしま

した。 

 又、宮内ガバナーエレクトの誕生で、次年度に向けた小

暮地区幹事体制つくりから始まり、地区協議研修会では、

小池実行委員長他の地区役員を中心に多くの会員協力の

下で取り組み、何日もかけて準備し、地区研修協議会の実

施となりました。このように大きなイベントが立て続けの

一年でした。お陰様をもちましてお客様からは、それなり

の高い評価を頂くことが出来ました。 私は館林ロータリ

ークラブの底力を身をもって感じることが出来ました。 

 

 

クラブ第 1目標の会員増強については、目標 5人、気持

ちは 10 人でした。 多くの会員の協力で、結果は 5 人で

した。6人目は 7 月にずれ込みました。 地区目標の 1 割、

4 人を達成することが出来ました。その間には、わたしの

体調不良が 3回あり、皆さまには大変なご迷惑をお掛け致

しました。しかし運が良く、1 度目は横田会員に、2 度目

は高崎のロータリーアンに助けて頂き、このように元気に

なってまいりました。 私は、ロータリークラブに在籍し

ていたことでこの 1 年で 2 度助けられました。この事は、

私の人生で忘れる事の出来ない会長を務めた激動の 1年で

ありました。この経験をもとに多くの人達に「ロータリア

ンの友人を思いやる心の豊かさ有難さ」を広めて行きたい

と思っています。 

 ここにお集まりの皆様、この 1年間の暖かいご協力に深

く感謝申し上げます。尚、中村幹事には一方ならないお世

話になり有難うございました。 

 本日を区切りに、毛塚会長、上野幹事の年度そして宮内

ガバナー年度となります。 私の年度以上に皆様のご協力

の下で、素晴らしい 1 年となるようお祈りいたします。私

も協力を惜しまず、精一杯努めてまいりす。以上で会長と

しての最後の挨拶と致します。 

 一年間、誠に有難うございました。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

６．２３（土）～２７（水）トロント国際大会      

 於・カナダ トロント 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・小池 敏郎 

関井 宏一 

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 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・小池 敏郎 

関井 宏一 

６．２５（月）館林市緑化推進委員会           

於・館林市役所 

   参加者 小堀 良武 

６．２７（水）館林市手をつなぐ育成会 総会       

於・館林市文化会館 

   参加者 毛塚  宏 
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今後の予定 
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． ６（金）第２回館林のまつり実行委員会      

於・ジョイハウス 

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 

７．２０（金）第２１回ガバナースタッフ会議      

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 

７．２１（土）第１回ガバナー諮問委員会      

於・前橋商工会議所会館 

７．２６（木）館林市健康づくり推進協議会     

於・館林市保健センター 

８． ４（土）ディスカッションリーダー研修会  

於・前橋問屋センター会館 

８．１８（土）地区ロータリー財団セミナー    

於・前橋問屋センター会館 

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 

９．１６（日）ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ   

於・前橋問屋センター会館 

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 

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 

１０．２８（日）ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ   

於・前橋問屋センター会館 

１１．２５（日）ＲＬＩ研修セミナー パートⅢ   

於・前橋問屋センター会館 

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 

◆前橋東ＲＣ        

７月２６日（木）→ 柏崎交流家族例会 

柏崎花火大会参加 小千谷～柏崎方面へ 

 

◆藤岡ＲＣ   

７月１２日（木）→ 市民夏期大学講座 

点 鐘 １８：００ 

講演会 １８：５０ 

会 場 藤岡市みかぼみらい館 

 

◆藤岡南ＲＣ        

７月１３日（金）→ 点 鐘 １８：３０ 

会 場 ル・サンティエ 

７月２０日（金）→ 休 会 

７月２７日（金）→ 点 鐘 １２：３０ 

          会 場 りんでんばーむ（藤岡） 

 

◆伊勢崎南ＲＣ       

７月２４日（火）→ 新会員歓迎会並びに納涼夜間例会 

          点 鐘 １８：３０ 

          会 場 プラザ・アリア 

７月３１日（火）→ 休 会 

 

◆前橋北ＲＣ        

７月１６日（月）→ 休 会 

７月２３日（月）→ 夜間例会 

          会 場 群馬ロイヤルホテル 

 

２．会報、週報 

◆館林東ＲＣ → 会 報 

◆館林ミレニアムＲＣ → 会 報 
 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①２０１８年７月のロータリーレート  

１ドル＝１１０円 

②ＲＬＩ研修ディスカッションリーダー受諾のお願い 

び出欠意向確認のお知らせ 

≪ＲＬＩ研修セミナー予定≫ 

８月 ４日（日）ディスカッションリーダー研修会 

９：３０～１７：００ 前橋問屋センター会館 

９月１６日（日）ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ 

９：３０～１７：００ 前橋問屋センター会館 

１０月２８日（日）ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ 

９：３０～１７：００ 前橋問屋センター会館 

１１月２５日（日）ＲＬＩ研修セミナー パートⅢ 

９：３０～１７：００ 前橋問屋センター会館 

③卓話・研修出前サービス 講師派遣依頼申込書 

 

④２０１８－１９年度 地区役員・委員 委嘱状 
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⑤２０１８－１９年度 

第１回ガバナー諮問委員会のご案内 

【日 時】７月２１日（土）１２：００～１５：００ 

【会 場】前橋商工会議所会館 ３階 

⑥２０１７－１８年度 

ガバナー任期満了の御礼のご挨拶 

⑦地区ロータリー財団セミナーのご案内 

【日 時】８月１８日（土）  

登  録  ９：３０～ 

     セミナー １０：００～１６：００ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

【出席対象者】 

会長、会長エレクト、幹事、Ｒ財団委員長 

 未来の夢計画・地区補助金・グローバル補助金担当者 

 他ロータリー会員、クラブ事務局 

【登録料】３，０００円 

⑧地区補助金事業のアンケート及び分区地区担当者の

お知らせ 

 

◆館林市健康づくり推進協議会  

→ 館林市健康づくり推進協議会開催のご案内 

（上野会員宛） 

【日 時】７月２６日（木）１４：００～（１時間程度） 

【会 場】館林市保健センター １階 予防接種室 

 

◆館林商工会議所 → 夏まつり協賛金協力のお願い 

【協賛金】３０，０００円 
 

― お 客 様 ― 
館林市長         須藤 和臣様 
公立館林厚生病院 院長 新井 昌史様 

ガバナーエレクト    宮内 敦夫様 

第 4 分区 Bガバナー補佐 槻岡 行支様 

米山奨学生       徐 亭亭さん 

 

◇◇ 委 員 会 報 告 ◇◇ 
◎出席委員会 

委員長 飯塚一成 

 

２０１７～１８度 出席優良者表彰 

1 位 新井 保 会員 100.00％ 47/47 

2 位 小暮 雅丈会員 97.87％  46/47 

3 位 野辺 昌弘会員 95.74％  45/47 

4 位 飯塚 一成会員 93.62％  44/47 

4 位  根岸 利正会員 93.62％  44/47 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

          委員長 飯塚 一成 

通算２９５４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％ 

 

  ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
委員長 岡田雅一  

 

★槻岡行支ガバナー補佐 

 6人目の孫が 6月 23 日に生まれました。 

ニコニコ 
★瀬山欣春会長  大変大変いただきました。 

 この一年間大変お世話になりました。 

 皆様のご協力に感謝を申し上げます。 

★毛塚 宏副会長 大変いただきました。 

 瀬山会長・中村幹事、無事帰港おめでとうございます。 

 7月からよろしくお願い致します。 

★中村研司幹事  大変いただきました。 

 私生活の面に於いても激動の一年で、メンバー皆様方の

お力添えのお蔭で何とか一年間を過ごすことが出来ま

した。どうもありがとうございました。 

★宮内敦夫パストガバナー 大変いただきました。 

 瀬山・中村丸 一年間ご苦労様でした。 

 大きな成果をもって帰港おめでとうございます。 

 ゆっくり休んでください。 

★新井 保会員 

 瀬山会長・中村幹事一年間大変ご苦労様でした。 

★野辺昌弘会員  大変いただきました。 

 瀬山会長・中村幹事おつかれ様でした。 

 創立 60 周年記念式典、記念事業、皆様のご協力に感謝

致します。ありがとうございました。 

★松本耕司会員  大変いただきました。 

 瀬山会長、一年間大変お疲れ様でした。 

 新年度と言っても二日後ですが、毛塚年度のクラブ協議

会も皆様方のお力添えにて無事終了したことに感謝申

し上げます。 

★堀口一宇会員  大変いただきました。 

 瀬山会長、中村幹事、一年間お疲れ様でした。 

 今度は例会を楽しんで下さい。 

★斎藤 要会員 

 瀬山会長・中村幹事御苦労様でした。 

 立派な業績の年度でした。お疲れ様！ 

★浦野 隆会員 

 瀬山会長・中村幹事一年間ご苦労様でした。 

★田部井孝一会員 

 瀬山会長・中村幹事一年間大変お疲れ様でした。 

★小暮雅丈会員  大変いただきました。 

 瀬山会長・中村幹事一年間お疲れ様でした。 

 毛塚新会長・上野新幹事これからもよろしくお願い致し

ます。 

★滝野瀬博志会員 大変いただきました。 

 すばらしい成果をあげての瀬山・中村丸の着岸おめでと

うございます。 

 毛塚・上野丸の無事の航海を祈念して！ 

★小池敏郎会員  大変いただきました。 

 瀬山会長・中村幹事一年間ご苦労様でした。 

★原 初次会員  大変いただきました。 

 瀬山会長・中村幹事一年間のご苦労に敬意を表して！ 
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★長柄 純会員  大変いただきました。 

 瀬山会長・中村幹事、思い出深い一年となった事と思い

ます。大変お疲れ様でした。 

 いよいよ、毛塚年度が始まります。楽しい一年になりま

すように応援致します。 

★小島博夫会員  大変いただきました。 

 毛塚丸の出航をお祝いいたします。 

★上野和路会員  大変いただきました。 

 来月から一年間、毛塚会長の下で幹事を努めさせていた

だきます。よろしくお願い致します。 

★多田善洋会員 

 7月より新年度になります。出席する様に努力致します。 

 新旧会長幹事お疲れ様と共に宜しくお願い致します。 

★谷田川敏幸会員  大変いただきました。 

 一年間大変お世話になりました。 

 また、先週行われました全日本ダートトライアル選手権

石川大会で優勝することが出来ました。 

★霜田 昌弘会員 

 長い間お世話になりました。 

★渋澤 勉会員  大変いただきました。 

 お世話になります。瀬山会長・中村幹事ご苦労様でした。 

 私も SAAとして大変お世話になりました。 

 今後とも宜しくお願い致します。 

★関口 昇会員 

 瀬山会長・中村幹事大変お世話になりありがとうござい

ました。お疲れ様でした。そして、次年度毛塚会長・上

野幹事よろしくお願い致します。 

★後藤英世会員 

 瀬山会長・中村幹事 大変お疲れ様でした。 

★田部井剛史会員 

 瀬山会長・中村幹事一年間お疲れ様でした。 

★石川長司会員 

 瀬山会長・中村幹事一年間大変お疲れ様でした。 

★鈴木雅男会員 

 会報委員長として一年間大変お世話になりました。 

 ありがとうございました。 

★山本 樹会員  大変いただきました。 

 瀬山会長・中村幹事お疲れさまでした。 

 毛塚会長・上野幹事一年間がんばって下さい。 

 まつり委員長としてお世話になりました。 

 毛塚年度は親睦委員長としてお世話になります。 

★小堀良武会員 

 瀬山会長おつかれさまでした。 

 毛塚会長よろしくお願いします。 

★堀越貴之会員  大変いただきました。 

 瀬山会長一年間お疲れ様でした。 

 毛塚会長一年間よろしくお願いいたします。 

★橋本文華会員 

 瀬山会長、中村幹事大変お疲れ様でした。 

★飯塚一成会員 

 一年間お世話になりました。 

 今年度は青少年奉仕委員長になり頑張って参ります。 

 毛塚年度の成功を！ 

 

 

 

★根岸利正会員 

 瀬山会長・堀口会員よりお誘いを頂き素敵な経験をさせ

て頂きました。次年度は委員長としてがんばります。 

 宜しくお願い致します。 

★矢島孝昭会員 

 今年度は、皆様にいろいろお世話になりました。 

 今後とも、宜しくお願い致します。 

 

 
最終例会・懇親会 （つかさ本店） 

 
瀬山会長挨拶 

 
来賓挨拶 

 
出席優良者 
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バッジ交換 瀬山会長から毛塚次年度会長へ 

 
バッジ交換 毛塚次年度会長から瀬山会長へ 

 
バッジ交換 中村幹事から上野次年度幹事へ 

 
花束贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
花束贈呈 

 
乾杯の発声をする長柄直前会長 

 
新旧会長幹事 

 
全員で乾杯！ 


