
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
みなさん、こんにちは。 

 本日は 2017－18年度の初めての例会です。 

最終例会で、長柄前会長よりズッシリとおもい会長バッ

チを引き継ぎましてクラブ会長の 60 年の歴史の大きさ

を感じています。 

29 日の第 2 回クラブ協議会にて今年度の各委員会の活

動方針や事業計画がほぼ決まりました。 

60周年の記念事業と、会員増強純増 5名を達成すべく、

各委員長を主体に会員全員でチャレンジしていきたい

と思っています。本日 3名の方が入会いたしました。仲

間が増えるのは嬉しいものです。暖かく迎え入れてくだ

さい。実質 2 名の増加です。10 名位を増やすつもりで

取り組みたいです。早速、館林まつりが来ます。例会後

に実行委員会です。宜しくお願い致します。 

そして、次の毛塚年度は、宮内ガバナー年度です。無事

に引き継いでいけるように中村幹事と共に、今年度 1年

間、精一杯頑張ってまいります。どうぞ皆様よろしくご

協力の程、お願い致します。 

梅雨の真っただ中で、うっとうしい日々が続きます。く

れぐれも体調には十分気を付けて下さい。 

 本日のお客様は、RI第 2840地区ガバナー補佐に就任

した大泉ロータリークラブの槻岡行支様と同クラブの

藤浪信弘会長が、早速メークでご来訪いただきました。 

 

 

 

 

― 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 

◆ガバナー事務所  

①２０１６－１７年度ガバナー任期満了の御礼状 

②ガバナー月信７月号 

③地区役員・地区委員 委嘱状 

④２０１７年７月１日現在クラブ会員数ご回答のお

願い 

⑤２０１７年度上期普通寄付金のお願い 

⑥２０１７－１８年度 卓話・研修出前サービスのご

案内 

◆太田ＲＣ → 創立６０周年記念誌（３部） 

◆安中ＲＣ → 第１７回ＲＹＬＡ研修会のご案内 

【日 時】 

１０月２８日（土）  

１２：００～１２：３０ 登録受付 

１０月２９日（日） １２：３０ 終了予定 

【会 場】妙義グリーンホテル 

富岡市妙義町菅原２６７８   

TEL ０２７４－７３－４１１１ 

【登録料】１名 １０，０００円 

◆館林まつり みこし・山車部会  

 館林まつりのうちわ配布等についてのお知らせ 

◆館林商工会議所 

「商工たてばやし №４０３」 
 

 

 

 

 

 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 
Club ID  １３９５６ 

2017 年７月７日(金) 第２９０７回例会報告（Ｎｏ，１） 

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 

会   長 瀬山 欣春   副会長 毛塚  宏 
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会報  委員 鈴木 雅男 岡田 雅一 青山 守治 

発行責任者 瀬山 欣春 編集責任者 鈴木 雅男 

mailto:tatebayashi.rc@sepia.plala.or.jp


 2 

2017～2018 年度・館林ロータリークラブ 

７月定例理事会 
幹事 中村 研司 

平成 29年 7 月７日 AM11：00 ～ 於・ジョイハウス 

１．会長挨拶 

２．出席者確認※義務出席者 １５人中 １４人出席 

出席者（敬称略） 

瀬山欣春 毛塚 宏  長柄 純 中村研司 

浦野 隆 野辺昌弘  小暮雅𠀋𠀋 小池敏郎 

上野和路 谷田川敏幸 渋澤 勉 後藤英世 

 石川長司 

オブザーバー 鈴木雅男 

３. 資料確認 

４. 報告事項 

３．１１（土）～１２（日）ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ     

於・伊香保 福一 

 参加者 瀬山 欣春・中村 研司・宮内 敦夫 

小暮 雅𠀋𠀋・齊藤  要・小池 敏郎 

     滝野瀬博志・谷田川敏幸・山本  樹 

石川 長司・浦野  隆・後藤 英世 

関井 宏一・関口  昇・田部井剛史 

長柄  純・本島 克幸 

５．１４（日）地区研修・協議会           

於・群馬音楽センター 

 参加者 中村 研司・長柄  純・小島 博夫 

石川 長司・上野 和路・浦野  隆 

毛塚  宏・小池 敏郎・小暮 雅𠀋𠀋 

後藤 英世・齊藤  要・渋澤  勉 

     関井 宏一・高木貞一郎・滝野瀬博志 

田部井剛史・橋本 文華・宮内 敦夫 

本島 克幸・山本  樹 

５．１９（金）２０１７－１８年度 

第１回クラブ協議会  

 於・つかさ本店 

 参加者 瀬山 欣春・中村 研司・飯塚 一成 

石川 長司・上野 和路・浦野  隆 

岡田 雅一・毛塚  宏・小池 敏郎 

小暮 雅𠀋𠀋・小島 博夫・後藤 英世 

     齊藤  要・渋澤  勉・鈴木 雅男 

関井 宏一・関口  昇・高木貞一郎 

長柄  純・野辺 昌弘・橋本 文華 

古川 正道・宮内 敦夫・山本  樹 

 

５．２４（水）２０１７－１８年度 

インフォーマル・ミーティング 

於・つかさ本店 

 参加者 瀬山 欣春・中村 研司・荒木千津子 

飯塚 一成・上野 和路・浦野  隆 

岡田 雅一・毛塚  宏・小池 敏郎 

小暮 雅𠀋𠀋・後藤 英世・渋澤  勉 

     関井 宏一・高木貞一郎・滝野瀬博志 

田部井剛史・長柄  純・野辺 昌弘 

橋本 文華・宮内 敦夫・本島 克幸 

山本  樹 

６． ３（土）第２回ガバナー補佐会議        

於・ラシーネ新前橋 

 参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋 

６． ３（土）会員増強セミナー           

於・ラシーネ新前橋 

 参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・瀬山 欣春 

毛塚  宏・関口  昇 

６． ４（日）第３回グルメの会               

於・梵 

 参加者 荒木千津子・石川 長司・浦野  隆 

毛塚  宏・小池 敏郎・小暮 雅𠀋𠀋 

後藤 英世・関井 宏一・橋本 文華 

６． ５（月）現新会長・幹事会            

於・ジョイハウス 

 参加者 長柄  純・小島 博夫・瀬山 欣春 

中村 研司・事務局 

６． ７（水）会員増強・職業分類委員会 

インフォーマル・ミーティング 

於・吉川 

 参加者 長柄  純・小島 博夫・小池 敏郎 

小暮 雅𠀋𠀋・霜田 昌徳・関口  昇 

古川 正道・松本 耕司・本島 克幸 

６． ９（金）第７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 雅𠀋𠀋・高木貞一郎 

野辺 昌弘・原  初次・齊藤  要 

石川 長司・小池 敏郎・後藤 英世 

渋澤  勉・関井 宏一・滝野瀬博志 

     田部井剛史・中村 研司・本島 克幸 

谷田川敏幸・山本  樹・事務局 

６．１０（土）２０１７－１８年度 

第１回青少年交換委員会 

            於・前橋商工会議所会館 

参加者 石川 長司 

６．１１（日）２０１８学年度米山記念奨学 

指定校選定会議 

       於・前橋商工会議所 

参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋 

６．１１（日）ロータリー米山記念奨学生学友会総会 

及び懇親会 

於・前橋商工会議所 

参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・野辺 昌弘 

関井 宏一 

６．１５（木）第７８回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 瀬山 欣春 

６ ． １ ７ （ 土 ） 第 ５ 回 諮 問 委 員 会           

於・アルバート邸 

 参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・齊藤  要 

６ ． １ ７ （ 土 ） 現 新 地 区 役 員 合 同 連 絡 会 議       

於・アルバート邸 

 参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・齊藤  要 
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６．１７（土）２０１７－１８年度 

第１回地区補助金委員会 

             於・ガバナー事務所 

参加者 毛塚  宏 

６．２０（火）歴代地区幹事       於・一楽 

  参加者 小暮 雅𠀋𠀋 

６．２０（火）長柄年度第４回親睦ゴルフコンペ   

於・唐沢ゴルフ倶楽部 

参加者 小島 博夫・青山 守治・新井  保 

荒木千津子・飯塚 一成・石川 長司 

浦野  隆・岡田 雅一・小池 敏郎 

後藤 英世・渋澤  勉・鈴木 雅男 

      関口  昇・滝野瀬博志・田部井孝一 

田部井剛史・中村 研司・橋本 文華 

本島 克幸・谷田川敏幸・横田 善次 

  懇親会 於・福よし 

   参加者 長柄  純・ゴルフ参加者・事務局 

 

６．２１（水）館林市手をつなぐ育成会理事会      

於・第三小学校 

   参加者 瀬山 欣春 

６．２２（木）平成２９年度館林発明総会総会     

於・レストラン司 

   参加者 瀬山 欣春 

６．２３（金）第６７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 瀬山 欣春 

６．２５（日）～２７日（火） 

セブポートセンターＲＣ訪問 

   参加者 毛塚  宏・小池 敏郎・野辺 昌弘 

宮内 敦夫 

６．２８（水）館林市手をつなぐ育成会総会        

於・館林市役所 

   参加者 瀬山 欣春 

６．３０（金）２０１７－１８年度第２回クラブ協議会 

於・東武トレジャーガーデン 

   参加者 瀬山 欣春・中村 研司・荒木千津子 

飯塚 一成・石川 長司・毛塚  宏 

小暮 雅𠀋𠀋・小島 博夫・後藤 英世 

齊藤  要・渋澤  勉・鈴木 雅男 

       関井 宏一・関口  昇・高木貞一郎 

田部井剛史・ 長柄  純・野辺 昌弘 

橋本 文華・古川 正道・宮内 敦夫 

本島 克幸・谷田川敏幸・山本  樹 

 
５. 今後の予定 
７． ７（金）館林のまつり実行委員会        

於・ジョイハウス 

７． ８（土）インターアクト合同会議    

於・太田ナウリゾートホテル 

７． ８（土）２０１７－１８年度 

第１回公共イメージ委員会 

  於・田中ガバナー事務所 

７． ８（土）２０１７－１８年度 

第１回女性ネットワーク委員会 

於・前橋問屋センター会館 

７． ８（土）２０１７－１８年度 

第１回ロータリー財団委員会合同会議 

於・伊勢崎プリオパレス 

７．１０（月）管理運営セミナー        

於・前橋問屋センター会館 

７．１５（土）第１回ガバナー諮問委員会      

於・高崎ビューホテル 

７．１５（土）・１６日（日）第４６回館林まつり        

於・本町通り 

７．２０（木）群馬県ＲＣ野球大会コミッショナー会議 

於・美喜仁館桐生 

７．２２（土）インターアクト年次大会 

 於・太田市社会教育総合センター 

７．２９（土）青少年交換長期派遣学生壮行会 

 於・前橋問屋センター会館 

８．３０（水）第４分区Ｂ５クラブ納涼例会      

於・ジョイハウス 

９． ２（土）第６５回全国高等学校決勝弁論大会  

於・三の丸芸術ホール 

９．１０（日）第４分区Ｂ合同 

ガバナー公式訪問＆懇親会 

於・ジョイハウス 

９．１５（金）田中ガバナーメーク         

於・館林ＲＣ 

９．２３（土）第１４回韓日親善会議    

於・グランドハイアットソウル 

１０． ６（金）ガバナー補佐訪問           

於・ジョイハウス 

１０．２５（水）第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ 

親睦ゴルフ大会 

於・ゴールド栃木プレジデントＣＣ 

１０．２８（土）～２９日（日） 

第１７回ＲＹＬＡ研修会 

於・妙義グリーンホテル 

１２． １（金）ガバナー補佐訪問           

於・ジョイハウス 

２． ２（金）ガバナー補佐訪問           

於・ジョイハウス 

３．１０（土）第４分区ＩＭ 

４． ６（金）ガバナー補佐訪問           

於・ジョイハウス 

６． ７（木）第４分区Ａ・Ｂ現新会長・幹事会 

 
 
６. 協議事項 

⑴ 資金計画、事業計画及び予算（案）に関する件 

……別紙      承認 

 

⑵ ＲＩ人頭分担金支払いに関する件                 

承認 

 



 4 

７月１日現在 会員数 ４９名  １ドル＝１１１円 

  １１１円×３０ドル×４９名＝１６３，１７０円 

 

  規定審議会追加年会費 

    １１１円×１．５ドル×４９名＝８，１５９円 

 

⑶ 上期地区資金並びにその他の各種負担金 

支払いに関する件         承認 

 

地区運営資金上期  

９，９９５円×５２名＝５１９，７４０円 

地区事業資金上期  

３，１１５円×５２名＝１６１，９８０円 

米山奨学金上期   

１，５００円×５２名＝ ７８，０００円 

 

⑷事務職員に件               

 承認 

給 与     

１１８，０００円×１３ヶ月＝１，５３４，０００円 

積立傷害保険     

２，４００円×１２ヶ月＝２８，８００円 

退職金積立     

５，０００円×１２ヶ月＝６０，０００円 勤 務 日    

週４日勤務 （月・火・木・金） 

勤 務 時 間    午前９時３０分～午後４時３０分 

 

⑸ ガバナー補佐メイク料免除に関する件 

別紙               承認 

⑹ 第４分区Ｂガバナー補佐例会訪問に関する件              

承認 

 

第１回 ７月 ７日（金） 

（大泉ＲＣ会長・幹事メーク） 

第２回 ９月１０日（日） 

第４分区Ｂ合同ガバナー公式訪問 

第３回１０月 ６日（金） 

（館林西ＲＣ会長・幹事メーク） 

第４回１２月 １日（金） 

（館林東ＲＣ会長・幹事メーク） 

第５回 ２月２日（金） 

（館林ミレニアムＲＣ会長・幹事メーク） 

第６回 ４月 ６日（金） 

 

⑺ 第１７回ＲＹＬＡ研修会に関する件 

別紙              承認 

 

⑻ 夏のまつり協賛金協力に関する件 

別紙             承認 

 

 

⑼ 新入会員委員会所属に関する件 

別紙             承認          

 

⑽ 委員会構成に関する件 

別紙              承認 

 

⑾ 職業分類に関する件 

別紙              承認 

 

⑿ 館林市野鳥の森市民協力会役員及び 

館林市緑化推進委員の推薦について 

別紙               承認 

 

多田 善洋 会員 →荒木千津子会員 

 

⒀  例会日・例会場所・例会時間変更に関する件 

                  承認 

①  ８月１１日（金）⇒ 休 会 

（定款第６条第１節により） 

 

②  ８月２５日（金）⇒ ８月３０日（水） 

    第４分区Ｂ５クラブ納涼例会 

（ホスト：館林東ＲＣ） 

７. その他 

⑴ 各委員会報告・提案 

プログラム委員会……別紙 
 

★ 次回理事・役員会開催日  

2017年（Ｈ29）8月 1 日（金）11：00～  

於・ジョイハウス 

 

― お 客 様 ― 

 
   RI第 2840地区ガバナー補佐 槻岡行支様 

 
   大泉ロータリークラブ会長 藤浪信弘様 
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― 新 入 会 員 ― 

 
根岸 利正会員 

 

勤務先 ㈲根岸家具 

役職  専務取締役 

 

 

 
泉田 嘉弘会員 

 

勤務先 館林信用金庫本店 

役職  常勤理事 

 

 

※矢島孝昭会員は次号にて掲載いたします。 

 

 

 

◇◇ 使用済み切手寄贈 ◇◇ 

 

新成・新井薬局様 

 

      高木経理事務所様 

 

 

 

 

 

 

― 委 嘱 状 授 与 ― 

 
高木貞一郎会員 

ガバナー諮問委員会 

米山記念奨学委員会アドバイザー 

 
宮内敦夫ガバナーエレクト 

地区研修委員会委員 

地区戦略計画委員会委員 

管理運営・IT委員会委員長 

 
小暮雅丈会員 地区幹事 

 
齋藤 要会員 地区財務委員 
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小池敏郎会員 RLI推進委員会委員 
 

 
毛塚 宏会員 地区補助金委員会委員 

 

 
関口 昇会員 公共イメージ委員会委員 

 

 
渋澤 勉会員 職業奉仕委員会委員 

 

橋本文華会員 女性ネットワーク委員会委員 
 

 

 
石川長司会員 青少年交換委員会委員 
 

 
関井 宏一会員 米山記念奨学委員会委員 
 

 

 

◇◇ 会 員 の お 祝 い ◇◇ 
親睦活動委員会 関井 宏一 

◆ お誕生日（会員及び夫人）（敬称略） 

会員誕生日 

 大澤孝司   昭和 23年 7月 23日 

 宮内敦夫   昭和 17年 7月 31日 

 中村研司   昭和 37年 7月 22日 

 本島克幸   昭和 41年 7月 2 日 

 根岸利正   昭和 51年 7月 27日 

名誉会員 

 河本榮一   昭和 17年 7月 26日 

 

ご婦人誕生日 

 上野和路夫人 昭和 35年 7月 23日 

 石川長司夫人 昭和 29年 7月 5 日 

 小堀良武夫人 昭和 49年 7月 20日 

 

結婚記念日    

関口 昇   昭和 26年 7 月 4 日 
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◇◇ 在 籍 年 数 の 発 表 ◇◇ 
出席委員会 飯塚 一成 

野辺昌弘会員  昭和 56年 7月入会  在籍 36年 

堀口一宇会員  昭和 58年 7月入会  在籍 34年 

大澤孝司会員  平成 5年 7 月入会   在籍 24年 

長柄 純会員  平成 6年 7 月入会   在籍 23年 

霜田昌徳会員  平成 14年 7月入会   在籍 15年 

瀬山欣春会員  平成 14年 7月入会   在籍 15年 

渋澤 勉会員  平成 16年 3月～平成 23年 6月 

                7年 3ヶ月 

        平成 26年 10 月～1年 9 ヶ月 

                    在籍 10 年 

関井宏一会員  平成 20年 7月入会   在籍 9 年 

石川長司会員  平成 22年 7月入会   在籍 7 年 

鈴木雅男会員  平成 22年 7月入会   在籍 7 年 

小堀良武会員  平成 26年 7月入会   在籍 3 年 

山本 樹会員  平成 26年 7月入会   在籍 3 年 

泉田嘉弘会員  平成 29年 7月入会 

根岸利正会員  平成 29年 7月入会 

矢島孝昭会員  平成 29年 7月入会 

 

 
在籍 15年表彰 瀬山欣春会長 

 

 
在籍 10年表彰 渋澤 勉会員 

 

◇◇ 委 員 会 報 告 ◇◇ 
◎出席委員会報告（例会出席報告） 

通算回例会          委員長 飯塚 一成 

会 員 数 ５２名 

出 席 者 数 ３８名 

欠 席 者 数 １４名 

出 席 率 ７３．０７％ 

前前回修正 68.00～78.00％ 

 

  ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
ニコニコ BOX委員会 岡田雅一  

 

★ガバナー補佐 槻岡行支様 

 今日が、ガバナー補佐としての仕事はじめです。 

 入会 4 年 8ヶ月の新会員です。任務のおもさを 

 感じておりますが、1年間頑張りますので、よ

ろしくご指導をお願いします。 

★大泉ロータリークラブ会長 藤浪信弘様 

 大泉 RC 会長の藤浪です。今期いろいろとお世

話になりますが、宜しくお願いします。 

★瀬山欣春会長 大変大変いただきました。 

 1年間皆様のご指導とご協力をよろしくお願い

致します。また、槻岡ガバナー補佐・大泉 RC

の藤浪会長の来訪を歓迎致します。 

 ご指導宜しくお願い致します。 

★毛塚宏会員  大変いただきました。 

 瀬山・中村丸の出航を祝して。槻岡ガバナー補

佐に来訪していただきましたので。 

★中村研司幹事 大変いただきました。 

 瀬山会長の足手まといにならない様に、一年間

頑張ります。 

 皆様方のご指導を宜しくお願い致します。 

★高木貞一郎パストガバナー 

 地区より委嘱状をいただきました。 

★宮内敦夫ガバナーエレクト 大変いただきま

した。 

 瀬山・中村丸の出航を祝します。槻岡ガバナー

補佐・藤浪大泉 RC 会長様ようこそおいでくだ

さいました。 

 新入会員の皆様の入会を歓迎いたします。 

★新井 保会員 

 瀬山・中村年度のご健闘を祝して。 

★新井 進会員 

 瀬山・中村丸の出航を祝して、また長柄・小島

丸の帰港、ご苦労様でした。そして、新会員の

泉田・根岸両君を迎えて。 

★野辺昌弘会員 大変大変いただきました。 

 瀬山会長・中村幹事のスタートを祝して、そし

て創立 60周年よろしくお願い致します。 

★堀口一宇会員 大変いただきました。 

 瀬山会長・中村幹事の出航を祝して。一年間、 

健康に気をつけて頑張って下さい。 

★坂村吉保会員 

 瀬山会長・中村幹事のご健闘をお祈りします。 

★斎藤 要会員 大変いただきました。 

 地区財務委員として委嘱状を頂きました。 

 宜しくお願い致します。 

★浦野 隆会員 

 瀬山丸の出航を祝して、一年間ご苦労様です。 

★小暮高史会員 

 瀬山会長・中村幹事の出航を祈念して。 

 槻岡ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。 

 新入会員の泉田さん、根岸さんの入会を歓迎いたします。 
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★田部井孝一会員 

 瀬山会長・中村幹事の出航を祝して。 

★小暮雅丈会員 大変いただきました。 

 瀬山会長・中村幹事一年間よろしくお願い致します。 

 槻岡 G 補佐、藤浪会長ようこそお越しくださいました。 

 地区ゴルフ大会も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。 

 瀬山・中村丸の出航おめでとう。一年間宜しくお願い致 
します。また、第 4 分区 B ガバナー補佐槻岡様と大泉

RC 藤浪会長のご来訪ありがとうございます。 
そして、二人の新会員入会おめでとう。 

★大澤孝司会員 大変いただきました。 
 瀬山会長・中村幹事の出航をお祝いいたします。 
 ６０代会長のスタートです。 
★原 初次会員 大変いただきました。 
 瀬山会長・中村幹事の出航を祝します！ 
★長柄 純会員 大変いただきました。 

 昨年度は会員の皆様大変お世話になりました。 

 そして槻岡ガバナー補佐ようこそお越しいただきまし

た。一年間よろしくお願いいたします。 

 また、瀬山会長・中村幹事さんの就任を祝しまして。 

★小島博夫会員 

 瀬山会長・中村幹事の出航おめでとうございます。 

★上野和路会員 大変いただきました。 

 瀬山・中村年度の出航を祝いまして！ 

 そして１年間中村幹事に教えを請いますので！ 

★多田善洋会員 

 泉田・根岸会員をお迎えして、宜しくお願い致します。 

★谷田川敏幸会員 

 瀬山・中村丸の出航を祝して 

★渋澤 勉   大変いただきました。 

 お世話になります。瀬山会長・中村幹事一年間頑張って

下さい。 

★関井宏一 

 瀬山・中村年度のスタートを祝して！ 

★後藤英世会員 大変いただきました。 

 瀬山会長・中村幹事のスタートです。 

 １年間ガンバッテクダサイ！ 

新入会員さん館林 RC入会おめでとうございます。 

★石川長司会員 大変いただきました。 

 妻の誕生日に素晴らしい花束をありがとうございまし

た。瀬山会長・中村幹事よろしくご指導をお願いします。 

 新入会員の泉田様・根岸様よろしくお願いします。 

★鈴木雅男会員 

 大変お世話になります。本年度はクラブ会報広報です。 

 宜しくお願い致します。 

★山本 樹会員 

 館林まつりの準備とみこしパレード参加のご協力を宜

しくお願いします。 

★小堀良武会員 

 瀬山会長のスタートで 

★荒木千津子会員 

 瀬山会長・中村幹事、1年間よろしくお願い致します。 

 今年度は社会奉仕委員長を仰せつかりました。至りませ

んがどうぞ宜しくお願い致します。 

 

★飯塚一成会員 

 今日から新年度になり瀬山会長・中村幹事一年間頑張っ

て下さい。また、自分も出席委員長として宜しくお願い

致します。 

★泉田嘉弘会員 大変大変いただきました。 

 新規入会の泉田です。宜しくお願い致します。 

★根岸利正会員 大変大変いただきました。 

 この度は、伝統ある館林ロータリークラブに入会させて

頂きまして誠にありがとうございます。 

 これからも、どうぞ宜しくお願い致します。 

★岡田雅一会員 

 一年間、委員長として確り務めたいと思います。 

 宜しくお願い致します。 

 

 

館林まつり実行委員会 

平成 29年 7 月 7日 

ジョイハウス 

１、 会長挨拶 

２、 委員長挨拶及び事業説明 

３、 質疑応答 

４、 青少年奉仕委員長挨拶 

                


