
 

点 鐘・ソング 我 等 の 生 業 

会 長 挨 拶 
副会長 毛塚 宏 

 
 

瀬山年度の 1番手の事業である館林まつりが、7月 15

日の準備から始まり、16 日の神輿渡御と会員の皆様の

ご協力と館林高校の生徒の皆様の協力により成功裏に

終了致しました。 

館林のまつり委員会の山本委員長、大変ご苦労様でした。 

さて、祭りにご協力頂きました館林高校も来年度から生

徒の募集人数が現行の 240名から200名へと変更されま

す。同じく館林女子高校も 240名から 200 名へと変更さ

れます。 

これはもちろん少子化の影響で私の会社で両校の教科

書を担当しておりますが、今から 30 年前には 360 名の

定員でしたのでほぼ半数になったと言う事です。お隣の

足利市でも同じく、名門足利高校と足利女子高校の合併

が決定され、校名の変更も有るようです。 

少子化の対策を政府も色々行っているようですが、対策

の一つとして移民導入が考えられていますが、その場し

のぎの対症療法に過ぎず将来に禍根を残す結果となる

のは、混乱の坩堝となった欧州を見ると明らかです。 

本質的な対策とは、第一に若者が結婚できるように正社

員を増やすことであり、第二に苦労して産み育てた我が

子が将来幸せになれると確信できる社会を創り出産

育児に携わる女性に対して子供を育てる環境を整え

ることだと思います。 

 
ベビーカーを押すお母さんや、前と後ろの席に幼児を

乗せて全力で自転車をこぐお母さんに応援するような

政策を政府にしてもらいたいと思います。 
本日のお食事は渋澤ＳＡＡが会員の皆様の夏バテ防止

のために国産のウナギを用意した様です。御堪能くださ

い。 
 

― 会 務 報 告 ― 
副会長 毛塚 宏 

 

７． ７（金）館林のまつり実行委員会          

於・ジョイハウス 

   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 

小池 敏郎・小暮 雅𠀋𠀋・後藤 英世 

渋澤  勉・鈴木 雅男・関口  昇 

田部井剛史・根岸 利正・本島 克幸 

事務局 

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 

   参加者 田部井剛史 

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 

参加者 関口  昇 

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 

参加者 橋本 文華  

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 

参加者 毛塚  宏 

７．１０（月）管理運営セミナー         

 於・前橋問屋センター会館 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・齊藤  要 

中村 研司・事務局 

 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 
Club ID  １３９５６ 

2017 年７月２１日(金) 第２９０９回例会報告（Ｎｏ，３） 

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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７．１１（水）第１回  地区大会実行委員会           

於・増喜 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・原  初次 

高木貞一郎・野辺 昌弘・滝野瀬博志 

長柄  純・山本  樹 

７．１５（土）第１回ガバナー諮問委員会 

     於・高崎ビューホテル 

   参加者 高木貞一郎・宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋 

７．１５（土）館林まつり準備           

於・館林高校 

   参加者 １９名 

７．１６（日）地区補助金事業イベントテント贈呈式  

於・群馬銀行駐車場 

   参加者 ２５名 

７．１６（日）館林まつり 例会・みこしパレード 

 於・本町通り 

   参加者 １１８名 

（会員 ３１名 

館林高校インターアクター８３名・先生 ４名） 

７．１６（日）館林まつり 懇親会 

        於・銀座ずし 

   参加者 ３３名 

（会員 ２９名・齋藤様・榎本様・石橋様・事務局） 

 
今後の予定 
７．２１（金）ガバナースタッフ会議 

       於・ジョイハウス 

７．２１（金）２０１９－２０年度会長指名委員会  

於・増喜 

７．２２（土）野鳥の森下草刈り        

於・東武トレジャーガーデン 

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 

７．２８（金）創立６０周年実行委員会 

      於・ジョイハウス 

７．２８（金）第４分区Ｂ会長・幹事会 

      於・ジョイハウス 

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． ６（日）第２回地区補助金委員会 

於・前橋問屋センター会館 

８．１１（金）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

８．１２（土）故 豊川一男ガバナーお別れ会   

 於・メトロポリタン高崎 

８．１９（土）地区ロータリー財団セミナー     

於・伊勢崎プリオパレス 

８．２２（火）米山記念奨学会指定校説明会    

於・前橋問屋センター会館 

８．３０（水）第４分区Ｂ５クラブ合同納涼例会 

  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 

９．１７（日）ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ   

於・前橋問屋センター会館 

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． ５（木）第５７回館林創意くふう作品展表彰式

於・館林商工会議所 

１０． ６（金）ガバナー補佐訪問             

於・ジョイハウス 

１０．２２（日）ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ  

 於・前橋問屋センター会館 

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 

１１．２５（土）ＲＬＩ研修セミナー        

於・前橋問屋センター会館 

１２． １（金）ガバナー補佐訪問             

於・ジョイハウス 

Ｈ３０． ２． ２（金）ガバナー補佐訪問      

於・ジョイハウス 

Ｈ３０． ３．１０（土）第４分区ＩＭ 

 

Ｈ３０． ４． ６（金）ガバナー補佐訪問             

於・ジョイハウス 

Ｈ３０． ６． ７（木） 

第４分区Ａ・Ｂ現新会長・幹事会 

 
 

― 幹 事 報 告 ― 
幹事 中村 研司 

１、 例会場・例会時間の変更 

 

◆館林東ＲＣ    

８月１６日（水）→ 休 会 

８月３０日（水）→ 第４分区Ｂ５ＲＣ合同納涼例会 

 

◆太田ＲＣ         

８月１０日（木）→ ８月８日（火） 

第４分区Ａ合同例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 太田ナウリゾートホテル 

８月１７日（木）→ 休 会 

８月２４日（木）→ 第４分区Ａガバナー補佐来訪 

          「公式訪問事前協議会」 

会 場 太田グランドホテル 

８月３１日（木）→ ９月３日（日）金山清掃 
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◆桐生西ＲＣ        

８月１１日（金）→ 休 会 

８月１８日（金）→ ８月１９日（土）納涼家族会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 桐生プリオパレス 

８月２５日（金）→ ８月２７日（日） 

第２分区Ａ合同ガバナー公式訪問 

 

◆富岡ＲＣ         

７月２６日（水）→ ７月２９日（土） 

移動夜間例会とみおか祭りに参加 

会 場 萬屋料理店 

８月１６日（水）→ 休 会 

８月３０日（水）→ 休 会 

  

２．会報、週報 

◆太田ＲＣ → 週 報 

 

３．その他 

 

◆ガバナー事務所  

①会員増強、維持に関するアンケートご協力のお願い 

②地区会合出欠システムログイン作業についてのお

願い 

③「地区運営資金・地区事業資金」送金案内書及び 

金カレンダーのご送付 

④卓話・研修出前サービス 講師派遣依頼申込書 

⑤女性会員名簿作成協力のお願い 

⑥２０１７－１８年度クラブ会員数報告書ご提出の

お願い 

⑦第２回地区補助金委員会のご案内 

【日 時】８月６日（日）１０：００～１３：００ 

（昼食の用意がございます）

【会 場】前橋問屋センター 

【登録料】無料 

⑧ＲＬＩ研修ディスカッションリーダー派遣のお願

い及び出欠意向確認 

【ＲＬＩ研修セミナー予定】 

８月１１日（金） ディスカッションリーダー研修会 

１３：３０～１６：３０ 前橋問屋センター会館 

９月１７日（日） ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ 

１０月２２日（日） ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ 

１１月２５日（土） ＲＬＩ研修セミナー パートⅢ 

      （会場はすべて前橋問屋センター会館） 

⑨故 豊川一男ガバナー お別れ会のご案内 

【日 時】８月１２日（土） 

１２：００～１４：００（１１：３０受付開始） 

（着座による昼食会をご用意しています） 

【会 場】ホテルメトロポリタン高崎 

【会 費】１０，０００円 

【喪 主】豊川 泰士（長男） 

 

⑩地区ロータリー財団セミナーのご案内 

【日 時】８月１９日（土）          

登録開始  ９：３０～ 

セミナー １０：００～１５：３０ 

【会 場】伊勢崎プリオパレス 

【出席対象者】＜地区役員＞ 

 ガバナー、パストガバナー、ガバナーエレクト 

 ガバナーノミニー、ガバナー補佐、地区幹事 

 地区研修委員会、ロータリー財団監査委員会 

 職業奉仕・地域社会・国際奉仕委員 

ロータリー財団委員会全員、地区副幹事 

＜クラブ対象者＞ 

会長、会長エレクト、幹事、 

ロータリー財団委員長 

未来の夢・地区補助金・グローバル補助金担当者 

他ロータリー会員、事務局 

【登 録 料】な し 

⑪地区補助金事業のアンケート・分区地区担当者の 

お知らせ 

⑫米山記念奨学会指定校説明会開催のご案内 

【日 時】８月２２日（火）１１：３０～１３：５０ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

【登録料】無料 

◆国際ロータリー日本事務局  

→ ２０１６－１７年度「年次基金寄付ゼロクラブ」

ゼロ達成のお知らせ 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

→ ①『ロータリー米山記念奨学会  

５０年のあゆみ』発刊のお知らせ 

限定３，５００部  １冊１，８００円（送料込み）

②達成クラブ表彰のお知らせ 

☆表彰年月 ２０１７年６月３０日 

☆表彰名称 ４０００万円 達成クラブ 

③「ハイライトよねやま ２０８号」 

◆槻岡行支第４分区Ｂガバナー補佐 

→ ①第４分区Ｂ女子会のご案内 

【日 時】７月２５日（火）１９：００～ 

【会 場】ジョイハウス 

【対 象】第４分区Ｂ 各クラブ女性会員 

【会 費】一人 ２，０００円程度 

（参加者１名につき２，５００円クラブ負担） 

②第４分区Ｂ会長・幹事会のご案内 

【日 時】７月２８日（金）１８：３０～ 

【会 場】ジョイハウス 

【対 象】第４分区Ｂ 各クラブ会長・幹事 

【会 費】一人 ５，０００円程度 

◆館林東ＲＣ → 第４分区Ｂ５クラブ合同納涼例

会のご案内 

【日 時】８月３０日（水）  

受付 １８：００～ 

例会 １８：３０～ 
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懇親会 １９：００～ 

【会 場】ジョイハウス 

【登録料】参加人数 ×  ５，０００円 

     クラブ負担金 １０，０００円 

【服 装】ノータイ、クールビズ大歓迎 

◆館林市役所 → 館林市健康づくり推進協議会委

員の推薦についてのお願い 

◆社会福祉法人 館邑会 → 館邑会後援会役員の

選任についてのお願い 

後援会の役員 ２名 

◆館林発明協会 → 第５７回館林創意くふう作品

展の開催に伴う後援 

びに賞の交付申請についてのお願い 

◆館林高等学校 → 第６５回全国高等学校決勝弁

論大会審査員のご依頼について 

（田部井剛史会員宛） 

【日 時】９月２日（土）９：３０～１６：３０ 

（予定） 

【会 場】館林市三の丸芸術ホール 

◆長良睦会 会長 小林 但弥 様 →  

館林まつり神輿参加の御礼状 

◆㈱群銀カード → ギフトカードのご案内 

 

― 新 入 会 員 ― 

 
矢島 孝昭会員 

 

勤務先 ウム・ヴェルト株式会社 

役 職 取締役部長 

 

― 委 嘱 状 授 与 ― 

 
橋本文華会員 女性ネットワーク委員会委員 

 

◇◇ 使用済み切手寄贈 ◇◇ 

 
㈱橋本工業所様 

東洋大学板倉キャンパス様 

 

 

◇◇ 委 員 会 報 告 ◇◇ 

 
◎館林のまつり委員会 

            委員長 山本 樹 

先週は館林まつり準備や渡御で大変お世話に

なりましたが無事に終了することが出来まし

た。ありがとうございました。  

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

通算２９０９回例会   委員長 飯塚一成 

会 員 数 ５２名 

出 席 者 数 ４１名 

欠 席 者 数 １１名 

出 席 率 ７８．８５％ 

前前回修正 73.07～88.46％ 

 

 

― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム委員会  委員長 小島博夫 

 

 
根岸利正会員 自己紹介 

生年月日 昭和 51年 7月 27日 

入会日  平成 29年 7月 1日 

自宅   館林市松原 

職業分類 家具販売 

勤務先  ㈲根岸家具 館林松原  

役職   専務取締役 

推薦者  瀬山欣春・堀口一宇 
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泉田嘉弘会員 自己紹介 

生年月日 昭和 31年 12月 2日 

入会日  平成 29年 7月 1日 

自宅   明和町矢島 

職業分類 信用金庫 

勤務先  館林信用金庫本店  

役職   常勤理事 

推薦者  石川長司・浦野 隆 

 

 
矢島 孝昭会員 自己紹介 

生年月日 昭和 47年 4月 4日 

入会日  平成 29年 7月 1日 

自宅   邑楽町赤堀 

職業分類 廃棄物リサイクル業 

勤務先  ウム・ヴェルト㈱ 加須市栄 

役職   取締役部長 

推薦者  石川長司・小池敏郎 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
ニコニコ BOX委員会 委員長 岡田雅一  

 
★瀬山欣春会長 大変いただきました。 

 館林まつり例会では大変お世話になりました。 

★毛塚 宏会員 大変いただきました。 

 早くも、代打の会長あいさつ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。 

 先週は暑い中お世話になりました。 

★松本耕司会員 大変いただきました。 

 瀬山丸が目出度く出航しました。航海の無事を祈って 

★小池敏郎会員 大変いただきました。 

 会報に委嘱状の写真が載りましたので、また本日新入 

会員の矢島孝昭君を紹介させて頂きます宜しくお願い

します。 

★関口 昇会員 大変いただきました。 

瀬山会長・中村幹事・山本委員長そして会員の皆様 

館林まつり大変お疲れ様でした。 

★鈴木雅男会員 

館林まつりでは大変お疲れ様でした。 

群馬テレビでの放送は 8月 2 日(水)午後 7時からで 

再放送日は 8月 10 日(木)午後 3時 30 分からです。 

是非ご覧ください。 

★山本 樹会員 

館林まつりの準備やみこし参加ご協力をいただき 

ありがとうございました。 

★小堀良武会員 大変いただきました。 

妻の誕生日に花束、ありがとうございました。 

★矢島孝昭会員 大変大変いただきました。 

本日より入会させて頂きます。 

これからいろいろお世話になり、勉強させて頂きます。 

宜しくお願い致します。 

 

 


