
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 

 先週は、私事、母の葬儀関係で例会を休みにしてしま

いました。 

毛塚副会長には急な話にも関わらずご挨拶等会長の代

理をしていただきました。またプログラム委員長には、

卓話の変更など、多くのの皆様にご迷惑をおかけ致し申

し訳ございませんでした。皆様のご支援に深く感謝申し

上げます。 

この度の母の通夜、葬儀、告別式には大勢の会員にご弔

問いただき、又、多数の方にお手伝いいただき、お陰様

をもちまして葬儀も無事に納めることが出来ました。こ

の場を借りてお礼申しあげます。誠に有難うございまし

た。 

さて、ロータリ－クラブの中でも、訃報が相次いでおり

ます。６月２４日に豊川一男ｶﾞﾊﾞﾅｰが、あと１週間の任

期を残して現役ガバナーでご逝去されました。８月１２

日にメトロポリタン高崎にてお別れ会が行われます。 

都合できる方は参加し、お別れしていただければと思い

ます。 

続いて、国際ロータリ－のイアン・ライズリＲＩ会長よ

りのメッセージで、サム・オオリ国際ロータリ－会長エ

レクトの訃報が届きました。その要約をお知らせいたし

ます。 

 

 

サム・オオリＲＩ会長エレクトはポリオ撲滅活動に多大

な力を注いでこられた方で、ロータリ－会員、また社会

貢献者として多くを達成され、ロータリ－内外の多くの

方が彼の偉業に偲ぶ思いを深めています。彼がもたらし

た影響と伝統は、世界中の人たちの心に残るものとなり

ました。 

オオリ氏の追悼行事は、７月２１日に米国テキサス州の

ベッドフォードの大聖堂で行われ、出身国のウガンダで

は、国葬にて、７月２５日に一般の方とのお別れ対面が

行われ、２６日にロータリアンによる追悼の会が行われ、

そして、２７日の昨日ウガンダの国葬が執り行われると

のことで、すでに終わったものと思います。  ロータ

リ－世界全体が深い悲しみに包まれています。 オオリ

氏を偲び、ここで、ＲＩ２８４０地区 故直前ガバナー

豊川一男氏と、ＲＩ会長エレクト サム・Ｆ・オオリ氏

の二人に対して黙祷を捧げたいと思います。 皆様ご協

力を お願いいたします。ご起立をお願いします。 黙

祷 黙祷を終わります。 

有難うございました。本日は、例会後に６０周年記念事

業のスタートで、第１回の実行委員会がありますので、

よろしくお願いいたします。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

 

７．２１（金）ガバナースタッフ会議 

       於・ジョイハウス 

   参加者 宮内 敦夫・高木貞一郎・小暮 雅𠀋 

原  初次・齊藤  要・浦野  隆 

小池 敏郎・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・事務局 

 

 

 

 

 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

2017 年７月２８日(金) 第２９１０回例会報告（Ｎｏ，４） 

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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７．２１（金）２０１９－２０年度会長指名委員会 

 於・増喜 

   参加者 高木貞一郎・新井  保・野辺 昌弘 

堀口 一宇・坂村 吉保・齊藤  要 

浦野  隆・田部井孝一・小暮 雅𠀋 

小暮 高史・青山 守治・宮内 敦夫 

       小池 敏郎・滝野瀬博志・大澤 孝司 

長柄  純・中村 研司 

 

７．２２（土）野鳥の森下草刈り        

於・東武トレジャーガーデン 

   参加者 中村 研司 

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 

  参加者 田部井剛史 

      館林高校 顧問教諭 森田 規子 

 インターアクター 新井
あ ら い

 涼
りょう

太
た

・佐藤
さ と う

 颯
はやて

・曽田
そ だ

 竜
りゅう

平
へい

 

 

今後の予定 
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． ２（水）社会福祉法人館邑会 後援会幹事会 

 於・第二陽光園 

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 

８．１７（木）第４６回館林まつり  

みこし・山車部会反省会 

於・館林市役所 

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 

８．２１（月）第４分区Ｂ女子会 

         於・ジョイハウス 

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・

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 

１０．１４（土）第１６回ロータリー全国囲碁大会 

 於・日本棋院本院 

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 

１１．１８（土）ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 

     於・高崎ビューホテル 

１１．１９（日）地区大会 

            於・高崎アリーナ 

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． ４．２１（土）館林ＲＣ 

創立６０周年記念式典              

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 ― 
副幹事 上野 和路 

 

１．例会場・例会時間の変更 

◆館林西ＲＣ      

８月１５日（火）→休 会 

８月２２日（火）→８月２０日（日）おうら祭り 

         会 場 おうら多目的広場周辺 

８月２９日（火）→８月３０日（水） 

５ＲＣ合同納涼例会 

         会 場 ジョイハウス 

◆太田西ＲＣ      

８月１６日（水）→休 会 

８月２３日（水）→８月８日（火） 

第４分区Ａ５ＲＣ合同例会 

         点 鐘 １８：３０ 
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◆太田中央ＲＣ    

８月１１日（金）→休 会 

           

８月１８日（金）→８月８日（火） 

第４分区Ａ５ＲＣ合同例会 

        点 鐘 １８：３０ 

        会場 太田ナウリゾートホテル 

        ８月２５日（金）→ 夜間例会 

        点 鐘 １９：００ 

        会 場 ステーキ屋さん 太田店 

 

前橋北ＲＣ     

８月１４日（月）→休 会 

８月２１日（月）→８月２０日（日） 

合同ガバナー公式訪問 

 

◆前橋中央ＲＣ     

８月 ９日（水）→納涼夜間例会 

        点 鐘 １８：３０ 

        会 場 エキータ屋上ビアガーデン 

８月１６日（水）→８月２０日（日） 

第１分区合同ガバナー公式訪問 

        会 場 前橋商工会議所 

８月２３日（水）→８月２２日（火） 

地行園赤城未帰省児童行事 

        会 場 赤城少年自然の家 

８月３０日（水）→休 会 

 

◆富岡中央ＲＣ     

８月１０日（木）→休 会 

 

◆富岡かぶらＲＣ    

８月 １日（火）→７月２９日（土）とみおか夏まつり 

        点 鐘 １２：００ 

        会 場 宮本町駐車場 

８月１５日（火）→休 会 

８月２２日（火）→夜間通常例会 

        点 鐘 １８：３０ 

        会 場 アミューズ 

 

２．会報、週報 

◆大泉ＲＣ →週 報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所  

①２０１７年８月のロータリーレート  

１ドル＝１１１円 

②故サム・オオリＲＩ会長エレクト  葬儀のご案内 

７月２５日（火） １１：００～１４：００ 

一般参列者のための故人との対面時間 

その後、オオリ氏を偲ぶための特別追悼議会 

７月２６日（水） ９：１５～１４：００ 

全ロータリアンが故人を追悼するための会 

会場「Lugogo Indoor Stadium」 

７月２７日（木） ９：００～ 葬儀のセレモニー 

会場「St. Paul Cathedral, Namirembre」 

ディーン・ロースＲＩ副会長がロータリー代表として

出席 

※葬儀にご出席いただけない方も、お悔みを Eメール

（sam.owori@rotary.org）または以下の宛先にお送り

いただけます。 

宛先：Mrs. Norah Agnes Owori 

住所： c/o Institute of Corporate Governance of 

Uganda (ICGU), Crusader House, Plot 3 Portal 

Avenue, Kampala, Uganda 

 

③九州北部集中豪雨被害義捐金募集のお願い 

会員一人当たり １，０００円 

④地区大会・特別表彰・広告の募集のご案内 

＜地区大会＞ 

【日 時】１１月１９日（日）９：３０～１７：００

（登録開始８：３０） 

【会 場】地区大会  高崎アリーナ 

懇 親 会  ホテルメトロポリタン高崎 

【登録料】お一人様 ３，０００円 

＜特別表彰＞ 

１．地区大会当日（11/19）において実年齢が９０歳

以上であること 

２．地区大会当日（11/19）においてロータリー歴が

通算５０年以上であること 

＜広告募集＞ 

地区大会パンフレット、地区大会報告書の２回の出版

物に広告募集 

【サイズ・料金】１コマ当たり名刺程度の大きさ 

１倍（１０，０００円）、２倍（２０，０００円） 

４倍（４０，０００円）の３種から選択 

【仕上がり】モノクロ（白黒） 

【内  容】すべて自由 

（会社のアピール、商品の宣伝、個人のプロフィール、

なんでもＯＫ） 

【募集枠】１００社 

【原稿送付先】koukoku@rid2840.org  

（データに限ります） 

※ＲＩ会長代理歓迎晩餐会の予定 

【日時】１１月１８日（土）１７：００～開場 

【会場】高崎ビューホテル 

【登録料】１０，０００円 

 

⑤ＲＬＩ研修ディスカッションリーダー追加派遣の

お願い 

 

⑥第１６回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

【日 時】１０月１４日（土） 

登録受付    ９：３０ 

mailto:sam.owori@rotary.org）または以下の宛先にお送りいただけます
mailto:sam.owori@rotary.org）または以下の宛先にお送りいただけます
mailto:koukoku@rid2840.org
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点鐘・開会式 １０：００ 

              

表彰式    １６：００ 

【会 場】東京・市ヶ谷 日本棋院本院 

【登録料】７，０００円（昼食代、賞品代等含む） 

 

◆国際ロータリー日本事務局 →国際ロータリー人

頭分担金請求書 

 

◆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】８月２１日（月）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） 

 

◆大泉ＲＣ →ガバナー公式訪問のご案内 

【日 時】９月１０日（日） 

公式訪問 １０：００～（受付 ９：３０～） 

 懇親会  １８：００～１９：３０ 

【会 場】ジョイハウス 

【登録料】出席人数  × ５，０００円 

     クラブ負担金 １０，０００円 

 

◆社会福祉法人 館邑会 →平成２９年度後援会幹

事会のご案内 

【日 時】８月２日（水）１３：３０～ 

【会 場】第二陽光園 新棟 

 

◆館林市役所 → 第４６回館林まつり みこし・山

車部会反省会のご案内（山本会員宛） 

【日 時】８月１７日（木）１８：３０～ 

【会 場】館林市役所 ５０１ＡＢ会議室 
 

 

 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

通算２９１０回例会      委員長 飯塚 一成 

会 員 数 ５２名 

出 席 者 数 ４０名 

欠 席 者 数 １２名 

出 席 率 ７６．９２％ 

前前回修正 67.31～84.62％ 

 

 

 

 

 

 

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

 
瀬 山 欣 春会長 

会  長  方  針 

ＲＩ２８４０地区 ２０１７－２０１８年度 

 

６０周年の歴史を受け止め、更に前進しよう！ 

ＲＩ イアン Ｈ.Ｓ. ライズリー会長の提唱する年次

テーマ 

ROTARY ： MAKINNG A DIFFERENCE 

ロータリー ： 変化をもたらす 

「ロータリーとは何ですか」という問いに、私たちは

行動をもって答えます。 

私たちは奉仕を通じて人びとの人生に変化をもたら

せることが出来るはずです。 

私たちは、自分たちの活動が誰かの人生をより良くし

ていることを知っているのです。 

これを受け、２０１７－２０１８年度 ＲＩ２８４０

地区 田中ガバナーはロータリ-のある人生を誇りに

しよう 

Rotary's Mind is Our Pride.  We are Rotarian.   

We are One. 

という地区スローガンのもと、次の６つの地区目標を

掲げられました。 

国際ロータリー第２８４０地区 

２０１７－２０１８年度 地 区 目 標 

１． ＲＩ会長賞を目指そう 

２． 会員増強・退会防止・・・年度末目標 クラブ目

標純増１割 地区目標 2,400 名 

３． 公共イメージ向上への戦略実践 

４． 会員相互において「ロータリアンであることの誇

り」の認識の共有 

５． ロータリー財団による補助金の活用 

６． ロータリー財団寄付 150 ドル、ポリオ寄付 30

ドル、米山寄付 16,000円の達成 

ク ラ ブ 目 標 

これを踏まえ、以下のクラブ目標を設定してクラブ運

営をしてまいります。 

１． ６０周年記念事業を達成しましょう。 

２． 会員増強 純増５名を達成しましょう。 

３． テレビや新聞等を活用して、活動を外に向けて発

信しましょう。 

４． 地区数値目標を達成しましょう。 
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  ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
委員長 岡田雅一  

★瀬山欣春会長 大変×６いただきました。 

 母の葬儀では大勢の会員のご弔問いただきありがとう

ございました。又、お手伝いをありがとうございました。 

★野辺昌弘会員 大変いただきました。 

 本日、例会後、松の間に於いて創立 60周年記念第 1 回 

 実行委員会スタッフ会議を開催致します。 

 宜しくお願い致します。 

★古川正道会員 大変いただきました。 

 先日の館林市野鳥の森市民協力会の下草刈り作業にご

協力いただきありがとうございました。次回はより多く 

 のご参加を期待申し上げております。 

★根岸利正会員 

 無事、誕生日を迎える事が出来ました。 

 


