
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 お盆が過ぎて、皆様、それぞれ有意義な休暇を過ごされ

たものと思います。 

甲子園では、群馬代表の前橋育英が 2回戦を突破して、３

回戦に進出、１６強入りです。私の母校で地元の館林高校

は、1 度も甲子園に出場できておりません。１度は甲子園

に出場してほしいとと願っている一人です。私たちの応援

を背にして是非とも優勝経験のある群馬を代表する前橋

育英高校には、優勝目指して突き進んでもらいたいもので

す。健闘を祈っています。 

来週の 25 日（金）の例会は、翌週の３０日（水）の第４

分区Ｂの５クラブ合同の納涼例会に振替となっておりま

す。 ホストは館林東ＲＣで、ジョイハウスで午後６時３

０分からです。又、９月８日(金）が９月１０日(日)に振

替となり、５クラブ合同のガバナー訪問例会と続きます。 

どちらも例会ですので全員の参加をお願いいたします。 

この合同ガバナー訪問例会は、田中ガバナーによる初めて

の試みです。今回のホストは槻岡ガバナー補佐を輩出して

いる大泉ＲＣです。詳細は後程ご案内致しますが、概略を

お知らせいたします。 

田中ガバナーと各クラブ役員との懇談会を各クラブごと

に行います。指定された役員のみの出席です。館林ＲＣは

高木ＰＧ、宮内ＧＥ、会長、幹事、毛塚会長エレクト、関

口会員増強委員長、小池公共イメージ委員長、それに地区

委員の方々です。各クラブ３０分です。館林ＲＣは、１０

時４０分から１１時１０分までです。 

 

会員全員が参加する５クラブ合同例会は、午後２時１０分

から合同での例会です。終了予定が午後５時３０分です。

３時間２０分の例会となります。その後、記念撮影して、

午後６時から懇親会の予定です。後程良く確認いただきま

して、間違いないようによろしくお願いいたします。翌週

の９月１５日(金）の例会には、田中ガバナーがメークで

来訪予定で２週連続のガバナー来訪となります。 

 本日の卓話は、６月に私の代わりに姉妹クラブのセブポ

ートセンターＲＣを訪問した毛塚副会長の報告です。その

節は大変お世話になり、有難うございました。  

今日の報告卓話、よろしくお願いいたします。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

 

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 

    参加者 毛塚  宏 

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 

    参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・小池 敏郎 

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 

    参加者 高木貞一郎・宮内 敦夫 

小池 敏郎・毛塚  宏 

        長柄  純 

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

参加者 山本  樹                
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2017 年８月１８日(金) 第２９１２回例会報告（Ｎｏ，６） 

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 
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今後の予定 
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 

８．２４（木）第２回公共イメージ委員会 

                於・ガバナー事務所 

８．２６（土）第１回会員組織強化・ 

女性ネットワーク合同委員会 

 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． ９（土）第４回青少年交換委員会 

     於・前橋問屋センター会館 

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 

９．１０（日）第３３回福祉まつり       

於・館林市総合福祉センター 

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 

９．２１（木）第５７回館林創意くふう作品展審査会   

於・レストラン栄 

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 

１０．１４（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 

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． ２． ４（日） 

（公財）ロータリー米山記念奨学会財団 

創立５０周年記念式典 

於・グランドニッコー東京 台場 

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 ― 
幹事 中村 研司 

１．例会場・例会時間の変更 

◆館林西ＲＣ      

９月１２日（火）→ ９月１０日（日） 

 第４分区Ｂ５ＲＣ合同ガバナー公式訪問 

 会 場 ジョイハウス 

◆館林東ＲＣ      

９月１３日（水）→ ９月１０日（日） 

 第４分区Ｂ５ＲＣ合同ガバナー公式訪／懇親会 

◆伊勢崎東ＲＣ     

９月 ４日（月）→ ９月２日（土） 

伊勢崎５ＲＣ合同ガバナー公式訪問 

会 場 伊勢崎プリオパレス 

 ９月１８日（月）→ 休 会 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①第２回公共イメージ委員会のご案内 

【日 時】８月２４日（木）１４：００～１５：３０ 

【会 場】ガバナー事務所 

【登録料】なし 

②第４回青少年交換委員会のご案内 

【日 時】９月９日（土）１３：３０～１５：００ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

【登録料】なし 

◆㈶ロータリー米山記念奨学会 

「ハイライトよねやま ２０９号」 

◆館林市社会福祉協議会  

第３３回福祉まつりのご案内 

【日 時】９月１０日（日）１０：００～１５：００ 

【会 場】館林市総合福祉センター 

◆社会福祉法人 館邑会 

館邑会後援会の役員（会計）選任についてのお願い 
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◆館林発明協会 

①平成２９年度賛助会費納入についてのお願い 

【会 費】 １０，０００円 

②第５７回館林創意くふう作品展審査会及び審査員

の委嘱のご案内 

【日 時】９月２１日（木）１０：００ 

【会 場】市民レストラン栄 

③第５７回館林創意くふう作品展表彰式開催のご案

内 

【日 時】１０月５日（木）１６：００ 

【会 場】館林商工会議所 ３Ｆホール 

◆館林商工会議所  

「商工たてばやし №４０４」 
 

 

 

― 委 嘱 状 授 与 ― 

 
荒木千津子会員 

館林市緑化推進委員 

 
 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

通算２９１２回例会 出席委員会委員長 飯塚 一成 

 

 

会 員 数 ５２名 

出 席 者 数 ３９名 

欠 席 者 数 １３名 

出 席 率 ７５．００％ 

前前回修正 76.92～90.38％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム委員会副委員長 横田 善次 

 

 
毛塚 宏会員 
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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。 

 本日の卓話は、館林 RC を代表としてセブポートセンタ

ーRCを訪問された毛塚副会長の報告です。 

ご苦労様でした。よろしくお願い致します。 

★毛塚  宏会員  

 セブポートセンターRC 訪問卓話をさせていただきます

ので！ 

★中村 研司会員 

 バタバタしましたが、何とかお盆を乗り切りました。 

 次はお彼岸です。頑張ります‼ 

★新井  進会員 

 会長より花のプレゼント、喜んでいました。 

すてきなお花ありがとうございました。 

 これで 1年、カミさんに顔がたちます。 

★荒木千津子会員 大変いただきました。 

 先日はステキなお花を届け下さりありがとうございま

した。 

 またひとつ歳を重ねる事には複雑な思いもありますが

お祝いをして頂けます事はやはり嬉しい事でございま

す。丁度、本日お誕生日を迎えるにあたり充実した一年

を送る事が出来るようにと思うところでございます。 


