
 

点 鐘・ソング 我 等 の 生 業 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 

10 日(日）のガバナー公式訪問では、皆様のご協力とご

支援によりまして、クラブとしての 1大イベントが終了す

ることが出来まして、私の肩の荷が半分になったような気

持ちです。 

 田中ガバナーと、槻岡ガバナー補佐そして、広瀬地区幹

事と副幹事そして地区大会キャバン隊の皆様には大変お

世話様になり有難うございました。また本日は続けてのご

来訪を歓迎申し上げます。  田中ガバナーには後程お話を

賜ります。よろしくお願い致します。 

ガバナー訪問の翌 11日には、槻岡ガバナー補佐から無

事にガバナー公式訪問が終了し、会員のご協力に対するお

礼の電話を頂きました。「会員の皆様に、よろしくお伝え

ください。」とのことでした。 

 当日、田中ガバナーには沢山のご指導、ご示唆を頂き

有難うございました。特に会員増強については、一昨年 11

月に卓話講師としてご来訪いただき「会員増強について」

のお話をしていただいておりましたが、一度や二度聞いて

も、なかなか身に付かない私であります。あらためて会員

増強の目的や勧誘の仕方などいろいろご指導、勉強させて

いただきました。 

「ガバナーが一割増強というから入会してください。」

ではダメです。 「世界に誇れるロータリ－クラブの会員

になって、一緒に活動をしよう。」ということが大切であ

る。 それには自分がロータリークラブの会員になって、

一緒に活動をしよう。」ということが大切である。 それ

には自分がローガン「ロータリ－のある人生を誇りにしよ

う」の思いを深く感じとりました。 

候補者へのアタック方法について、更に増強委員会で研

究しながら取り組んで行きたいと思っています。 

 会員の皆様にお願いです。 世の中には、今すでにロ

ータリアンにふさわしい人は多くはいないと思います。特

に若い人は少ないでしょう。 完全な人間はおりません。

将来ロータリアンにふさわしくなって戴けるように、私た

ちでロータリーのことを教えていければいいと思ってい

ます。 

会員の皆さん そのような将来性のある若者を一人で

も多くご紹介ください。会員増強 目標は 5人、気持ちは

10 人です。よろしくお願いいたします。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

９． １（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・小暮 雅𠀋𠀋・石川 長司 

浦野  隆・小池 敏郎・後藤 英世 

渋澤  勉・関井 宏一・関口  昇 

高木貞一郎・田部井剛史・中村 研司 

長柄  純・野辺 昌弘・原  初次 

本島 克幸・谷田川敏幸・山本  樹 

事務局 

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 

   参加者 宮内 敦夫・田部井剛史 

９． ８（金）第１回会員増強委員会        

於・吉川 

   参加者 瀬山 欣春・中村 研司・小池 敏郎 

関口  昇・泉田 嘉弘・古川 正道 

堀口 一宇・松田  久 

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       

参加者 ３８名 

 

 

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日 
Club ID  １３９５６ 
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９．１２（火）第１９回たてばやし国際交流まつり  

実行委員会及び部会 

於・館林市役所 

参加者 上野 和路  

 

今後の予定 
９．１６（土）第４回青少年交換委員 

於・前橋問屋センター会館 

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 

９．１９（火）瀬山年度第１回親睦ゴルフコンペ 

於・唐沢ゴルフ俱楽部 三好コース 

９．２０（水）緑化フェスティバル打合せ会議 

於・館林市役所 

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）青少年交換派遣学生選考会 

 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 

９．２４（日）米山記念奨学会カウンセラー研修会 

於・前橋問屋センター会館 

９．２４（日）米山記念奨学セミナー 

於・前橋問屋センター会館 

９．２５（月）創立６０周年第１回記念式典部会 

  於・ジョイハウス 

９．２９（金）創立６０周年第２回実行委員会 

   於・ジョイハウス 

１０． ３（火）館林市健康づくり推進協議会 

   於・館林市役所 

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． ７（土）青少年交換プログラム 

移動オリエンテーション 

於・沼田方面 

１０． ８（日）館林市小学生スクラップコンテスト 

表彰式 

於・館林市文化会館 

１０． ９（月）平成２９年度健康づくり推進大会 

・館林市社会福祉大会 

 於・三の丸芸術ホール 

１０．１４（土）第１６回ロータリー全国囲碁大会 

 於・日本棋院本院 

１０．２１（土）第３回地区補助金委員会 

     於・高崎ビューホテル 

１０．２１（土）館邑会秋まつり 

         於・第二陽光園 

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 

１０．２２（日）邑楽館林弓道大会          

於・館林市城沼弓道場 

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． ５（日）地区大会記念チャリティーゴルフ大会 

於・サンコー７２カントリークラブ 

１１．１８（土）地区指導者育成セミナー 

     於・高崎ビューホテル 

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研修セミナーパートⅢ 

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 

◆館林東ＲＣ       

１０月１１日（水）→ １０月９日（月）「たてばやし

ウォークラリー」 

受  付 ８：００ 

開 会 式 ８：３０ 

スタート ９：００ 

集合場所 城沼陸上競技場 

◆太田西ＲＣ        

９月２７日（水）→ 夜間親睦例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 朝日 

◆前橋南ＲＣ       

９月１３日（水）→ ９月１５日（金） 

前橋西・東・南ＲＣ合同夜間例会 

９月２７日（水）→ お月見例会 

会 場 「椿家」元総社本店 
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◆前橋中央ＲＣ      

９月２０日（水）→ ９月１６日（土）群馬県ＲＣ野球

大会 

会 場 桃ノ木川グラウンド 

９月２７日（水）→ 夜間例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 豊田屋旅館本館 

◆富岡中央ＲＣ      

９月２１日（木）→ 移動例会 

点 鐘 １０：００ 

会 場 丹生湖管理棟事務所 

◆富岡かぶらＲＣ     

９月２６日（火）→ 夜間通常例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 アミューズ 

１０月 ３日（火）→ １０月１日（日）ガバナー公式

訪問 

時 間 １０：００～１９：３０ 

会 場 アミューズ 

１０月１０日（火）→ 休 会 

１０月１７日（火）→ １０月１８日（水）～１９日（木） 

        長泉ＲＣにメーク 

米山梅吉記念館 米山梅吉翁 墓参

１０月２４日（火）→ １０月２５日（水）富岡３ＲＣ

合同例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 磯部ガーデン 

◆藤岡ＲＣ         

９月２８日（木）→ １０月１日（日） 

田中久夫ガバナー第６分区合同公式訪問 

会 場 ホテルアミューズ富岡 

１０月１２日（木）→ １０月８日（日）地区補助金事

業 

「安心安全生活支援セミナー＆コンサート」 

開 演 １３：３０ 

会 場 藤岡市・みかぼみらい館 

１０月２６日（木）→ １０月２２日（日）親睦家族旅

行 

◆藤岡南ＲＣ        

９月２２日（金）→ 休 会 

９月２９日（金）→ １０月１日（日） 

田中久夫ガバナー第６分区合同公式訪問 

会 場 ホテルアミューズ富岡 

１０月１３日（金）→ 休 会 

１０月２０日（金）→ １０月１９日（木） 

岩手県 山田ＲＣ訪問 

◆伊勢崎東ＲＣ       

９月２５日（月）→ 夜間例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 伊勢崎プリオパレス 

１０月 ９日（月）→ 休 会 

１０月３０日（月）→ 休 会 

 

２．会報、週報 

◆大泉ＲＣ → 週 報 

◆館林東ＲＣ → 会 報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 →  

①宮内ガバナーエレクト事務所 開設のお知らせ 

②ガバナー月信９月号のご送付 

③地区補助金Ｗｅｂシステムの担当者等登録につい

て 

④青少年交換プログラム移動オリエンテーションの

ご案内 

【日  時】１０月７日（土）７：５０～１９：００ 

【内  容】陶芸＆そば打ち体験とりんご狩り」 

（沼田方面） 

【集合場所】ヤマダ電機ＬＡＢＩ１高崎 

（ＪＲ高崎駅東口） 

【登 録 料】なし 

⑤第３回地区補助金委員会のご案内 

【日 時】１０月２１日（土） 

１３：００～１７：００ 

【会 場】高崎ビューホテル 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 →  

「ハイライトよねやま ２１０号」 

◆セブ・ポートセンターＲＣ →  

口唇口蓋裂で生まれた恵まれない子供達の無料再建

手術と治療支援のお願い 

◆高崎ＲＣ →  

地区大会 次年度大会開催ホストクラブ挨拶のお願

い 

◆高崎東ＲＣ →  

地区大会記念チャリティーゴルフ大会のご案内 

【日 時】１１月５日（日） 

【会 場】サンコー７２カントリークラブ 

【参加費】個人戦 １名５，０００円 

（チャリティー１，０００円含む） 

     団体戦 １クラブ１０，０００円 

（クラブ上位３名のネットスコア合計） 

【プレーフィー】各自精算    

セルフプレー食事付１１，３００円 

キャディー・食事付１４，８００円 

【受 付】７：００～ 

（各自４０分前までに受付をお願いします。） 

【スタート】８：０３～  

東コース・西コース６コース同時スタート 

◆館林市市役所 →  

①平成２９年度複十字シール運動募金協力のお願い 

②館林市健康づくり推進協議会委員の委嘱状交付 

並びに協議会開催について（上野会員宛） 

【日 時】１０月３日（火）１４：００～ 

（１時間程度） 

 【会 場】館林市役所 ５０３会議室 
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③平成２９年度健康づくり推進大会並びに 

館林市社会福祉大会のご案内（上野会員宛）

【日 時】１０月９日（月） １３：００～ 

【会 場】館林市三の丸芸術ホール 

◆館林市国際交流協会 → 第１９回たてばやし国

際交流まつり協賛のお願い 

１口 ３，０００円（１口以上） 

◆館林城弓会 → 邑楽館林弓道大会支援ご協賛の

お願い 

１口 ３，０００円  ２口 ５，０００円 

【日 時】１０月２２日（日）９：００～１６：００ 

【会 場】館林市城沼弓道場 

【参加者】１７０名以上 

◆社会福祉法人館邑会 →  

館邑会秋まつりのご案内 

【日 時】１０月２１日（土）（雨天中止） 

１０：３０～受付 

１１：００ 開会式 

１１：３０ アトラクション 

１４：００ 閉会式 

【会 場】第二陽光園 

◆㈲富田新聞店 → 館林市小学生スクラップコン

テスト選考会と表彰式のご案内 

＜選考会＞  

【日 時】９月１２日（火）１５：００～ 

【会 場】館林市第一小学校 

＜表彰式＞  

【日 時】１０月８日（日）１０：００～ 

【会 場】館林市文化会館 

◆館林商工会議所 →  

「商工たてばやし №４０５」 
 

― お 客 様 ― 
国際ロータリー第２８４０地区 

        ガバナー 田中 久夫様 

        地区幹事 広瀬 雅美様 

       地区副幹事 大草 良広様 

大泉ロータリークラブ 

第４分区 Bガバナー補佐 槻岡 行支様 

 

 
 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

             委員長 飯塚 一成 

通算２９１６回例会           

会 員 数 ５２名 

出 席 者 数 ３６名 

欠 席 者 数 １６名 

出 席 率 ６９．２３％ 

前前回修正 80.77～84.62％ 

 

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

 
クラブ管理常任委員長 毛塚 宏会員 

イアンＨ．Ｓ．ライズリーＲＩ会長のテーマ「ロータ

リー：変化をもたらす」を踏まえ、田中久夫ガバナーは

2017－2018 年度地区目標を「ロータリーのある人生を誇

りにしよう」としました。 

クラブ管理運営常任委員会では、まず、会場運営委員

会には中堅の渋澤委員長にお願いし、出席、ニコニコＢ

ＯＸ委員会は田中ガバナーが会員増強セミナーでお話

しされた「よそ者・馬鹿者・若者」の入会を促進し役職

を与えよとの趣旨から瀬山会長が、出席委員長を飯塚会

員にニコニコＢＯＸ委員長を岡田会員にと当クラブき

っての若手に御願いしました。 

そしてプログラム・健康増進委員長には直前幹事の小

島委員長に御願いを致しました、この体制で事業計画と

しては会員増強純増１割（現在目標５名中３名の入会）、

瀬山年度の各委員会の事業計画へのサポート、各委員会

の事業計画の理事会等での周知を図りたいと思います。 

１年間、どうぞ、宜しくお願い致します 

 
公共イメージ常任委員長 小池 敏郎会員 

これまでロータリークラブといえばあまりめだ

たない方が良いと言われていましたがロータリー
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クラブも変化をもたらすと言うことで、それには

クラブが元気にならなければなりません。 

会員が減少している事では元気にはなりません。 

会員組織常任委員会等との会合を毎月設け会員の

増強に努めたいと考えています。 

また、当クラブは６０周年を迎えます。その記念

事業等をマスコミや公共機関を活用しロータリー

クラブの活動をアピールする予定となっておりま

す。 

全会員が力を合わせて会員増強の目標を達成しま

しょう。宜しくお願い致します。 

 
会員組織常任委員長 古川 正道会員 

方  針 

瀬山欣春 会長のクラブ目標でもある地区数値目標を達

成するために「会員増強・職業分類委員会」と連携し、

全会員と協調して取組む。 

事業計画 

（１）インフォーマル・ミーティングを随時開催し情報

交換をする。  

（２）新入会員候補の推挙を促す 

（３）６０周年記念事業の成功 

（４）会員増強（純増５名の達成） 

以下✻印項目は9/8(金)のインフォーマルミーティング

にて提案された事項 

✻新入会員候補者の名前を先ず挙げて頂くことに重

点を置く。 

✻会員増強関係委員は、例会時等を中心として直接

個々の会員にお声掛けをし、新入会員候補者の名前

を推挙させることに務める。 

✻その為、従来使用していた「ロータリークラブ入会

推薦候補者」用紙を館林ロータリークラブ会員に直

接配布して記入を求めることはしない。 

✻新入会員候補者の勧誘にあたっては、「ロータリー

の友」最近号と「入会申込書」「館林ロータリーク

ラブパンフレット」の３点を携行し、 

入会への理解を深めて頂くことに務める。 

✻場合により、会員を小班に分け、グループディスカ

ッションを行い、会員増強の取り組みを行う。 

   
ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

委員長 岡田 雅一  
★槻岡行支ガバナー補佐 
 田中ガバナー公式訪問では大変お世話になりました。 

 ロータリアンとして楽しい毎日でありますよう願っ

ております。 
★広瀬雅美地区幹事 
 本日はお世話になります。 
★瀬山欣春会長 大変いただきました。 
 本日は、田中ガバナー・槻岡ガバナー補佐・広瀬地区

幹事・大草副幹事 続けてのご来訪を歓迎いたします。 
★毛塚 宏会員 
 田中ガバナーご一行様メークありがとうございます。 
 今年２回目の卓話をさせていただきますので。 
★高木貞一郎パストガバナー 
 田中ガバナーを再度お迎えして・・・。 
★宮内敦夫ガバナーエレクト 大変いただきました。 
 田中ガバナー・槻岡ガバナー補佐・広瀬幹事・大草副

幹事、皆様ようこそおいで下さいました。 
 よろしくお願いいたします。 
★野辺昌弘会員 
 田中久夫ガバナーをはじめ地区役員皆様のご来訪を

歓迎いたします。 
★松本耕司会員 大変大変いただきました。 
 １０日の５クラブ合同公式訪問時には、田中ガバナー

様の講評に感動致しました。また本日我がクラブへス

タッフと共にお越し頂き心より感謝申し上げます。 
★坂村吉保会員 
 妻の誕生日に立派な花をありがとうございました。 
★小暮雅丈会員 大変いただきました。 
 田中ガバナー・広瀬地区幹事・大草副幹事・遠くより

２回続けてのご来訪ありがとうございます。 
 槻岡ガバナー補佐のメークありがとうございます。 
★小池敏郎会員 
 田中ガバナー先日の５クラブ合同公式訪問では大変

お世話になりました。また本日ガバナーはじめ多くの

方のメークご苦労様です。 
★長柄 純会員 
 田中ガバナーの再訪に感謝申し上げます。 
★渋澤 勉会員 
 お世話になります。田中ガバナー・地区役員の皆様の

ご来訪を祝して。 
★関井宏一会員 
 ガバナーのご来訪ありがとうございます。 
★古川正道会員 
 会員増強についてお話をさせて頂きます。会員各位の

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 
★後藤英世会員 
 田中ガバナー・地区役員の皆様ご来訪ありがとうござ

います。 
★橋本文華会員 大変大変いただきました。 
お誕生日に素敵な花束を頂きありがとうございます。 
田中ガバナー・地区役員の皆様ご来訪ありがとうござ

います。 
 
 


