
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
先週の例会後、夕方にレストランつかさで、宮内ガバナ

ーエレクトのスタッフ研修会が行われました。私は会長と

して参加させていただきました。 

 太田ロータリークラブの竹内パストガバナーを講師に

お招きしてのセミナーでした。地区の１年間のスケジュー

ルを基にして、個々の行事ごとに、ガバナーのスタッフの

役割と仕事内容について約１時間のお話でした。 

 その後の質疑で、ガバナースタッフと地区の各委員会委

員長との関係、役割分担についての質問に対し竹内講師は、

ガバナーの狙いを十分踏まえた活動にするためには、ガバ

ナースタッフと委員長はお互いに連絡を取り合いながら

相談し、事前準備を進めることが大切である。この「準備

をしっかりと煮詰めることと連携の大切さ」のお話であり

ました。いろいろなことを調整しながら、スケジュールに

あわせて実施するのは大変なことで、スタッフの皆様のこ

れからの気苦労や体力、時間の大変なことが充分に理解で

きたところです。これから宮内ガバナーエレクトには、ま

すます忙しくなると思います。 私達の館林ロータリーク 

ラブから出ている宮内ガバナーエレクトがこれから十分

活躍できるように、皆様にはくれぐれもご協力の程お願い

申しあげます。 

 次に、10 月 10 日（火）槻岡ガバナー補佐とご一緒に館

林西ロータリークラブへメークアップ訪問してきました。 

そのときに お客様で見えた”邑の映画会”の 加藤一枝会

長、会員のお二人とご一緒しました。 ”大人が見守る こ

どものまなざし”として、「日本のアニメーション映画 100

年」のＰＲでした。 11月３日（金）文化の日に、邑楽町

の中野小学校で開催されます。アニメーション映画ですの

で、お孫さんたちと行かれると良いのではないかと思いま

す。チケットを頂いてきました。 受付にありますので お

持ちください。 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

１０． ６（金）ガバナースタッフ研修会           

於：つかさ本店 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・高木貞一郎 

石川 長司・浦野  隆・小池 敏郎 

後藤 英世・渋澤  勉・関口  昇 

瀬山 欣春・滝野瀬博志・田部井剛史 

長柄  純・本島 克幸・山本  樹 

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 

参加者 石川 長司・後藤 英世            

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 

参加者 上野 和路              

１０． ９（月）第３４回緑化フェスティバル      

於・市役所東広場周辺 

   参加者 霜田 昌徳 

今後の予定 
１０．１４（土）第１６回ロータリー全国囲碁大会       

於・日本棋院本院 

１０．１５（日）第６回青少年交換委員会・ 

派遣候補生第１回オリエンテーション 

於・前橋問屋センター会館 

１０．１６（月）つつじ保護育成団体設立準備会 

（発起人会）  

於・館林市役所 

１０．２１（土）第３回ガバナー補佐・委員長合同会議  

於・高崎ビューホテル 

Ｈ２９．１０．２１（土）第２回ガバナー諮問委員会               
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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     

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 

１１．１０（金） 

２０１８－１９年度理事・役員指名委員会 

                     於・増喜 

１１．１１（土）ロータリー財団補助金管理セミナー 

於・伊勢崎プリオパレス 

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 

１１．２０（月）サントリースコールサロン         

於・ジョイハウス 

１１．２３（木）イルミネーション設置作業          

於・館林駅前 

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 

１２． １（金）年次総会                

於・ジョイハウス 

１２． ２（土）イルミネーション点灯式           

於・館林駅前 

１２．２２（金）クリスマス家族会            

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． ２．１８（日）～１９日（月） 

親睦家族旅行   

於・出雲方面 

Ｈ３０． ２．２４（土）イルミネーション撤去作業          

於・館林駅前 

Ｈ３０． ３． １（木） 

第６回日台ロータリー親善会議       

於・高雄漢来大飯店 

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 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所  

①地区補助金送金のご案内 

【申請事業総額】１９６，３４４円 

【決定補助金額】＄１，０１３  

【レート】１＄＝１１２円 

【地区より送金額】１１３，５１１円 

 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会  

→ 「ハイライトよねやま ２１１号」 

 

◆館林市役所 → つつじ保護育成団体設立準備会

（発起人会）の開催についてのご案内 

【日 時】１０月１６日（月）１４：００～ 

【会 場】館林市役所 ３階 政策審議室 

 

◆館林商工会議所  

→ 「商工たてばやし №４０６」 
 

 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

            委員長 飯塚 一成 

通算２９２０回例会 

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 69.23～80.77％ 
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― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム委員会 委員長 小島博夫 

 
米山奨学委員会委員長 石川長司 

 

10 月は米山月間です卓話させて頂きます。 

そして、米山財団設立 50周年記念を迎えました。 

米山記念奨学会についてご説明をさせて頂きたいと

思います。 

 米山記念奨学会は、65 年前の 1953年東京ロータリ

ークラブで奨学事業が立案され 1967 年に文部省から

財団法人の認可を得て財団法人ロータリー米山記念

奨学会が設立されました。2012 年公益財団法人へ移

行され本年 2017年 7月に財団設立 50周年を迎えます。 

これまでに 124 の国と地域から 19,700 名を超える奨

学生を支援しています。 

2840 地区では 360 名以上の奨学生を支援してきまし

た。 

その後、奨学生達は国内外の於いてそれぞれ活躍さ

れています。今年度も 22 名の奨学生を支援していま

す。 

国別の内訳は中国 8 名（全体の 35 パーセントに当

たります）ベトナム 4 名、マレーシア 2 名、ラオス、

モンゴル、カンボジア、スリランカ、台湾、インドネ

シアがそれぞれ 1名の 10カ国にわたっています。 

大学別では群馬大学 7 名、高崎経済大学 4 名、上武

大学 4名、共愛学園前橋国際大学 2 名、関東学園大学

2 名、前橋工科大学 1名、東京福祉大学 1 名、群馬県

立女子大学 1名の 8大学です。 

 

 
― 放映をした DVD ― 

   

 

 

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
委員長 岡田雅一  

★瀬山欣春会長 大変いただきました。 

 石川米山委員長、本日の卓話をよろしくお願いいたしま

す。 

★毛塚 宏副会長 

本日、所用にて副幹事共々早退させて頂きます。 

石川委員長の卓話が聞けず残念ですが申し訳ございま

せん。 

★野辺昌弘会員  

 石川米山奨学委員長の卓話を楽しみにしております。 

★石川長司会員 

 本日、卓話の時間で米山月間として財団設立 50 周年記

念のお話をさせて頂きますので。 


