
 

点 鐘・ソング 我 等 の 生 業 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 秋雨前線の影響で、雨模様の日が続いています。 寒暖

の差が激しく、１０度以上の温度差に震える思いです。群

馬と長野の県境 渋峠では真っ白な雪景色の便りが来ま

した。くれぐれも体調にはご留意ください。 

 本日、皆様の各テーブルに配布しました”やっぱりトロ

ントへ行こう！！”のご案内が来ておりま１１月１０日締

切りです。都合のつく方はぜひお申込みください。 

今月の２４日が世界ポリオデーになっています。館林ロー

タリークラブでは、ポリオをメインにしたクラブのＰＲ展

示会を計画しています。 谷田川財団常任委員長が中心に

なり、本日開店となった館林つつじの里ショッピングセン

ターのゼリアモール通路をお借りして、 期間は、１０月

２４日から、１１月５日（日）までです。  詳細は後ほ

ど谷田川常任委員長より説明がありますので、皆さまのご

協力をお願い致します。 

 次に１６日(月）、つつじ保護育成団体設立準備会（発起

人会）があり、出席してきました。皆様のお手元に配布致

しました２部の資料です。  

１、「(仮称) 館林つつじサポーターズ倶樂部」 ご入会の

ご案内(黄色） 

２、「(仮称) 館林つつじサポーターズ倶樂部」 設立総会

のご案内 

 設立趣意書にもありますが、国の名勝「躑躅ケ岡」の指

定され、本市の最大の観光名所であり、観光振興、地域活 

性化のために一層の発展が期待されています。     

 

そのために、これからは国内だけでなく海外にも戦略的に

発信していくとともに、新たに、『日本遺産（Ｊａｐａｎ 

Ｈｅｒｉｔａｇｅ）』の認定を目指した積極的な活動が必

要であると考えます。 

 この会は、館林市の特筆すべき宝であり、かけがえのな 

い財産であるつつじが岡公園を永続的に守り、後世に引き

継いでいくため、保護育成に関わる事業や歴史的 ・文化

的価値の発信及び啓発に努めることを目的としており、 

つつじが岡公園の発展のための活動をサポートしてくだ

さる会員を募集しています。 

 私としては、理事会に諮り、クラブとして応援していき

たいと考えます。 また、皆さまにはぜひ個人会員として

参加頂き 「(仮称) 館林つつじサポーターズ倶樂部」 が

大勢の人達で支えられる倶樂部としてスタートできます

ようご理解とご協力併せてお願いいたします。  

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

 

１０．１３（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・瀬山  欣・高木貞一郎 

滝野瀬博志・田部井剛史・中村 研司 

       長柄  純・野辺 昌弘・谷田川敏幸 

山本  樹・事務局 

 

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 

   参加者 後藤 英世 

 

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 

   参加者 瀬山 欣春 
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今後の予定 
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 

１０．２１（土）第２回ガバナー諮問委員会       

於・高崎ビューホテル 

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 

１０．２７（金）創立６０周年第２回記念式典部会     

於・ジョイハウス 

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 

Ｈ３０． ６．２３（土）～２７（水） 

トロント国際大会     

於・カナダ トロント 
 

― 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       

１１月１４日（火）→ 早朝例会 

点 鐘 ６：００ 

会 場 神光寺 

１１月２１日（火）→ １１月１９日（日）地区大会 

時 間 ９：３０～１７：００ 

会 場 地区大会 高崎アリーナ 

懇親会  メトロポリタン高崎 

 

◆太田西ＲＣ       

１１月 １日（水）→ 移動例会 

           社会見学「多胡碑」 

１１月２２日（水）→ １１月１９日（日）地区大会 

１１月２９日（水）→ 夜間親睦例会 

点 鐘 １８：３０ 

２．会報、週報 

◆館林西ＲＣ → 会 報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

①２０１６－１７年度地区資金会計報告書 

②トロント国際大会地区ツアーのご案内について 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会  

→ 米山功労者感謝状（礼状） 

◆館林東ＲＣ  

→ 第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会組み合わ

せ表 

◆安中ＲＣ  

→ 第１７回ＲＹＬＡ研修会詳細のご案内 

◆㈱和光 → カタログ 
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― お 客 様 ― 
ピュア代表 宮内ゆり子様 

 

◇◆ 使用済み切手寄贈 □□ 
株式会社 小暮商店様 高木経理事務所様 

 

― 米山功労者受賞者 ― 

 
第６回米山功労者 原 初次会員 

 
第５回米山功労者 堀口一宇会員 

 
第４回米山功労者 松本耕司会員 

 
第１回米山功労者 鈴木雅男会員 

◇◇ 委 員 会 報 告 ◇◇ 
◎ロータリー財団 常任委員長 谷田川敏幸 

 10月 24日は「世界ポリオデー」です。 

 館林ロータリークラブではパネルの展示を下記の通り

実施しております。皆様のご協力をお願い致します。 

 場 所 アゼリアモール（旧アピタ）１階通路 

 期 間 10月 24 日（火）～11月 5日（日） 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

           副委員長 田部井孝一 

通算２９２１回例会 

会 員 数 ５２名 

出 席 者 数 ３４名 

欠 席 者 数 １８名 

出 席 率 ６５．３８％ 

前前回修正 67.31～82.70％ 

 

― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム委員会 委員長 小島博夫 

 
ピュア代表 宮内ゆり子様 

テーマ「司会のワンポイント」 

司会者として気をつけたい事・ポイントなどを少々

お話させて頂きます。 
〇腹式呼吸の基本 
マイクを使ってより司会の声を届けやすく、聞きや

すくする発声はやはりお腹から声を出すという事

が大切。腹式呼吸がわからない方は…寝ている時に

行っている呼吸ですので、仰向けになりリラックス

した状態でそのまま声を出してみるとよいでしょ

う。手をお腹に当てて、声を出す時にお腹が膨らん

でくれば腹式呼吸 OK です。これを意識できたら、

次は起き上がり同じ感じで声を出してみましょう。 
〇トークのスピード 
司会をする上では日常会話の言葉のスピードより

かなり遅めを意識して話をすすめる。 
自分の中ではこれでは遅いかな？と思ってしまう

くらいのゆっくりとした言葉のリズムを心がける

事で聞きては理解しやすくなります。 
〇台本へのブレスの書き込みチェック 
長い文章を読む時は台本に息継ぎの斜め線【 ／ 】
を書き込む事で１つ１つの言葉を発しやすく、文を

より滑らかに読みやすくなります。人によってブレ

スしやすい部分は異なりますが自分の癖など把握
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し、読みやすくする工夫をブレスでしていきましょ

う。言葉噛みの防止にも繋がるかも…。 
〇苦手音を言いやすくなる魔法の[ん] 
誰しも苦手音があるもの。 
例えば[さ行]が苦手で「〇〇させて頂きます」が言

いにくい人…。こんな時に魔法の[ん]が効果があり

ます。「させて」を「さんせんてん」というように

文字間に「ん」を挟んで練習してみてください。こ

れを繰り返して発声すると、、、「させて頂きます」

も言えるようになりますよ。もちろん苦手言葉は焦

らずゆっくり発声しましょう！ 
ぜひお試しを！ 
そして最後に司会で最も大切なものは… 
活字に無い声という音の温度です。 
言葉には温度があります。 
この温度は不思議と話し手の表情から繋がり生ま

れるもの。 
口角を上げて明るい笑顔で発した音は、笑顔の色を

持つ声になり、心にとどく言葉になります。聞き手

の心に近づく言葉で司会をする事が魅力的なトー

クの基本でもあるというのが私の持論の１つです。 
いつも豊かな心を持ち合わせた司会者でありたい

ものですね。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 本日のお客様ピュア代表宮内ゆり子様のご来訪を歓迎

致します。卓話を楽しみにしております。 

★毛塚 宏副会長 

 大変、大変申し訳ございませんが、本日も早退をさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

★中村研司幹事 

 宮内様、本日は卓話を快くお受けいただきありがとうご

ざいます。楽しみにしております。 

★松本耕司会員 大変いただきました。 

 大変お騒がせ致して居ります。総選挙も残り 2 日となり

ました。明日から天候を悪いようですが是非、投票をし

て頂きたいと思います。また本日米山功労賞を頂戴し有

難うございます。 

★堀口一宇会員 

 この度、米山功労賞をいただきまして有難う御座いまし

た。 

★田部井孝一会員 

 久しぶりに出席報告をさせて頂きますので 

★原 初次会員 大変いただきました。 

 米山功労者として功労賞をいただきましたので 

★小島博夫会員 

 本日は、ピュア代表宮内様をお迎えして司会のワンポイ

ントをお伺いいたしますので 

★多田善洋会員 大変いただきました。 

 議会中の為なかなか出席がかないませんが 10月 22日投

票日には家族の方にお声がけを頂き持続可能な選択を

お願い致します。 

★鈴木雅男会員 

 ピュア代表の宮内ゆり子様、本日は卓話ありがとうござ

います。よろしくお願い致します。 

 また、米山功労賞もいただいました。 

 


