
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 私事ですが、先週の例会後、軽い脳梗塞になりました。

一つ目の症状は、例会の挨拶の一部が私の記憶から飛んで

しまいました。 メモを見ながらおかしいと思い、その件

を話したかどうか会員の二人に確認しましたところ、二人

ともその件は話をしていました。とのことです。  自分

は、記憶に残っていない。そしてその夜、テレビに映る人

の顔を見ていたら、左は良く見えているのに右半分がボケ

てしまっていて、何とも見えにくくなっていました。左右

片方づつ確認しても同じでした。館林厚生病院に夜間緊急

診察で看ていただきました。軽い一過性の脳梗塞で、五日

間検査の入院をしました。 今は何の障害も残っていませ

んのでご安心ください。 又、皆さまもどうぞお身体に充

分ご留意ください。 

 一昨日の１０月２４日が、世界ポリオデーということで、

館林ロータリークラブとしてのポリオ撲滅活動のＰＲイ

ベントとして、只今館林ショッピングセンターつつじの里

のアゼリアモールの通路にて館林ロータリークラブの活

動と、ポリオ撲滅活動のＰＲ展示会を行っています。併せ

て募金活動も計画しています。 

 この展示会の展示パネルは以前、数年前に行った、展示

会のパネルを一部修正と最近の活動の新しいパネルを追

加して、谷田川財団常任委員長や、(株)亜聖の小島会員に

協力をいただき作成したものです。 もちろん地区から配

布されたポリオ撲滅キャンペーン・パネルも展示していま

す。展示通路は、２３日の午後から多くのの皆さまにご協

力いただき、きれいに展示が完了しています。期間は、２

４日から１１月の５日までの展示です。 又、２９日の日

曜日にはポリオ撲滅の為の募金活動を現地で行います。  

会員の皆さまには、ＰＲと募金活動の現地立合いに、ご協

力をお願いいたします。 

 次に、１１月１９日（日）に高崎アリーナで行われる地

区大会は、全員登録で行われます。 すでに館林クラブは、

全員の登録を済ませています。 大会の最後には、次期大

会開催地館林のＰＲが予定されています。 今、ＰＲ用の

横断幕を原パスト会長にお願いして作成中です。 来週は

文化の日祝日で例会がお休みですので、１０日の例会にて、

垂れ幕の披露を行いと思っています。 地区大会の会場で、

館林ロータリークラブの皆様全員で次回開催地の館林を

ＰＲしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

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 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・齊藤  要 

１０．２１（土）第２回ガバナー諮問委員会       

於・高崎ビューホテル 

   参加者 高木貞一郎・宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋 

齊藤  要 

１０．２１（土）第３回地区補助金委員会        

於・高崎ビューホテル 

   参加者 毛塚  宏・長柄  純 

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 

   参加者 毛塚  宏・上野 和路・小池 敏郎 

小暮 雅𠀋𠀋・宮内 敦夫・山本  樹 

１０．２３（月） 

ポリオ撲滅キャンペーン展示パネル設置作業 

於・アゼリアモール 

   参加者 中村 研司・小池 敏郎・小暮 雅𠀋𠀋 

田部井剛史・根岸 利正・谷田川敏幸 
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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 

   参加者 青山 守治・石川 長司・岡田 雅一 

小池 敏郎・後藤 英世・鈴木 雅男 

関井 宏一・橋本 文華・原  初次 

本島 克幸 

１０．２５（水） 

瀬山年度 第２回親睦ゴルフコンペ懇親会  

於・つかさ本店 

   参加者 中村 研司・新井  保・ゴルフ参加者 

１０．２６（木）ガバナー補佐会議打合せ会議 

               於・サテライト事務所 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・小池 敏郎 

渋澤  勉・滝野瀬博志・本島 克幸 

谷田川敏幸・山本  樹・中村 研司 

今後の予定 
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 

１０．２９（日）ポリオ撲滅キャンペーン募金活動 

 於・アゼリアモール 

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． ６（水）第５２回小・中学校特別支援学級 

特別支援学校合同お楽しみ会 

於・館林市文化会館 

 

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 

◆前橋中央ＲＣ       

１１月 ８日（水）→ 休 会 

１１月２２日（水）→ １１月１９日（日）地区大会 

会 場 高崎アリーナほか 

１１月２９日（水）→ 家族ボウリング例会 

点 鐘 １８：００ 

会 場 エメラルドボウル 

◆伊勢崎南ＲＣ       

１１月２８日（火）→ 休 会 

１２月１９日（火）→ クリスマス夜間例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 プラザ・アリア 

◆桐生西ＲＣ        

１１月 ３日（金）→ 休 会 

１１月１７日（金）→ １１月１９日（日）地区大会 

１１月２４日（金） 

→ 姉妹クラブ釜山新西面ＲＣ歓迎夜間例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 桐生プリオパレス 

◆富岡中央ＲＣ       

１１月 ２日（木）→ 移動例会（職場訪問） 

時 間 １１：００～１１：４５ 

会 場 富岡市役所新庁舎 

１１月１６日（木）→ １１月１９日（日）地区大会 

会 場 高崎アリーナ 

１１月２３日（木）→ 休 会 
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◆伊勢崎南ＲＣ       

１１月２８日（火）→ 休 会 

１２月１９日（火）→ クリスマス夜間例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 プラザ・アリア 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所  

①２０１７年１１月のロータリーレート  

１ドル＝１１４円 

②２０１７－１８年度地区大会決議案 

（２０１９年規定審議会提出立法案）のご送付 

 

◆稲田 信昌インターアクト委員長 

→ インターアクター地区大会参加再度のお願い 

 

◆高崎ＲＣ地区大会実行委員会  

→ 地区大会ご利用交通手段のお伺い 

 

◆館林城弓会  

→ 第５回邑楽館林弓道大会ご協賛の御礼状 

 

◆館林市立第十小学校  

→ 第５２回小・中学校特別支援学級・ 

特別支援学校合同お楽しみ会のご案内 

【日 時】１２月６日（水）１０：００～１２：００ 

【会 場】館林市文化会館 小ホール 

 

― お 客 様 ― 

 
足利ロータリークラブ 

   会長 藤生浩貴様   幹事 羅田秀顕様 

 

 

 

◇◇ 使用済み切手寄贈 ◇◇ 
 

有限会社新成・新井薬局様 

 

 

 

◇◇ 委 員 会 報 告 ◇◇ 
◎親睦活動委員会 委員長 関井宏一  

 
瀬山年度 第２回親睦ゴルフコンペ 10月 25 日（水） 

     ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ 

優 勝 本島克幸会員 

準優勝 橋本文華会員 

第 3位 岡田雅一会員 

 

RI 第２８４０地区第４分区１０クラブ親睦ゴルフ大会 

団体 5位 
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◎ロータリー財団常任委員長 谷田川敏幸  

ポリオ撲滅キャンペーン並びに公共イメージを兼ねた 

パネル展示と募金活動を実施しました。 

パネル展示期間 10月 24 日～11月 5日 

世界ポリオデー 募金活動日 10 月 29日 

館林ショッピングセンターつつじの里アゼリアモール  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

              委員長 飯塚 一成 

通算２９２２回例会 

会 員 数 ５２名 

出 席 者 数 ３３名 

欠 席 者 数 １９名 

出 席 率 ６３．４６％ 

前前回修正 73.07～88.46％ 

 

 

― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム委員会 委員長 小島博夫 

 
館林高校インターアクトクラブ 

顧問教論    森田 規子先生 

インターアクト 新井 涼太くん 佐藤 颯くん 

         長岐優之介くん 

 

10 月 27 日、ロータリークラブの例会に生徒とおじゃま

しました。生徒は、２年 新井 涼太・佐藤 颯、１年 

長岐 優之介の３名です。彼らは、今夏７月２２日に行

われた「インターアクト年次大会」に参加しました。２

年の新井君からは、午前中に行われた基調講演の報告を

させていただきました。同じく佐藤君からは、午後の分

科会で「茶道」を体験したことを発表させていただきま

した。生徒たちは、講演や分科会から新しいことを学び、

大変貴重な体験をさせていただいたと話しています。 
 今後も生徒には地域の活動に参加して、自ら活躍でき

る場を発見してほしいと考えています。ロータリークラ

ブの皆様には、これからもその場を与えていただきます

よう、よろしくお願いいたします。 
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ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
委員長 岡田雅一  

★足利ロータリークラブ  

 会長 藤生浩貴様 幹事 羅田秀顕様 

 本日は、足利ロータリークラブの会長・幹事共々訪問を

させて頂きまし。1957 年に準会がスポンサーをさせて頂

いて以来、永らく交流が途絶えておりましたが、これを

機に貴会と交流を深めさせて頂ければ嬉しい限りです。 

 本日は宜しくお願い致します。 

★瀬山欣春会長 大変いただきました。 

 館林高校インターアクトクラブ顧問の森田先生と新井

君、佐藤君、長岐君いらっしゃいませ。 

 足利ロータリークラブの藤生会長と羅田幹事のご来訪

を歓迎いたします。 

★中村研司幹事 

 お世話になっております。足利 RC 会長藤生様・幹事羅

田様、ようこそ館林へ 

★高木貞一郎 PG 

 足利クラブ藤生会長、羅田幹事さんをお迎えして我々の

生みの親です。ごくろうさまです。 

★野辺昌弘会員 

 スポンサークラブの足利 RC から藤生会長、羅田幹事さ

んのご来訪を歓迎いたします。 

★小暮雅丈会員 

 足利ロータリークラブの藤生会長、羅田幹事 

 館林までご苦労様です。また高崎の地区大会でお会いし

ましょう。 

★多田善洋会員 大変いただきました。 

 衆議院選挙ではお世話になりました。笹川代議士も 3 回

目の当選をはたせました。ありがとうございます。 

★本島克幸会員 

 第 2回親睦ゴルフコンペで優勝させて頂きました。 

★関井宏一会員 大変×６倍いただきました。 

 先日は、母の葬儀で大変お世話になりました。 

 また、親睦ゴルフにおいてもお世話になりありがとうご

ざいました。 

★古川正道会員 大変いただきました。 

 信楽たぬきの日のご案内です。遠い所ですが楽しい催し

ですので行ってみまさんか。 

★山本 樹会員 

 イルミネーション設置作業は 11月 23日です。お世話に

なります。また、11 月 16 日谷田川倉庫でイルミ点検作

業です。よろしくお願いします。 

 森田先生、館林インターアクトクラブの皆さんようこそ

おいで下さいました。 

★橋本文華会員 

 第 2回親睦ゴルフコンペで準優勝させて頂きました。 

 


