
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 １０月２４日から今月の５日までの館林ロータリーク

ラブの展示会と、募金活動には、大勢の皆さまご協力をい

ただき、無事に終了することが出来ました。館林ケーブル

テレビの取材があり、１１月３日から放送されました。 

又、上毛新聞にも掲載されました。クラブの活動と、ポリ

オ撲滅のＰＲになったものと思います。２９日（日）の募

金活動では、飯塚会員のお子様や奥様、それに関口会員の

奥様にもご協力をいただきました。 買い物客で賑わうシ

ョッピングセンターの通路で、子供さんと奥様達からの募

金の呼びかけに、子供連れの方たちなど大勢の方に募金を

頂きました。多くの方が女性や子供たちの募金に入れてお

りました。 子供と女性の力は大変大きいことに身をもっ

て感じました。ご協力に感謝申し上げます。 集まりまし

た募金５４,００１円と本日皆様方よりの募金をお願いい

たします。それをＲＩのポリオ撲滅基金に寄付したいと思

います。みなさまの暖かい気持ちをお寄せください。 

 次に、１９日（日）に行われる地区大会に参加される方

が３１名の予定です。大会の最後に、次回開催地としての

ＰＲ用横断幕が出来てきました。皆さまに紹介いたします。 

「クラブを元気に、世界に奉仕を、みんなで回そうロータ

リーの輪」 この次年度宮内ガバナーエレクトのスローガ

ンの基、横断幕と館林市のマスコットキャラクターである

ポンちゃんの着ぐるみで館林をアピールしましょう。 

 

― 幹 事 報 告 ― 
幹事 中村 研司 

１．例会場・例会時間の変更 

◆館林ミレニアムＲＣ    

１１月１６日（木）→ 夜間例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 ジョイハウス 

１１月２３日（木）→ 休 会 

１１月３０日（木）→ １１月１９日（日）地区大会 

◆太田ＲＣ        １１月 ９日（木）→ １

１月１９日（日）地区大会 

時 間 ９：３０～１７：００ 

会 場 高崎アリーナ 

１１月２３日（木）→ 休 会 

１１月２８日（火）・２９日（水）移動例会 

→ １１月３０日（木）通常例会 

◆太田中央ＲＣ       

１１月１７日（金）→ １１月１９日（日）地区大会 

１１月２４日（金）→ 夜間例会 

点 鐘 １９：００ 

会 場 賓 館 

◆前橋西ＲＣ        

１１月１７日（金）→ １１月１９日（日）地区大会 

◆前橋東ＲＣ        

１１月 ９日（木）→ 休 会 

１１月２３日（木）→ 早朝清掃奉仕移動例会 

点 鐘 ７：００ 

会 場 前橋公園 臨江閣西側 

１１月３０日（木）→ １１月１９日（日）地区大会 

会 場 高崎アリーナ 

◆前橋北ＲＣ        

１１月１３日（月）→  

地区補助金事業「たんぽぽ学園」例会 

１１月２０日（月）→ １１月１９日（日）地区大会 

１１月２７日（月）→ 夜間例会（Ｕｎｉｔ－Ｔｗｏ） 
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◆藤岡北ＲＣ        

１１月２１日（火）→ １１月１９日（日）地区大会 

１２月１２日（火）→ 夜間家族例会（忘年会） 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 かがや 

１２月２６日（火）→ 休 会 

２０１８年 １月 ２日（火）→ 休 会 

      １月 ９日（火）→ 休 会 

◆富岡ＲＣ         

１１月２２日（水）→ １１月１９日（日）地区大会 

会 場 高崎アリーナ 

１１月２９日（水）→ 休 会 

◆富岡かぶらＲＣ      

１１月２１日（火）→ １１月１９日（日）地区大会 

会 場 高崎アリーナ 

１１月２８日（火）→ 地区補助金事業 

点 鐘 １１：００ 

会 場 富岡駅 

１２月１９日（火）→ クリスマス家族会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 カフェラウンジＣＯＣＯ 

１２月２６日（火）→ 休 会 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所  

①リソースのご案内（ロータリー財団月間） 

②オンラインツール マニュアルについて 

③地区大会での表彰状授与に関するご案内 

 米山功労クラブ ４，０００万円達成クラブ 

④第３回公共イメージ委員会のご案内 

【日 時】１１月１５日（水） 

１３：３０～１５：００          

【会 場】ガバナー事務所 

⑤第７回青少年交換委員会・第２回派遣候補生オリエ

ンテーション・第３回受入のご案内 

【日 時】１１月２６日（日）９：００～１５：３０ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

⑥米山記念奨学生選考会 資料作成のご案内 

【日 時】１１月２９日（水） 

１４：００～１５：３０ 

【会 場】ガバナー事務所 

⑦米山記念奨学生選考会面接官オリエンテーション

のご案内 

【日 時】１２月２日（土）１５：００～１６：００ 

【会 場】メトロポリタン高崎 

⑧米山学友会忘年会のご案内 

【日 時】１２月２日（土）１６：３０～１８：３０

【会 場】メトロポリタン高崎 

⑨第３４回茶の湯研修会のご案内 

【日 時】１２月３日（日）１１：００～１３：００

【会 場】鈴木猶仙先生宅茶室 

（高崎市大橋町４８－１） 

【会 費】４，０００円（茶・菓子・食事一切を含む） 

【定 員】３０名 

⑩青少年交換クリスマス会・ 

第３回派遣候補生オリエンテーションのご案内 

【日 時】１２月１６日（土） 

１１：００～１６：００ 

【会 場】伊勢崎プリオパレス 

【登録料】なし 

◆館林市野鳥の森市民協力会 → 児童向けイベン

ト「野鳥の森であそぼう」の開催について 

【日  時】１１月２６日（日）１０：００～正午 

【集合場所】東武トレジャーガーデン 駐車場東側 

【協  力】各団体１名程度 

◆館林市役所 → 叙勲祝賀会のご案内 

【日 時】１１月２８日（火）１４：００ 

【会 場】ジョイハウス 

【会 費】２，０００円 

◆館林発明協会 →  

第５７回館林創意くふう作品展表彰式写真のご送付 

◆館林商工会議所 →  

「商工たてばやし №４０７」 

◆東日観光㈱ → ２０１８年国際ロータリー年次

大会（トロント大会）参加旅行募集のご案内 

2017～2018 年度・館林ロータリークラブ 

１１月定例理事会 
幹事 中村 研司 

平成 29年 11月 10 日 AM11：30 ～ 於・ジョイハウス 

１．会長挨拶 

２．出席者確認※義務出席者 １５人中 １４人出席 

出席者（敬称略） 

瀬山欣春 毛塚 宏  長柄 純 中村研司 

浦野 隆 野辺昌弘  小暮雅𠀋𠀋 小池敏郎 

上野和路 谷田川敏幸 渋澤 勉 古川正道 

後藤英世 石川長司 

３. 資料確認 

４. 報告事項 

⑴ 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 

⑵ １０． ７（土） 

青少年交換プログラム移動オリエンテーション 

 参加者 石川 長司・後藤 英世 

  於・沼田方面                                       

⑶ 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 
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⑷ 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 

⑸  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 欣春･ 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 

⑹ 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 

⑺ 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                  

⑻ 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           

⑼ 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 

⑽ 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 

⑾ 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 

⑿ 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 

⒀ 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 

⒁ 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 

⒂ 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・中村 研司 

本島 克幸・谷田川敏幸･山本  樹 

⒃  １０．２７（金）創立６０周年第２回記念式典部会    

於・ジョイハウス 

   参加者 野辺 昌弘・小暮 高史・新井  保 

荒木千津子･小池 敏郎・小島 博夫 

根岸 利正・矢島 孝昭 

⒄ １０．２８（土）～２９日（日） 

第１７回ＲＹＬＡ研修会 

            於・妙義グリーンホテル 

      参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋𠀋・田部井剛史 

中村 研司 

⒅ 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 

     参加者 瀬山 欣春・中村 研司・新井 進 

飯塚 一成･渋澤  勉・鈴木 雅男 

関口  昇・田部井剛史･松本 耕司 

宮内 敦夫 

⒆ １１． ２（木） 

親睦活動委員会インフォーマル・ミーティング 

於・ジョイハウス 

    参加者 瀬山 欣春・中村 研司・飯塚 一成

毛塚  宏・渋澤  勉・関井 宏一

泉田 嘉弘・根岸 利正・山本  樹

事務局 

⒇ 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 

   参加者 新井  進・荒木千津子・石川 長司 

岡田 雅一・小池 敏郎・後藤 英世 

田部井孝一・橋本 文華 

[21]１１． ９（木）第４分区Ｂ会長・幹事会 

        於・ジョイハウス 

    参加者 瀬山 欣春 

 
５. 今後の予定 
⑴ １１．１０（金） 

２０１８－１９年度理事・役員指名委員会    

於・増喜 

⑵ １１．１０（金）ガバナースタッフ会議 

        於・ジョイハウス 

⑶  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 

⑷ １１．１５（水）第３回公共イメージ委員会      

於・ガバナー事務所 

⑸ １１．１８（土）地区指導者育成セミナー      

於・高崎ビューホテル 

⑹ １１．１８（土）ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 

    於・高崎ビューホテル 

⑺ １１．１９（日）地区大会 

          於・高崎アリーナ 

⑻ １１．２０（月）サントリースコールサロン        

於・ジョイハウス 
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⑼ １１．２３（木）イルミネーション設置作業         

於・館林駅前 

⑽ １１．２４（金） 

創立６０周年記念式典部会・総務部会合同部会

於・ジョイハウス 

⑾ 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 

⑿ １１．２６（日）第７回青少年交換委員会・ 

第２回派遣候補生オリエンテーション・第３回受入 

       於・前橋問屋センター会館 

⒀ １１．２６（日）野鳥の森であそぼう      

於・東武トレジャーガーデン 

⒁ １１．２９（水）米山記念奨学生選考会資料作成    

於・ガバナー事務所 

⒂ １２． １（金）ガバナー補佐訪問              

於・ジョイハウス 

⒃ １２． １（金）年次総会               

於・ジョイハウス 

⒄ １２． ２（土） 

米山記念奨学生選考会面接官オリエンテーション 

      於・メトロポリタン高崎 

⒅ １２． ２（土）米山学友会忘年会        

於・メトロポリタン高崎 

⒆ １２． ２（土）イルミネーション点灯式          

於・館林駅前 

⒇ １２． ３（日）第３４回茶の湯研修会        

於・鈴木猶仙先生宅 

[21] 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 

[22] １２．２２（金）クリスマス家族会           

於・ジョイハウス 

[23] Ｈ３０． ２． ２（金）ガバナー補佐訪問              

於・ジョイハウス 

[24] 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 

[25] Ｈ３０． ２．１８（日）～１９日（月） 

親睦家族旅行        於・出雲方面 

[26] Ｈ３０． ２．２４（土） 

イルミネーション撤去作業   於・館林駅前 

[27] 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 

[28] Ｈ３０． ３．１０（土）第４分区ＩＭ 

[29] Ｈ３０． ４． ６（金）ガバナー補佐訪問               

於・ジョイハウス 

[30] Ｈ３０． ４．２１（土） 

館林ＲＣ創立６０周年記念式典         

於・ジョイハウス 

[31] Ｈ３０． ６． ７（木） 

第４分区Ａ・Ｂ現新会長・幹事会 

[32] Ｈ３０． ６．２３（土）～２７（水） 

トロント国際大会   於・カナダ トロント 

６. 協議事項 

⑴ 例会休会に関する件 －承認－ 

 

平成２９年１２月２９日（金） → 休 会 

定款第６条第１節（Ｃ）に該当 

（理事会は、本項に明記されていない理由であっても、

１年に４回まで例会を取りやめることができる。） 

 

⑵ （仮称）館林つつじサポーターズ倶楽部入会に関す

る件……別紙       －承認－ 

他クラブと合わせる 

 

⑶ その他 

①５クラブ合同地区補助金事業 植樹５０本 

４，０００円／人  当クラブ ４，０００円×５２名

＝２０８，０００円 

②親睦旅行 日程再検討 

 

７．その他  
⑴ 各委員会報告・提案 

 

   プログラム委員会……別紙 

 

★ 次回理事・役員会開催日  

２０１７年（Ｈ２９）１２月 １日（金）   

１１：００ ～    於・ジョイハウス 

 

 

◇◇ 会 員 の お 祝 い ◇◇ 
親睦活動委員会 関井 宏一 

◆ お誕生日（会員及び夫人）（敬称略） 

〇会員誕生日 

古川 正道会員 S39．11．6 

渋澤 勉 会員 S37．11．23 

〇ご婦人誕生日 

堀口 一宇夫人 S17．11．11 

浦野 隆 夫人 S32．11．5 

中村 研司夫人 S51．11．4 

鈴木 雅男夫人 S30．11．30 

〇名誉会員 

齋藤 正章夫人 S45．11．13 

〇結婚記念日 

高木貞一郎会員 S35．11．3 

堀口 一宇会員 S42．11．3 

小暮 雅丈会員 S45．11．25 

長柄 純 会員 S48．11．7 

本島 克幸会員 H１．11．8 

石川 長司会員 S54．11．3 

小堀 良武会員 H14．11．9 

泉田 嘉弘会員 S58．11．14 
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◇◇ 委 員 会 報 告 ◇◇ 
◎ロータリー財団常任委員長 谷田川敏幸 

 
パネル展示やポリオ撲滅募金活動等にご協力を頂きま

して有難う御座いました。 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

            委員長 飯塚 一成 

通算２９２３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 65.38～78.85％ 

 

  ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
齋藤 要委員    

★瀬山欣春会長 大変いただきました。 

 ポリオ撲滅募金にご協力ありがとうございました。 

 19日の地区大会をみんなで盛り上げましょう。 

★中村研司幹事 

 先日は妻の誕生日に素敵な花束をありがとうございま

した。 

★浦野 隆会員 大変いただきました。 

 妻の誕生日に、きれいな花束有難うございました。 

 感謝申し上げます。 

★原 初次会員 大変、大変いただきました。 

 この度、群馬県功労者表彰を受賞することが出来ました。 

 関係する皆様に感謝致します。 

 又、宮内ガバナー年度、地区大会には皆様のご協力お願

い致します。 

★横田善次会員 

 ポリオ撲滅に参加して、ロータリーの大切さ新たに再認

識しました。大勢の皆様ありがとうございました。 

★斎藤 要会員 

 久し振りに委員長の代行をさせて頂きました。 

お世話になります。 

 

 

 

 

 

 

 

台北長安ロータリークラブへのメークアップ報告  

         副会長 毛塚 宏 

 
館林日台交流協会と館林市観光課との館林観光キャ

ンペーン合同事業で 10 月 29 日～31 日の日程で台北市

に。30 日の月曜日に日程上の空き時間が御座いました

ので、台北のロータリーのメイクが出来ないかと言う事

で、ＲＩのホームページから検索を致しまして、台北長

安ロータリークラブがアンバサダーホテルで月曜日の

12 時から例会が行われている。日台交流協会の事務局

の蔡さんを通訳として行って参りました。 

長安ロータリークラブは皆様のテーブルにお配りし

た写真の様に今年度の会長は金孟君（Ｐ Ａｎｇｅｌｉ

ｎａ）と言う女性会長でした、写真をご覧いただくと解

るように長安ロータリークラブは女性会員が 8 割を占

め男性会員は 2割しかいないと言う事です。 

さすがに台湾の女性パワーは凄いなと思いました。バ

ナーを頂きましたが瀬山会長に御渡し、写真と当クラブ

のバナーを長安ロータリークラブに送りたいと思いま

す。なお、ぜひ姉妹クラブとの御話もアンジェリーナ会

長から御座いました事を御報告致します。 

 


