
 

点 鐘・ソング 奉 仕 の 理 想 

会 長 挨 拶 
会長 瀬山 欣春 

 
 先週の総会で次年度の毛塚年度の役員・理事が決定し、

実質的な準備がスタートしました。 

又、次々年度の会長に松本耕司会員が承認され、おめでと

うございます。松本会員や毛塚会員お二人ともロータリー

の大先輩です。 私が先に会長を仰せつかり努めておりま

すが、試行錯誤の毎日です。これからの次年度、次々年度

を皆さんでバックアップして行きたいと思います。どうぞ 

宜しくお願い致します。 

 今日は、将棋界の話で、羽生善治 永世七冠の誕生、す

ごいことです。 

一つのタイトルを一回取るのが大変な世界で、そのタイト

ルを数回づつ取得する永世の称号のある七つ全て獲得し

たのは、前人未踏の快挙、本当にすごい。世に稀な怪物で

ある。 

２００８年、２０１０年２回、永世７冠に挑戦して、渡辺

竜王に敗れています。７年前の２度目の時は、７番勝負で

まず３勝、あと１勝でほぼ確実と思われたが、続けて４連

敗で涙を呑んだ。 私もあの時は永世七冠達成を信じて疑

いませんでした。まさかの４連敗。そんなことになるとは

私は、信じられませんでした。 羽生さんは今回が最後の

挑戦と思っていたそうです。歴代大山康晴名人、中原 誠

名人ですら永世５冠でしたから、羽生７冠は感情を表に出

さない方ですが、喜びもひとしおだと思います。 

 

将棋界ではもう一人の怪童が出てきました。 

藤井聡太四段、１５歳の最年少棋士華やかなスタートで、

デビュー２９連勝も今年のニュースです。 

今日現在、５１勝７敗と驚異の成績で快進撃をしています。

今後の活躍を大いに期待しております。 

 来週の例会日は、６０周年実行委員長の野辺会員と私で、

親クラブである足利ＲＣへ６０周年の招待状を持参して

メークに行ってきますのでお休み致します。その為、申し

訳ありませんが例会の方は毛塚副会長にお願いしており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 瀬山 欣春 

１２． ４（金）年次総会 

                於・ジョイハウス 

     参加者 会員３６名 

１２． ４（金） 

２０１８－１９年度第１回理事・役員会   

於・ジョイハウス 

   参加者 毛塚  宏・上野 和路・青山 守治 

浦野  隆・小暮 高史・後藤 英世 

渋澤  勉・鈴木 雅男・瀬山 欣春 

中村 研司・原  初次・松本 耕司 

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 

   参加者 小池 敏郎・小暮 雅𠀋𠀋・関井 宏一 

高木貞一郎・宮内 敦夫 

１２． ２（土）米山学友会忘年会          

於・メトロポリタン高崎 

   参加者 小池 敏郎・小暮 雅𠀋𠀋・関井 宏一 

高木貞一郎・宮内 敦夫 

Ｈ２９．１２． 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 

参加者 瀬山 欣春 
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今後の予定 
１２． ８（金）ガバナースタッフ会議          

於・ジョイハウス 

１２． ８（金）館林つつじサポーターズ倶楽部役員会    

於・館林市役所 

１２． ８（金）第２回会員増強委員会          

於・ジョイハウス 

１２． ９（土） 

第１回ガバナー補佐・委員長予定者合同会議 

於・前橋商工会議所 

１２． ９（土）イルミネーション点灯式            

於・館林駅前 

１２．１５（金） 

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 

１２．１６（土）青少年交換クリスマス会       

於・伊勢崎プリオパレス 

１２．１６（土） 

青少年交換第３回派遣候補生オリエンテーション 

於・伊勢崎プリオパレス 

１２．２１（木）緑化先進地視察研修会       

於・埼玉県戸田市・北本市 

１２．２２（金）クリスマス家族会              

於・ジョイハウス 

１２．２７（水） 

２０１８－１９年度第２回理事・役員会       

於・つかさ 

Ｈ３０． １． ６（土）第３回ガバナー諮問委員会 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

Ｈ３０． １． ６（土） 

宮内 敦夫ガバナーエレクト壮行会 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

Ｈ３０． １．１２（金）新年例会                  

於・銀座ずし 

Ｈ３０． １．１４（日） 

２０１８年度米山記念奨学生選考会 

於・前橋問屋センター会館 

Ｈ３０． １．１５（月） 

館林商工会議所 議員新年懇談会       

於・ジョイハウス 

Ｈ３０． １．２０（土） 

第１回地区補助金審査会   於・伊勢崎プリオパレス 

Ｈ３０． １．２１（日） 

第４５回館林市子ども会上毛かるた大会 

於・城沼総合体育館アリーナ 

Ｈ３０． １．２５（木） 

館林市社会福祉協議会 福祉関係団体新年互例会 

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． ３（土） 

ローターアクト第１８回地区年次大会 

於・伊勢崎プリオパレス 

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． ２．２４（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． ３．２９（木）～４．１（日） 

インターアクト海外研修        

於・台湾 

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 

◆前橋東ＲＣ        

１２月１４日（木）→ １２月１０日（日） 

クリスマス家族移動例会 

会 場 東京ディズニーシー 

１２月２８日（木）→ 休 会 

 

◆前橋南ＲＣ        

１２月１３日（水）→ クリスマス家族例会 

１２月２７日（水）→ 休 会 

 

◆安中ＲＣ         

１２月１２日（火）→ クリスマス家族例会 

点 鐘 １９：００ 

会 場 太平洋クラブ高崎コース 

１２月２６日（火）→ 休 会 

 

◆富岡ＲＣ 

１２月２０日（水）→ クリスマス家族会 

点 鐘 １８：００ 

会 場 ホテルアミューズ富岡 

１２月２７日（水）→ 休 会 

 

◆藤岡北ＲＣ   

２０１８年 １月２３日（火）→ 新年会 

点 鐘 １８：００ 

会 場 ひびき野 

２月 ６日（火）→ 地域奉仕事業（施設訪問） 
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時 間 １０：００ 

会 場 新町「中河原保育園」 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 →  

①ガバナー月信１２月号 

②「疾病予防と治療月間」のリソース 

③第３回ガバナー諮問委員会開催のご案内 

【日 時】２０１８年１月６日 

（土）１６：００～１７：５０ 

【会 場】ホテルメトロポリタン高崎 

④宮内 敦夫ガバナーエレクト壮行会開催のご案内 

【日 時】２０１８年１月６日（土） 

１８：００～２０：００ 

【会 場】ホテルメトロポリタン高崎 

⑤２０１８年度米山記念奨学生選考会のご案内 

【日 時】２０１８年１月１４日（日） 

１０：００～１５：３０ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

⑥第１回地区補助金審査会のご案内 

【日 時】２０１８年１月２０日（土） 

１０：００～１７：００ 

【会 場】伊勢崎プリオパレス 

 

◆ローターアクト →  

第１８回地区年次大会のご案内 

【日 時】平成３０年２月３日（土） 

大 会 １２：３０～１７：３０ 

懇親会 １８：００～２０：００ 

【会 場】伊勢崎プリオパレス 

◆大泉ＲＣ → 創立５０周年記念誌 

 

◆館林つつじサポーターズ倶楽部 →  

役員会開催のご案内 

【日 時】１２月８日（金）１５：００～ 

【会 場】館林市役所５階 ５０３会議室 

 

◆館林市社会福祉協議会 →  

福祉関係団体新年互例会開催のご案内 

（小暮 高史会員宛） 

【日 時】平成３０年１月２５日（木） 

１７：００開会 

【会 場】ジョイハウス 

【会 費】５，０００円 

◆館林市子ども会育成団体連絡協議会→ 

 第４５回館林市子ども会上毛かるた大会 

開催のご案内 

【日 時】平成３０年１月２１日（日）８：５０開会 

【会 場】城沼総合体育館アリーナ 

 

◆館林商工会議所 →  

「商工たてばやし №４０８」 

 

 

― お 客 様 ― 

 
国際ロータリークラブ第 2840 地区第 4分区 B 

ガバナー補佐 槻岡行支様 

館林市役所健康推進課母子保健係 

係長代理 青木淳子様 

 

 

◇◇ 使用済み切手寄贈 ◇◇ 
有限会社 橋本工業所様 

 

 

 
米山記念奨学生選考委員の委嘱  

           高木 貞一郎パストガバナー 

        

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

            委員長 飯塚 一成 

通算２９２７回例会 

会 員 数 ５２名 

出 席 者 数 ４５名 

欠 席 者 数 ７名 

出 席 率 ８６．５４％ 

前前回修正 71.15～88.46％ 
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― 卓  話  の  時  間 ― 
プログラム委員会 小島博夫委員長 

 
館林市役所 健康推進課 母子保健係 

             係長代理 青木淳子様 

 

「冬の健康管理」について 
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イルミネーション点灯式 12月 9日 

           （館林駅前広場） 

 

 

 
慰 労 会   （時 新） 

 
 

 
 

 

 

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
岡田雅一 委員長  

★槻岡行支ガバナー補佐 

私の不注意で前回の例会を欠席してしまい申し訳ありま

せんでした。大変寒くなりましたのでお身体を大切にして

下さい。 

★瀬山欣春会長 大変いただきました。 

館林保健センターの青木淳子様、ガバナー補佐の槻岡 

行支の来訪を歓迎いたします。 

私、本日 73 歳になりましたので！ 

★2018～2019年度役員・理事一同 大変×６倍 

2018～2019年度、全員の皆様のお力添えをよろしくお願い

致します。 

★中村研司幹事 

館林市役所青木様、本日はお世話になります。 

★小暮雅丈会員 

槻岡ガバナー補佐メークご苦労様です。 

★小池敏郎会員 

いつも大変お世話になっています。第４分区 B槻岡ガバナ

ー補佐お役目ご苦労様です。 

★山本 樹会員 

明日は、イルミネーション点灯式です。参加者の皆様 

暖かい服でおこし下さい。 


