
 

 

 

 

 

 

点 鐘・ソング 国歌、奉仕の理想 

会 長 挨 拶 
会長 毛塚 宏 

 

 
 

 皆さんこんにちは。本日より２０１８～２０１９年度

がスタート致します。今こうして挨拶している間も 

緊張と責任の重さを改めて痛感しております。 

エレクトとして一年間、瀬山直前会長、中村前幹事の下

で様々な経験、勉強をさせて頂きました。この場を借り

て感謝申し上げます。そして、この事を糧に上野幹事

共々ロータリー活動に、私のつたない力ですが全能力を

投入する所存でございます。ただ、それには何よりも会

員皆様のご支援・ご協力がありませんと何も成しえませ

ん。これから一年間会員おひとりおひとりのご協力を心

からお願い致します。 

そして今日、大変嬉しいことに新しい仲間を迎える事が

出来ました。後程、ご紹介致しますが、入会にご尽力な

されました会員の皆様には心より感謝申し上げますと

共にクラブ目標の純増５名の達成の為、皆様の一層の働

きかけをお願い致します。 

私の年度と共に、宮内ガバナー年度のスタートでも有り

ます。ガバナー月信７月号が、宮内ガバナーホームペー 

 

ジに掲載されました。当クラブの会員の皆様は全員ダウ

ンロードして御覧になっていると思いますが念の為、一

部プリントアウトして毎月、例会時に回覧致しますので

御覧になって下さい。一年間宜しくお願い致します。 

 

― 幹 事 報 告 ― 

幹事 上野和路 
１．例会場・例会時間の変更 

◆伊勢崎東ＲＣ 

７月１６日（月）→ 休 会 

７月３０日（月）→ 納涼例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 伊勢崎プリオパレス 

８月１３日（月）→ 休 会 

◆藤岡北ＲＣ 

７月２４日（火） 

→ ２０１７－１８年度青少年交換派遣学生 飯塚もも

子さん帰国報告会及び納涼夜間家族例会 

点 鐘 １９：００ 

会 場 埼玉国際ゴルフ倶楽部 

◆前橋南ＲＣ 

７月２５日（水）→ 休 会 

◆安中ＲＣ 

７月１０日（火）→ 納涼会 

（青少年交換学生サーニャさん送別会） 

点 鐘 １９：００ 

会 場 磯部簗 

７月１７日（火）→ ７月１５日（日）・１６日(月) 

          新発田中央ＲＣ交流会 

          １５日（日）夜間合同例会 

          会 場 マルシン 

          １６日（月）家族交流会 

７月２４日（火）→ 休 会 

 

２．会報、週報 

 

 

 

 

 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

2018 年７月 6 日(金) 第２９５４回例会報告（Ｎｏ，１） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０１８～２０１９年度 

インスピレーションになろう 
第２８４０地区 ２０１８～２０１９年国際ロータリーのテーマ 

◆例会日 毎週金曜日 12：10より 

◆例会場 レストランジョイハウス２Ｆ 

     館林市美園町 15-7 TEL0276-73-4669 

◆事務所 館林信用金庫本店内 

     館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181 

◆E:mail  tatebayashi.rc@sepia.plala.or.jp 

第 2840地区ガバナー 宮内 敦夫 

会   長 毛塚 宏    副会長 松本 耕司 

幹   事 上野 和路   副幹事 渋澤 勉 

会報  委員 岡田 雅一 根岸 利正 

発行責任者 毛塚 宏  編集責任者 岡田 雅一 
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３．その他 

◆ガバナー事務所 → 

①ガバナー月信_臨時増刊号のご送付 

②宮内年度ＨＰ公開及びガバナー月信７月号のご送付 

③リソースのご案内 ロータリーグッズ 

④２０１８年７月 Rotary Shop のご案内 

⑤２０１８年７月クラブ請求書に含まれる規定審議会 

追加会費変更のお知らせ 

一人当たり＄１．５ → １人当たり＄１．０に減額 

⑥ガバナー補佐メイク料免除についてのお願い 

⑦「地区運営資金・地区事業資金」送金案内書のご送付 

⑧第２回公共イメージ委員会開催のご案内 

＜委員会＞ 

【日 時】７月２１日（土）１５：００～ 

【会 場】ガバナー事務所 

＜懇親会＞ 

【日 時】７月２１日（土）１８：００～ 

【会 場】四季彩 

【会 費】３，０００円 

⑨第１回女性ネットワーク委員会開催のご案内 

【日 時】７月２１日（土）１６：３０～ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

＜懇親会＞ 

【日 時】７月２１日（土）１８：００～ 

【会 場】四季彩 

【会 費】３，０００円 

⑩青少年交換長期受入学生壮行会等のご案内 

【日 時】７月２９日（日） 

１１：００～１２：００ 第２回委員会、壮行会・オリエ 

ンテーション準備 

１２：００～      登録受付 

１２：３０～１４：３０ 長期派遣学生壮行会 

１４：３０～１５：３０ 派遣学生最終オリエンテーショ

ン、ホストクラブオリエンテーション 

【会 場】前橋問屋センター会館 

⑪会員組織強化委員会アンケート 

◆サテライト事務所 → 

①地区大会のご案内 

【日 時】１０月７日（日）９：３０～（登録８：３０～） 

【会 場】地区大会：館林市文化会館大ホール 

     懇 親 会：ジョイハウス 

【登録料】お一人様 ３，０００円 

②ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会日程について 

【日 時】１０月６日（土）１７：３０～開場 

【会 場】ジョイハウス 

【登録料】１０，０００円 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 → 

世話クラブ補助費送金のご案内 

◆大泉ＲＣ → 

地区大会記念チャリティーゴルフ大会のご案内 

【日 時】９月９日（日） 

【会 場】鳳凰ゴルフ倶楽部 

【参加費】個人 １名５，０００円 

（チャリティ募金１，０００円含む） 

     団体 １クラブ１０，０００円 

【受 付】６：３０～ スタート４０分前までに受付を済

ませて下さい。 

【スタート】７：３０ 東西コース同時スタート 

 
2018～2019 年度・館林ロータリークラブ 

７月定例理事会次第 
幹事 上野 和路 

平成 30年 7 月 6日 ＰＭ11：00～  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 １５人出席 

出席者（敬称略） 

毛塚  宏 松本 耕司 瀬山 欣春 上野 和路 

浦野  隆 小暮 高史 青山 守治 原  初次 

小島 博夫 中村 研司 渋澤  勉 本島 克幸 

後藤 英世 鈴木 雅男 オブザーバー 岡田 雅一 

  

３. 資料確認 

 

４. 報告事項 

⑴ Ｈ３０． ３．１７（土）～１８（日） 

ＰＥＴＳ・ＳＥＴＳ           於・伊香保 福一 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・齊藤  要 

毛塚  宏・上野 和路・石川 長司 

浦野  隆・後藤 英世・渋澤  勉 

関井 宏一・滝野瀬博志・田部井剛史 

中村 研司・長柄  純・松本 耕司 

本島 克幸・谷田川敏幸・山本  樹 

⑵ Ｈ３０． ５．１２（土）地区研修・協議会 準備 

於・東洋大学板倉キャンパス 

   参加者 ２６名 

⑶ Ｈ３０． ５．１３（日）地区研修・協議会 

於・東洋大学板倉キャンパス 

   参加者 ３７名 

⑷ Ｈ３０． ５．１８（金 

２０１８－１９年度第１回クラブ協議会  於・つかさ本店 

   参加者 毛塚  宏・上野 和路・荒木千津子 

飯塚 一成・浦野  隆・岡田 雅一 

小池 敏郎・小暮 高史・小暮 雅𠀋 

小島 博夫・小堀 良武・後藤 英世 

渋澤  勉・鈴木 雅男・関井 宏一 

関口  昇・瀬山 欣春・高木貞一郎 

中村 研司・根岸 利正・原  初次 

堀越 貴之・松本 耕司・宮内 敦夫 

山本  樹 

⑸ Ｈ３０． ５．２８（月） 

２０１８－１９年度第１回インフォーマルミーティング 

於・つかさ 

   参加者 毛塚  宏・上野 和路・青山 守治 

飯塚 一成・小池 敏郎・小暮 雅𠀋 

小島 博夫・鈴木 雅男・関井 宏一 

高木貞一郎・多田 善洋・田部井剛史 

中村 研司・長柄  純・根岸 利正 

松本 耕司・宮内 敦夫・本島 克幸 

山本 樹・横田 善次 

⑹ Ｈ３０． ６． ２（土）会員増強セミナー 

於・前橋問屋センター会館 

   参加者 毛塚  宏・青山 守治・多田 善洋 

松本 耕司・宮内 敦夫・小暮 雅𠀋 

石川 長司・浦野  隆・小池 敏郎 
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後藤 英世・滝野瀬博志・田部井剛史 

長柄  純・中村 研司・谷田川敏幸 

山本  樹 

⑺ Ｈ３０． ６． ２（土）第２回ガバナー補佐会議 

於・前橋問屋センター会館 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・滝野瀬博志 

⑻ Ｈ３０． ６． ６（水） 

第４分区Ａ・Ｂ現新会長・幹事会 

於・ティアラグリーンパレス 

   参加者 瀬山 欣春・中村 研司・宮内 敦夫 

小暮 雅𠀋・毛塚 宏・上野 和路 

事務局 

⑼ Ｈ３０． ６． ７（木） 

館林市手をつなぐ育成会 理事会    於・第三小学校 

   参加者 毛塚  宏 

⑽ Ｈ３０． ６． ８（金）館林のまつり実行委員会 

於・ジョイハウス 

   参加者 毛塚 宏・上野 和路・青山 守治 

新井  保・飯塚 一成・石川 長司 

井田 繁美・小池 敏郎・小暮 高史 

小暮 雅𠀋・小島 博夫・坂村 吉保 

渋澤  勉・鈴木 雅男・瀬山 欣春 

泉田 嘉弘・高木貞一郎・滝野瀬博志 

田部井剛史・中村 研司・長柄  純 

根岸 利正・古川 正道・堀越 貴之 

松本 耕司・宮内 敦夫・谷田川敏幸 

⑾ Ｈ３０．６．９（土）米山記念奨学生指定校選定会議 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

 参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・高木貞一郎 

小池 敏郎・関井 宏一 

⑿ Ｈ３０．６．９（土）米山記念奨学生学友会総会  

於・ホテルメトロポリタン高崎 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・高木貞一郎 

小池 敏郎・関井 宏一 

⒀ Ｈ３０． ６．１０（日） 

２０１８－１９年度第１回青少年交換委員会 

於・前橋問屋センター会館 

参加者 後藤 英世・関井 宏一   

⒁ Ｈ３０． ６．１０（日）青少年交換各種会合 

於・前橋問屋センター会館 

   参加者 後藤 英世・関井 宏一 

⒂ Ｈ３０． ６．１０（日）青少年交換委員会交流会 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

   参加者 後藤 英世・関井 宏一 

⒃ Ｈ３０． ６．１１（月）日帰り親睦家族旅行 

於・東京方面 

 参加者 瀬山 欣春・中村 研司・上野 和路 

渋澤  勉・関井 宏一・長柄  純 

堀口 一宇・松本 耕司・宮内 敦夫 

谷田川敏幸・根岸 利正・小暮 高史 

山本  樹・ご夫人様４名 

⒄ Ｈ３０． ６．１２（火）２４・２５年会 

於・前橋テルサ 

   参加者 後藤 英世 

⒅ Ｈ３０． ６．１４（木） 

サントリースコールサロン総会及び情報交換会 

於・サントリー利根川ビール工場 

参加者 毛塚  宏 

⒆ Ｈ３０． ６．１５（金） 

第２０回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・原 初次 

齊藤  要・石川 長司・浦野  隆 

後藤 英世・渋澤  勉・関口  昇 

滝野瀬博志・田部井剛史・中村 研司 

長柄  純・本島 克幸・谷田川敏幸 

山本  樹・瀬山 欣春・毛塚  宏 

上野 和路 

⒇ Ｈ３０．６．１７（日） 

（公社）館林青年会議所創立５５周年記念式典・大懇親会 

於・日本キャンパックホール 

参加者 瀬山 欣春 

[21]  Ｈ３０． ６．１８（月） 

セブポートセンターＲＣ 次年度会長・次年度幹事就任式 

於・セブカントリークラブ 

参加者 中村 研司・上野 和 

[22]  Ｈ３０．６．１８（月） 

地区研修・協議会並びに創立６０周年記念式典慰労会 

於・増 喜 

   参加者 瀬山 欣春・荒木千津子・石川 長司 

浦野  隆・小池 敏郎・小暮 高史 

小暮 雅𠀋・小島 博夫・関井 宏一 

関口  昇・高木貞一郎・滝野瀬博志 

田部井剛史・長柄  純・根岸 利正 

野辺 昌弘・堀口 一宇・堀越 貴之 

松本 耕司・宮内 敦夫・本島 克幸 

山本  樹・横田 善次 

[23]  Ｈ３０． ６．１９（火）第４回親睦ゴルフコンペ

於・唐沢ゴルフ倶楽部三好コース 

   参加者 青山 守治・新井  保・飯塚 一成 

石川 長司・浦野  隆・小池 敏郎 

小島 博夫・齋藤 佳延・鈴木 雅男 

関井 宏一・田部井孝一・谷田川敏幸 

横田 善次 

[24]  Ｈ３０．６．２０（水） 

第６８回「社会を明るくする運動」館林邑楽推進委員会 

於・三の丸芸術ホール 

参加者 小堀 良武 

[25]  Ｈ３０．６．２１（木） 

平成３０年度館林発明協会総会    於・レストラン司 

    参加者 毛塚   宏 

[26]  Ｈ３０．６．２１（木） 

館林市国際交流協会 三部会合同打ち合わせ 

於・館林市三の丸芸術ホール 

参加者 上野 和路 

[27]  Ｈ３０．６．２３（土）～２７（水） 

トロント国際大会         於・カナダ トロント 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・小池 敏郎 

関井 宏一 

[28]  Ｈ３０．６．２４（日） 

日本人親善朝食会          於・ﾊｲｱｯﾄ･ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ･ﾄﾛﾝﾄ 

   参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・小池 敏郎 

関井 宏一 

[29]  Ｈ３０．６．２５（月） 

館林市緑化推進委員会         於・館林市役所 

   参加者 小堀 良武 

 



 4 

[30]  Ｈ３０．６．２７（水） 

館林市手をつなぐ育成会 総会    於・館林市文化会館 

   参加者 毛塚  宏 

[31]  Ｈ３０．６．２９（金） 

第２回クラブ協議会            於・つかさ 

参加者 毛塚 宏・上野 和路・青山 守治 

飯塚 一成・浦野  隆・岡田 雅一 

小暮 高史・小島 博夫・小堀 良武 

渋澤  勉・鈴木 雅男・瀬山 欣春 

多田 善洋・中村 研司・長柄  純 

根岸 利正・原  初次・古川 正道 

堀越 貴之・松本 耕司・宮内 敦夫 

谷田川敏幸・山本  樹 

[32]  Ｈ３０．７．３（火） 

館林市社会福祉協議会 役員歓送迎会  於・ジョイハウス 

   参加者 小暮 高史 

 

５．今後の予定 

⑴ Ｈ３０． ７． ６（金） 

第２回館林のまつり実行委員会  於・ジョイハウス 

⑵ Ｈ３０． ７． ７（土）インターアクト合同会議 

 於・中央カレッジグループ本部ビル 

⑶ Ｈ３０． ７． ７（土） 

第１回ロータリー財団合同委員会 

於・ホテルメトロポリタン高崎 

⑷ Ｈ３０． ７． ７（土）ロータリー財団歓送迎会

於・ホテルメトロポリタン高崎 

⑸ Ｈ３０． ７．１０（火）地区大会合同会 

於・ジョイハウス 

⑹ Ｈ３０． ７．１４（土）・１５日（日） 

第４７回館林まつり   於・本町通り 

⑺ Ｈ３０． ７．２０（金）ガバナー補佐訪問 

於・ジョイハウス 

⑻ Ｈ３０． ７．２０（金） 

第２１回ガバナースタッフ会議  於・ジョイハウス 

⑼ Ｈ３０． ７．２１（土）インターアクト年次大会 

於・群馬会館 

⑽ Ｈ３０． ７．２１（土）第１回ガバナー諮問委員会

於・前橋商工会議所会館 

⑾ Ｈ３０． ７．２１（土）第２回公共イメージ委員会

於・前橋問屋センター会館 

⑿ Ｈ３０． ７．２１（土） 

第１回女性ネットワーク委員会 

於・前橋問屋センター会館 

⒀ Ｈ３０． ７．２６（木） 

館林市健康づくり推進協議会 

於・館林市保健センター 

⒁ Ｈ３０． ７．２９（日） 

青少年交換長期派遣学生壮行会 

於・前橋問屋センター会館 

⒂ Ｈ３０． ８． ４（土） 

ディスカッションリーダー研修会 

於・前橋問屋センター会館 

⒃ Ｈ３０． ８．１８（土） 

地区ロータリー財団セミナー 

於・前橋問屋センター会館 

⒄ Ｈ３０． ８．３０（木） 

第４分区Ｂ５ＲＣ合同納涼例会  於・ジョイハウス 

⒅ Ｈ３０． ９． ９（日）地区大会記念ゴルフ大会 

於・鳳凰ゴルフ倶楽部 

⒆ Ｈ３０． ９．１６（日） 

ＲＬＩ研修セミナー パートⅠ 

於・前橋問屋センター会館 

⒇ Ｈ３０． ９．２２（土） 

第６６回全国高等学校決勝弁論大会 

於・三の丸芸術ホール 

[21] Ｈ３０．１０． ６（土） 

ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会  於・ジョイハウス 

[22]  Ｈ３０．１０． ７（日）地区大会 

於・館林市文化会館 

[23]  Ｈ３０．１０．２５（木） 

第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会 

於・桃里カントリークラブ 

[24]  Ｈ３０．１０．２８（日） 

ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ 

於・前橋問屋センター会館 

[25]  Ｈ３０．１１．２５（日） 

ＲＬＩ研修セミナー パートⅢ 

於・前橋問屋センター会館 

[26]  Ｈ３０．１１．３０（金）ガバナー公式訪問 

於・館林市文化会館 

[27]  Ｈ３０．１１．３０（金） 

ガバナー公式訪問５ＲＣ合同懇親会 

於・館林市文化会館 

 

６．協議事項 

⑴ 資金計画、事業計画及び予算（案）に関する件…別紙        

－承認－ 

⑵ ＲＩ人頭分担金支払いに関する件     －承認－ 

 ７月１日現在 会員数 ５３名 １ドル＝１１０円 

  １１０円×３２．０ドル×５３名＝１８６，５６０円 

 規定審議会追加年会費 

  １１０円×１．０ドル×５３名＝５，８３０円 

⑶ 上期地区資金並びにその他の各種負担金支払いに 

関する件               －承認－ 

地区運営資金上期  

９，９９５円×５３名＝５２９，７３５円 

   地区事業資金上期  

 ３，１１５円×５３名＝１６５，０９５円 

   米山奨学金上期  

   １，５００円×５３名＝ ７９，５００円 

⑷事務職員に関する件           －承認－ 

 給与 １２５，０００円×１３ヶ月＝１，６２５，０００円 

 積立傷害保険 ２，４００円×１２ヶ月＝２８，８００円 

 退職金積立  ５，０００円×１２ヶ月＝６０，０００円 

勤務    週４日勤務 （月・火・木・金） 

 勤務時間  午前９時３０分～午後４時３０分 

⑸ 第４分区Ｂガバナー補佐表敬訪問に関する件 

－承認－ 

第１回 ７月２０日（金）（第４分区Ｂ会長・幹事メーク） 

第２回  １０月  日（金） クラブ協議会訪問 

第３回  １１月３０日（金） ガバナー公式訪問 

第４回   １月下旬 （金）  

第５回   ４月下旬 （金） 

⑹ 夏のまつり協賛金協力に関する件…別紙 －承認－ 
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⑺ 新入会員委員会所属に関する件…別紙   －承認－ 

    会場運営委員会、親睦活動委員会 

⑻ 委員会構成に関する件…別紙       －承認－ 

⑼ 職業分類に関する件…別紙        －承認－ 

⑽ 館林市緑を守る会委員変更に関する件…別紙 

－承認－ 

霜田 昌徳 会員 → 小堀 良武 会員 

⑾ 例会日・例会場所・例会時間変更に関する件 

－承認－ 

 ① ８月１７日（金）⇒ 休 会 

（定款第６条第１節により） 

 ② ８月３１日（金）⇒ ８月３０日（火） 

第４分区Ｂ５ＲＣ合同納涼例会 

（ホスト館林ミレニアムＲＣ） 

⑿ 地区大会記念チャリティーゴルフ大会に関する件… 

別紙                  －承認－ 

⒀ 地区大会に関する件…別紙         －承認－ 

 全員登録 

⒁ その他 

  創立６０周年記念式典決算書の説明 

  地区大会組織図の説明 

７．その他 

⑴ 各委員会報告・提案 

      プログラム委員会……別紙 

★ 次回理事会開催日  

2018年（Ｈ30） 8月 3日（金）11：00～ 

於・ジョイハウス 

        

― お 客 様 ― 

 
米山奨学生 徐 亭亭さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 新 入 会 員 ― 

 
  

 
中世吉昭 会員 

生年月日  昭和３４年１１月９日 

勤務先   なかせ歯科医院 

役職    医院長 

 

◇◇ 会 員 の お 祝 い ◇◇ 
親睦活動委員会 委員長 山本  樹 

◆ お誕生日（会員及び夫人）（敬称略） 

会員誕生日 

 大澤孝司   昭和 23年 7月 23日 

 宮内敦夫   昭和 17年 7月 31日 

 中村研司   昭和 37年 7月 22日 

 本島克幸   昭和 41年 7月 2 日 

 根岸利正   昭和 51年 7月 27日 

 井田繁美   昭和 41年 7月 2 日 

名誉会員 

 河本榮一   昭和 17年 7月 26日 

 

ご婦人誕生日 

 上野和路夫人 昭和 35年 7月 23日 

 石川長司夫人 昭和 29年 7月 5 日 

 小堀良武夫人 昭和 49年 7月 20日 

 

結婚記念日    

関口 昇   平成 26年 7 月 4 日 

齋藤佳延   平成 22年 7 月 10日 
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◇◇ 在 籍 年 数 の 発 表 ◇◇ 
出席・ニコニコＢＯＸ委員会 委員長 根岸 利正 

野辺昌弘会員  昭和 56年 7月入会  在籍 37年 

堀口一宇会員  昭和 58年 7月入会  在籍 35年 

大澤孝司会員  平成 5年 7 月入会   在籍 25年 

長柄 純会員  平成 6年 7 月入会   在籍 24年 

瀬山欣春会員  平成 14年 7月入会   在籍 16年 

渋澤 勉会員  平成 16年 3月～平成 23年 6月 

                7年 3ヶ月 

        平成 26年 10 月～3年 9 ヶ月 

                    在籍 11 年 

関井宏一会員  平成 20年 7月入会   在籍 10年 

石川長司会員  平成 22年 7月入会   在籍 8 年 

鈴木雅男会員  平成 22年 7月入会   在籍 8 年 

小堀良武会員  平成 26年 7月入会   在籍 4 年 

山本 樹会員  平成 26年 7月入会   在籍 4 年 

泉田嘉弘会員  平成 29年 7月入会  在籍 1 年 

根岸利正会員  平成 29年 7月入会  在籍 1 年 

矢島孝昭会員  平成 29年 7月入会  在籍 1 年 

帆足秀司会員  平成 30年 7月入会 

中世吉昭会員  平成 30年 7月入会 

 

 
在籍 35 年表彰 堀口 一宇会員 

 

 
在籍 10 年表彰 関井 宏一会員 

 

 

◇◇ 委 員 会 報 告 ◇◇ 
◎出席委員会報告（例会出席報告） 

       委員長 根岸利正 

通算２９５４回例会 

会 員 数 ５５名 

出 席 者 数 ４１名 

欠 席 者 数 １４名 

出 席 率 ７４．５５％ 

前前回修正 55.60～81.48％ 

 

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
  出席・ニコニコＢＯＸ委員会 委員長 根岸 利正 

 

★毛塚 宏 会長 大変大変頂きました。 
２０１８～２０１９年度がスタート致します。 

これから一年間、会員おひとりおひとりのご協力を心から

お願い致します。 

 

★松本 耕司 副会長 大変頂きました。 
本日より、前の席に座る事になってしまいました。皆様方

の力強いご支援を、心よりお願い申し上げます。 

 

★上野 和路 幹事 大変頂きました。 
一年間、幹事を務めさせて戴きます。宜しく 

お願い致します。 

 

★高木 貞一郎 パストガバナー 
毛塚、上野チームの出航、一年間ご健闘を祈 

 

★宮内 敦夫 ガバナー 大変頂きました。 
毛塚、上野丸の出航を祝します。素晴らしい一年として下

さい。地区運営には会長はじめ、皆様のお力が頼りです。

よろしくお願い致します。 

 

★新井 保 会員 
毛塚、上野丸の出航を祝して。 

 

★新井 進 会員 大変頂きました。 

瀬山、中村丸の多くの成果を上げての帰港。 

御苦労様でした。そして毛塚、上野丸。頑張って、宮内ガ

バナー年度を実り多きものにして下さい。又ロータリー歌

壇に掲載されましたので！ 

 

★野辺 昌弘 会員 大変頂きました。 
毛塚年度スタートを祝して。 

６０周年記念式典、事業等の決算についてご承認頂きあり

がとうございました。浦野会計さん最後までお疲れ様でし

た。 

 

★堀口 一宇 会員 

毛塚会長、上野幹事の出航の無事を祈って。 

 

★坂村 吉保 会員 
毛塚会長、上野幹事一年間健康に気を付けて 

頑張って下さい。 
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★横澤 淳夫 会員 大変大変頂きました。 
６月３０日の家内の誕生日に素敵な花のプレゼントあり

がとうございました。７月１４日 

壱年ぶりに次女が孫と一緒に帰国します。首を 

長くして待っています。 

 

★浦野 隆 会員 大変頂きました。 
毛塚年度のスタートを祝し、又、創立６０周年式典の決算

書を理事会にて承認を受ける事が出来ました。大変お世話

になりました。 

 

★小暮 高史 会員 
毛塚会長、上野幹事の出航を祝して。 

 

★田部井 孝一 会員 

毛塚、上野丸の無事出航を祝して。 

 

 

★小暮 雅𠀋 会員 大変頂きました。 
いよいよ宮内ガバナー年度が始まりました。 

一年間皆様のご協力よろしくお願い致します。 

毛塚会長、上野幹事頑張って。 

 

★青山 守治 会員 
毛塚さん上野さん期待しています。 

 

★原 初次 会員 大変頂きました。 
毛塚、上野丸の出航を祝して！ 

 

★長柄 純 会員 大変頂きました。 

毛塚会長、上野幹事の年度がスタートします。 

健康に留意され楽しい一年間となりますように応援致し

ます。 

 

★小島 博夫 会員 
毛塚、上野丸 出航おめでとうございます。 

 

★谷田川 敏幸 会員 
宮内年度の月信第一号を発行する事が出来ました。一度は

目を通して下さい。 

 

★瀬山 欣春 直前会長 大変頂きました。 

昨年度中は大変お世話様になりました。 

毛塚、上野年度の船出を祝します。宮内ガバナーを応援し

て参ります。 

 

★中村 研司 会員  

今年度は公共イメージ常任委員会を担当させていただ

きますのでご指導の程よろしくお願いします。 

 

★渋沢 勉 会員 

お世話になります。毛塚会長、上野幹事一年間頑張って

下さい。 

 

★関井宏一 会員 

毛塚年度のスタートを祝して。一年間宜しくお願い致し

ます。 

★古川正道 会員 大変頂きました。 

本年度はできるだけ多くの会員さんに卓話をしていた

だく機会を持ちたいと思っております。ご協力をお願い

申し上げます。 

 

★後藤英世 会員 

毛塚会長、上野幹事宜しくお願い致します。 

 

★石川長司 会員 

毛塚、上野丸の出航を祝しまして。また瀬山、中村丸の

帰港ご苦労様でした。 

★鈴木雅男 会員 

毛塚会長、上野幹事の出航を祝して！ 

 

★山本 樹 会員 

毛塚会長、上野幹事いよいよ出航です。一年間宜しくお

願い致します。 

 

★堀越貴之 会員 

毛塚会長、上野幹事一年間宜しくお願い致します。館林

まつり委員長の堀越です。１４日 

１５日宜しくお願い致します。 

 

★荒木千津子 会員 

毛塚会長、上野幹事ご出航おめでとうございます。一年

間どうぞよろしくお願い致します。 

 

★根岸利正 会員 

出席、ニコニコ BOX委員長をおおせつかりました。宜し

くお願い致します。 

 

★中世吉昭 会員 大変大変頂きました。 

この度、伝統ある館林ロータリークラブに入会させて

頂きます。ロータリークラブの活動に協力してまいり

ますので宜しくお願い致します。 

 
 

 

 

 

 

 

 


