
 

 

 

 

 

 

点 鐘・ソング 我 等 の 生 業 

会 長 挨 拶 
会長 毛塚  宏 

 

 
  

 暑いという言葉が死語になりそうな暑い日が続いてお

ります。７月１４日の準備から１５日の神輿渡御まで 

堀越祭り委員長を筆頭に、会員の皆様ひとりひとりの 

御力添えで、私の年度の最初の一大事業である、館林 

まつりが無事終了致しました。 

神輿に参加頂きました、館林高校インターアクトクラブは、

館林ロータリークラブ創立１０周年記念事業として 

館林高校に１９６８年５月１５日に設立されました。 

実は今日のお客様、館林西 RC の小巻会長、館林西 RCに岸

会長は館林高校で同級生でした。特に小巻会長と私は設立

された館林高校 IACのチャーターメンバーで、茨城県や新

潟県に RC メンバーと一緒に連れて行ってもらいました。

私もロータリアンになって、かつてその時代は茨城、群馬、

新潟が同じ地区だった事が判りましたが、その頃はなぜ遠

い所に連れて行かれるのかと不思議な思いがありました。

私の IAC の楽しい思い出は数多くありますが、一番印象に

残っているのは、小巻会長も同じだと思いますが夏季交換

留学生がミネソタ州ミネアポリスから来日し、当時出来た

ばかりの館林女子高のプールになぜか一緒に入る機会が 

ありまして、当時のアメリカの女子留学生の 

プロポーションの素晴らしさに感動した記憶です。 

その後、女子留学生の一人とペンパル（古い言い方ですが 

交換文通。これも古い、解る人がいるかな？）になり 

何度か文通し、大学合格したらミネソタに行くぞ！なんて

書いて送っていましたが、いざ大学合格して、都会のネオ 

 

ンに負けますと…すっかり頭からミネソタが消えた、青春

のほろ苦い思い出が、現役の IACの高校生と神輿を担いで

蘇りました。青少年奉仕の偉大さを再認識した次第です。 

また、大変嬉しい事に、中世会員に続き新しい仲間を迎え

る事が出来ました。後程、ご紹介いたします。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 毛塚  宏 

会 務 報 告 

平成３０年７月２０日 

 

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 

参加者 毛塚 宏・上野 和路・青山 守治・新井  進 

  荒木 千津子・飯塚 一成・石川 長司・小暮 雅𠀋 

  小島 博夫・後藤 英世・渋澤  勉・鈴木 雅男 

関井 宏一・瀬山 欣春・高木貞一郎・滝野瀬博志 

中世 吉昭・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 

本島 克幸・谷田川敏幸・山本  樹 

 

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 

 参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・飯塚 一成 

館林高等学校 塩見
し お み

 颯
そう

大
た

・寺崎
てらざき

  聖
あきら

 

 顧問教諭  森田 規子先生 

 

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 

参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・渋澤  勉・関口 昇 

    長柄  純・本島 克幸・山本  樹 

 

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 

 参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・毛塚 宏・渋澤 勉 

関口 昇・長柄 純・本島 克幸・山本 樹 

 

Ｈ３０．７．１０（火）地区大会合同会議             

於・ジョイハウス 

 参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・原 初次・毛塚 宏 

上野 和路・浦野 隆・後藤 英世・関井 宏一 

高木 貞一郎・滝野瀬 博志・田部井 孝一 

田部井 剛史・中村 研司・長柄 純・本島 克幸 

山本 樹 

 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

2018 年７月２０日(金) 第２９５６回例会報告（Ｎｏ，３） 

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 
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Ｈ３０．７．１４（土）館林まつり準備               

於・館林高校   

 参加者 ２３名 

 

Ｈ３０．７．１５（日）第４７回館林まつり                

於・本町通り 

参加者 １１１名（会員 ３４名） 

・館林高校インターアクター ７２名・先生 ４名・ 

・米山奨学生 徐 亭亭さん 

 

Ｈ３０．７．１５（日）館林まつり 懇親会             

於・銀座ずし 

 参加者 ３０名（会員 ２８名 

・米山奨学生 徐 亭亭 さん ・事務局） 

 ・ 

今後の予定 

 

Ｈ３０．７．２０（金）第２１回ガバナースタッフ会議       

於・ジョイハウス 

 

Ｈ３０．７．２０（金）２０２０－２１年度会長指名委員会        

於・吉川 

 

Ｈ３０．７．２１（土）インターアクト年次大会              

於・群馬会館 

 

Ｈ３０．７．２１（土）第１回ガバナー指名委員会     

於・前橋商工会議所会館 

 

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 

 

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 

 

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 

 

Ｈ３０．７．２５（水）第１回ＲＹＬＡ研修会実行委員会     

於・美喜仁館 高崎店 

 

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 

 

Ｈ３０．７．２６（木）館林つつじサポーターズ倶楽部役員会 

於・つつじが岡公園総合管理事務所 

 

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 

 

Ｈ３０．８．１（水）平成３０年度館邑会後援会幹事会      

於・第二陽光園 

 

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 

 

Ｈ３０．８．４（土）第２回地区補助金委員会        

於・ガバナー事務所 

 

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 

 

Ｈ３０．８．３０（木）第４分区Ｂ５ＲＣ合同納涼例会     

於・ジョイハウス 

 

Ｈ３０．９． ９（日）地区大会記念ゴルフ大会      

於・鳳凰ゴルフ倶楽部 

 

Ｈ３０．９．１４（金）第５８回館林創意くふう作品展審査会 

於・アゼリアホール 

 

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 

 

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 

 

Ｈ３０．１０．６（土）第１７回ロータリー全国囲碁大会     

於・日本棋院本院 

 

Ｈ３０．１０．６（土）ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会     

於・ジョイハウス 

 

Ｈ３０．１０．７（日）地区大会              

於・館林市文化会館 

 
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 

 

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 

 

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 

 

Ｈ３０．１１．３０（金）ガバナー公式訪問          

於・館林市文化会館 

 

Ｈ３０．１１．３０（金）ガバナー公式訪問５ＲＣ合同懇

親会  於・館林市文 
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― 幹 事 報 告 ― 
幹事 上野 和路 

幹事報告 

平成３０年 ７月２０日   通算２９５６回 

 

１．例会場・例会時間の変更 

 

◆館林東ＲＣ   

７月２５日（水）館林西ＲＣとの合同夜間例会  

点 鐘 １９：００ → １８：００に変更 

８月１５日（水）→ 休 会 

８月２９日（水）→８月３０日（木）５ＲＣ合同納涼例会へ

変更 

ホスト：館林ミレニアムＲＣ 

受 付 １８：００～ 

会 場 ジョイハウス 

 

◆大泉ＲＣ        

８月 ８日（水）→ ８月６日（月）へ振替 

８月１５日（水）→ 休 会 

８月２９日（水）→ ８月３０日（木）５ＲＣ合同納涼例へ

変更 

ホスト：館林ミレニアムＲＣ 

受 付 １８：００～ 

会 場 ジョイハウス 

 

◆太田ＲＣ  

８月１６日（木）→ 休 会 

８月２３日（木）→ ８月２２日（水）第４分区Ａ合同 

親睦例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 ティアラグリーンパレス 

８月３０日（木）→ ９月２日（日）金山清掃 

 

◆富岡中央ＲＣ 

７月２６日（木）→ 納涼夜間例会 

点 鐘 １８：３０ 

会 場 かつ庄 

８月１６日（木）→ 休 会 

 

◆富岡かぶらＲＣ 

７月２４日（火）→ ７月２８日（土）とみおか夏まつり 

時 間 １５：００～ 

会 場 富岡市宮本町 

７月３１日（火）→ ８月１日（水）地区補助金事業 

セレモニー 

                時 間 １２：００～ 

会 場 富岡市役所 

８月１４日（火）→ 休 会 

８月２５日（火）→ 休 会 

 

◆碓氷安中ＲＣ      

８月１６日（木）→ 休 会 

８月２３日（木）→ 納涼例会 

 

点 鐘 １９：００ 

会 場 磯部簗 

 ８月３０日（木）→ 休 会 

◆富岡ＲＣ        

７月２５日（水）→ ７月２８日（土）とみおか夏まつり        

に参加 

 時 間 １５：００～ 

 会 場 富岡市宮本町 

 ８月 １日（水）→ 地区補助金事業 セレモニー 

               時 間 １２：００～ 

               会 場 富岡市役所 

 ８月１５日（水）→ 休 会 

 ８月２９日（火）→ 納涼夜間移動例会 

 点 鐘 １８：３０ 

 会 場 常盤館 

 

２．会報、週報 

◆太田ＲＣ → 週 報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所～  

①第１回ガバナー指名委員会のご案内 

【日 時】７月２１日（土）１１：００～１２：００ 

        【会 場】前橋商工会議所会館 ３Ｆ 

 

②第１回ＲＹＬＡ研修会実行委員会のご案内（中村会員宛） 

【日 時】７月２５日（水）１８：３０～ 

【会 場】海鮮ダイニング 美喜仁館 高崎店 

【会 費】６，０００円 

 

③２０２０－２２年度ＲＩ理事候補者の推薦についての

お知らせ 

 

④第２回地区補助金委員会のご案内 

【日 時】８月４日（土）１０：００～１２：００ 

【会 場】ガバナー事務所 

 

⑤第１７回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

【日 時】１０月６日（土）９：３０～１６：００ 

【会 場】日本棋院本院１階対局室 

【参加費】７，０００円（昼食代、賞品代等含む） 

 

⑥２０１８－１９年度クラブ会員数報告書 ご提出のお

願い 

 

⑦「ぐんま経済新聞」クラブ紹介についてのお願い 

 

⑧地区補助金ｗｅｂ申請のための役員メールアドレスご

提出のお願い 

 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会～ 

①２０１８年度上期普通寄付金のお願い 

②「ハイライトよねやま ２２０号」 

③普通寄付金申告用領収証、受付開始のお知らせ 
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◆館林ミレニアムＲＣ → 第４分区Ｂ５クラブ合同納

涼例会のご案内 

【日 時】８月３０日（木） 受 付 １８：００～                          

例 会 １８：３０～                          

懇親会 １９：００～ 

【会 場】ジョイハウス 

【登録料】参加人数 × ５，０００円 

クラブ負担金 １０，０００円 

【服 装】気軽な服装でお越しください。 

ノーネクタイ、クールビズ大歓迎。 

 

◆館林まつり運営委員会～  

「第１９回館林手筒花火大会」館林まつり協賛企業席のご

案内 

【日 時】７月２１日（土）１９：３０～（約１時間） 

【会 場】館林城ゆめひろば（旧市役所東広場） 

 

◆館林高等学校～  

第６６回全国高等学校決勝弁論大会審査員のご依頼につ

いて（飯塚会員宛） 

【日 時】９月２２日（土）９：３０～１６：３０（予定） 

【会 場】館林市三の丸芸術ホール 

 

◆長良睦会 会長 小林 但弥 様から館林まつり神輿

参加の御礼状 

 

◆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】７月２６日（木）１３：３０～ 

【会 場】つつじが岡公園総合管理事務所 

 

◆富田新聞店～ 

館林市小学生新聞スクラップコンテストご協賛のお願い 

 

◆社会福祉法人 館邑会～ 

平成３０年度後援会幹事会開催のご案内 

【日 時】８月１日（水）１３：３０～ 

【会 場】第二陽光園 新棟 

 

◆館林発明協会～ 

①平成３０年度賛助金納入についてのお願い 

 【賛助金】１０，０００円 

 

②第５８回館林創意くふう作品展の開催に伴う後援 

並びに賞の交付申請について 

☆館林ロータリークラブ会長賞  １点 

 

③第５８回館林創意くふう作品展審査会の開催及び審査

員の委嘱について 

【日 時】９月１４日（木）１０：３０～ 

【会 場】アゼリアモール「アゼリアホール」 

 

◆館林商工会議所 → 「商工たてばやし №４１５」 

 

 

 

 

 

 

― お 客 様 ― 

 

 
RI２８４０地区第４分区 B 土屋 孝夫 ガバナー補佐 

 

 
大泉 RC   飯田 知義 会長 

 
館林西 RC  小巻 行雄 会長 
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館林ミレニアム RC    伊藤 幹泰 会長 

山口 亜晃 幹事 
（写真は、伊藤 会長） 

 

  

◇◇ 使用済み切手寄贈 ◇◇ 
 

新井 進 会員  坂村 吉保 会員 

 
 
 

◇◇ 委任状送付◇◇ 

 

齊藤 要 会員 
 

 
小池 敏郎 会員 

 

 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

 
通算２９５６回例会      委員長 根岸 利正 

 

会 員 数 ５５名 

出 席 者 数 ３７名 

欠 席 者 数 １８名 

出 席 率 ６７．２７％ 

前前回修正 74.55％～83.64％ 
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― 卓  話  の  時  間 ― 
  プログラム・健康増進委員会 横田 善次 副委員長 

 

 

土屋 孝夫 ガバナー補佐の卓話です。 

 

 

 大変な猛暑の中、西日本では大きな災害に見舞われ 

未だ未だ不自由な生活を余儀なくされている方が多くい

らっしゃる事に、心が痛みます。 

 

『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』の理念

に基づきクラブ活動を進めて参ります。 

最も大切な事は、会員増強を進め、同士を多く集める事で

す。其れが私に課せられた大きな役目と強く思っておりま

す。一年間、宮内ガバナーを支えながら邁進して参ります。 

何卒、宜しくお願い致します。 

 

 
 

今年一年宜しくお願い致します！  

 

 

 

 

☆新入会員さん紹介☆ 

 

 

 
帆足 秀司 さん 

昭和４９年６月２９日生まれ 

ダイコウ外柵産業（㈲）取締役専務 

 

 
小池 敏郎 会員からのご紹介 
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 二コニコ BOX   
        委員長 根岸 利正 

 

★土屋 孝夫 ガバナー補佐  

大変いただきました。 

 

★飯田 知義 大泉 RC会長  

 大変大変いただきました。 

 

★毛塚 宏 会長 大変いただきました。 

国際ロータリー第２８４０地区第４分区 B 

土屋孝夫ガバナー補佐ご来訪ありがとうござい

ます。また大泉 RC、館林西 RC、館林ミレニアム

RC の会長、幹事の皆様ようこそ館林 RC へ！ 

 

★松本 耕司 副会長 大変いただきました。 

本日は、土屋ガバナー補佐を初め大泉、館林西 

館林ミレニアム各クラブの会長、幹事様、ご来訪

頂き有難うございます。 

 

★高木 貞一郎 パストガバナー 

 土屋ガバナー補佐、大泉、館林西、ミレニアム

の諸兄ようこそ。今年一年宜しくお願い致します。 

 

★宮内 敦夫 ガバナー 大変いただきました。 

 皆様お暑うございます。お体を大切にしてくだ

さい。土屋ガバナー補佐、大泉 RC 飯田会長、館

林西 RC 小巻会長、館林ミレニアム RC 伊藤会長、

山口幹事ご苦労様です。宜しくお願い致します。  

 

★堀口 一宇 会員 大変いただきました。 

 この度、入会３５年目を迎え、びっくりしてお

ります。只々馬齢をかさねただけです。記念品有

難うございます。今後も宜しくお願い致します。 

 

★齊藤  要 会員 

 宮内ガバナーから地区会計長の委任状を頂き

ました。ありがとうございました。 

 

★小暮 雅𠀋 会員 大変いただきました。 

 土屋ガバナー補佐、飯田会長、小巻会長 

伊藤会長、山口幹事。暑い中ようこそおいで下さ

いました。 

 

★小池 敏郎 会員 大変いただきました。 

 毛塚会長、上野幹事出航おめでとう。 

本日、第 4分区 B土屋ガバナー補佐はじめ各クラ

ブの会長幹事さん御来訪御苦労様です。そして本

日新会員、帆足秀司さんを紹介させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

★原 初次 会員 大変いただきました。 

 土屋ガバナー補佐をはじめ、大泉、館林西 

館林ミレニアムクラブの会長、幹事様ようこそい

らっしゃいました。地区大会ではお世話になりま

す。 

 

★谷田川 敏幸 会員 大変いただきました。 

 先週行われました、全日本ダートトライアル選

手権長野大会で今シーズン 5 勝目を挙げ、年間チ

ャンピオンを獲得する事が出来ました。 

 

★瀬山 欣春 会員  

 RI第 2840 地区第 4分区 B ガバナー補佐 

土屋孝夫様、及び 3クラブの会長幹事の皆様の 

ご来訪を歓迎致します。又、帆足様の入会を祝い

致します。 

 

★中村 研司 会員 

 RI2840 地区第 4分区 Bガバナー補佐 

土屋孝夫様をはじめ、分区内各 RCの会長幹事の 

皆様ようこそおいでくださいました。本日はよろ

しくお願い致します。 

 

★後藤 英世 会員 

 土屋ガバナー補佐様、第 4 分区の会長幹事様の 

ご来訪に感謝申し上げます。 

 

★石川 長司 会員 

 先日、妻の誕生日に綺麗な花束をありがとうご

ざいました。 

 

★帆足 秀司 会員 大変大変いただきました。 

 この度はお世話になります帆足と申します。 

建設、建築外構という仕事をしています。 

極微力ですがよろしくお願いします。 

 

 

◆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 
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