
 

 

 

 

 

 

点 鐘 ソング・国家斉唱、奉仕の理想  

会 長 挨 拶 
会長 毛塚 宏 

 
 

 うだる様な暑さが続いているこの頃です。 

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。６月２日に 

開かれた地区会員増強セミナーには、青山クラブ研修リー

ダーをはじめ、地区の出向の皆様と２７５０地区パストガ

バナー 水野 功 様の基調講演を聞き勉強して参りま

した。その成果もあって、７月には御二人の新入会員を迎

える事が出来ました。８月にもぜひ新入会員をお迎えした

いと思いますので、会員皆様、ひとりひとりの御協力を宜

しくお願い致します。 

今日のお客様、館林東ロータリークラブの岸会長は、先々

週、おいでになった館林西ロータリークラブの小巻会長と

同じく、館林高校の同級生です。第４分区Ｂ、５クラブの

中で３クラブの会長が同じ年度で会長職を務めるのは

中々無い事だと思います。また、石塚幹事とは地区補助金

委員会で委員として一緒に申請書や報告書の審査を行い

ました。後程、ご挨拶を頂きます。 

台風１２号は先週土曜日から観測史上無い動きで日本列

島、特に西日本豪雨の被災地を駆け抜けて行きました。西

日本豪雨では２００名以上の方が亡くなり非常に痛まし

い災害でした。広範囲の被害でしたので、被災した方の中

にロータリアンもいらっしゃいます。先程終了いたしまし

た８月理事会で西日本豪雨被害義援金を送金する事が決

まりました。暑い日が続き被災地の瓦礫等の片付けも非常

に困難な様ですが、被災地の一日も早い復興を願っていま

す。 

 

 

― 理事会・幹事 報告 ― 

幹事 上野 和路 

 
 

平成 30年８月３日 

２０１８～２０１９年度・館林ロータリークラブ 

８月定例理事会次第 

平成３０年８月３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 １４人出席  

３. 資料確認 

４.報告事項 

 

⑴Ｈ３０．７．６（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 

 

⑵Ｈ３０．７．７（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 

 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０１８年８月３日 第２９５８回例会報告（Ｎｏ，5） 

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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⑶Ｈ３０．７．７（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 

 

⑷Ｈ３０．７．７（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 

 

⑸Ｈ３０．７．１０（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 

 

⑹Ｈ３０．７．１４（土）館林まつり準備              

於・館林高校 

 参加者 ２３名 

 

⑺Ｈ３０．７．１５（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 

 

⑻Ｈ３０．７．１５（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 

                      事務局） 

 

⑼Ｈ３０．７．２０（金）第２１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・石川 長司 

   上野 和路・毛塚 宏・小池 敏郎・後藤 英世 

   齊藤 要・渋澤 勉・関井 宏一・高木貞一郎 

   滝野瀬博志・田部井剛史・中村 研司・長柄 純 

   原 初次・本島 克幸・谷田川敏幸・山本 樹 

 

⑽Ｈ３０．７．２０（金）２０２０－２１年度会長指名 

委員会 

於・吉川 

参加者 高木貞一郎・新井 保・新井 進・野辺 昌弘 

   坂村 吉保・浦野 隆・原 初次・田部井孝一 

   小暮 雅𠀋・青山 守治・宮内 敦夫・小池 敏郎 

   滝野瀬博志・大澤 孝司・長柄  純・瀬山 欣春 

   毛塚 宏・上野 和路 

 

⑾Ｈ３０．７．２１（土）インターアクト年次大会            

於・群馬会館 

参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・毛塚 宏・上野 和路 

   関井 宏一・飯塚 一成 

   館林高校 寺崎
てらざき

  聖
あきら

・三ツ村
み つ む ら

 隼人
は や と

 

   顧問教諭 森田 規子先生 

 

⑿Ｈ３０．７．２１（土）第１回ガバナー指名委員会    

於・前橋商工会議所会館 

参加者 宮内 敦夫 

⒀Ｈ３０．７．２１（土）第１回ガバナー諮問委員会    

於・前橋商工会議所会館 

参加者 高木貞一郎・宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・齊藤 要 

 

⒁Ｈ３０．７．２１（土）第２回公共イメージ委員会    

於・前橋問屋センター会館 

参加者 関井 宏一 

 

⒂Ｈ３０．７．２１（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 

参加者 小暮 雅𠀋・後藤 英世 

 

⒃Ｈ３０．７．２５（水）第１回ＲＹＬＡ研修会実行委員

会  於・美喜仁館 高崎店 

参加者 中村 研司 

 

⒄Ｈ３０．７．２６（木）館林市健康づくり推進協議会   

於・館林市保健センター 

参加者 上野 和路 

 

⒅Ｈ３０．７．２６（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 

参加者 毛塚 宏   

 

⒆Ｈ３０．７．２９（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 

参加者 宮内 敦夫・小暮 雅𠀋・後藤 英世 

   関井 宏一 

 

⒇Ｈ３０．８．１（水）平成３０年度館邑会後援会幹事会     

於・第二陽光園 

参加者 小暮 高史 

 

５．今後の予定 

 

⑴Ｈ３０．８．４（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 

 

⑵Ｈ３０．８．４（土）第２回地区補助金委員会       

於・ガバナー事務所 

 

⑶Ｈ３０．８．６（月）館林まつり みこし・山車部会反

省会   於・館林市役所 

 

⑷Ｈ３０．８．１１（土）ローターアクト第１回会長幹事

会議 

於・群馬県庁 昭和庁舎 

 

⑸Ｈ３０．８．１８（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 

 

⑹Ｈ３０．８．２４（金）米山指定校説明会       

於・前橋問屋センター会館 

 

⑺Ｈ３０．８．２５（土）第１回会員組織強化・女性ネット 

                  ワーク合同委員会 

於・前橋問屋センター会館 
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⑻Ｈ３０．８．２６（日）青少年交換学生歓迎会・帰朝報

告会 

於・前橋問屋センター会館 

 

⑼Ｈ３０．８．３０（木）第４分区Ｂ５ＲＣ合同納涼例会      

於・ジョイハウス 

 

⑽Ｈ３０．９．６（木）太田ＲＣ通算３０００回記念例会 

於・ロイヤルチェスター太田 

 

⑾Ｈ３０．９．９（日）地区大会記念ゴルフ大会      

於・鳳凰ゴルフ倶楽部 

 

⑿Ｈ３０．９．１０（月）ＫＡＮＲＩＮ ＳＡＦＥ・宴会場 

              リノベーション披露パーティー 

於・館林市文化会館 

 

⒀Ｈ３０．９．１４（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 

 

⒁Ｈ３０．９．１６（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅠ  

於・前橋問屋センター会館 

 

⒂Ｈ３０．９．２２（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 

 

⒃Ｈ３０．１０．６（土）第１７回ロータリー全国囲碁大会    

於・日本棋院本院 

 

⒄Ｈ３０．１０．６（土）ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会     

於・ジョイハウス 

 

⒅Ｈ３０．１０．７（日）地区大会               

於・館林市文化会館 

 

⒆Ｈ３０．１０．２５（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 

 

⒇Ｈ３０．１０．２８（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅡ 

於・前橋問屋センター会館 

 

[21] Ｈ３０．１１．３（土）～４日（日）ＲＹＬＡ研修

会 

於・サンコー７２カントリークラブ 

 

[22] 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 

 

[23] Ｈ３０．１１．３０（金）ガバナー公式訪問 

於・館林市文化会館 

 

[24] 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 ２０１７－２０１８年度決算及び監査報告に関する

件……別紙 7～11    －承認－ 

 

⑵ ２０２０－２０２１年度・会長指名に関する件             

－承認－ 谷田川敏幸会員 宜しくお願い致します。 

 

⑶ 寄贈温度計活用一部変更に関する件……別紙 12・13           

－承認－ 

 

⑷ 西日本豪雨被害義捐金に関する件……別紙 14              

－承認－ 災害特別基金より  １００，０００円 

 

⑸ 館林市小学生新聞スクラップコンテスト協賛に関す

る件……別紙 15・16  －承認－１口  ３０，０００円     

              昨年度  １０，０００円 

 今年度  １０，０００円 

 

⑹ 地区ロータリー財団セミナーに関する件……別紙 17           

－承認－ 

 

⑺ 第４分区Ｂ５クラブ合同納涼例会に関する件……別

紙 18         －承認－ 

【日 時】８月３０日（木） １８：００～ 登録受付 

１８：３０～ 合同納涼例会 

     １９：００～ 懇親会 

【会 場】ジョイハウス 

【登録料】５，０００円（３，０００円個人負担     

２，０００円ＳＡＡ） 

 

⑻ 太田ＲＣ通算３０００回記念例会に関する件……別

紙 19         －承認－ 

会長・幹事 

 

⑼ ９月第２例会開催時間変更に関する件                 

－承認－ 

 

 ９月１４日（金） → 点 鐘 １８:００ 

会 場 ジョイハウス 

 

⑽ 地区大会記念ゴルフ大会、館林ＲＣインコンペに関す

る件……別紙 20   －承認－ 

 

⑾ ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会に関する件……別紙

21          －承認－ 

会長、幹事、クラブ研修リーダー、地区委員会委員長 

ガバナー、パストガバナー、地区幹事、地区会計長 

 

⑿ 第１８回ＲＹＬＡ研修会に関する件……別紙 22・23           

－承認－ 

米山奨学生、青少年奉仕委員長 

 

⒀ （公社）館林青年会議所「創立５５周年記念」協賛金

に関する件      －承認－ 

 

    ５０，０００円 

    １０／２０（土）下町夜市の日 

 

⒁ 青少年交換プログラムに関する件                   

－承認－ 
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⒂ その他 

 

７．その他 

⑴ 各委員会報告・提案 

 

 プログラム委員会……別紙 24 

 

★ 次回理事・役員会開催日  

２０１８年（Ｈ３０） ９月 ７日（金）１１：３０  ～    

於・ ジョイハウス 

 

 

幹事報告 
平成３０年 ８月 ３日  通算２９５８回 

 

１．例会場・例会時間の変更 

◆伊勢崎ＲＣ       

８月１５日（火）→ 休 会 

８月２９日（火）→ 夜間例会 

点 鐘 １８：００ 

 会 場 伊勢崎プリオパレス 

 

◆伊勢崎南ＲＣ 

８月１４日（火）→ 休 会 

８月２８日（火）→ 夜間例会 

 点 鐘 １８：００ 

 会 場 プラザ・アリア 

 

◆前橋西ＲＣ  

８月１７日（金）→ 休 会 

８月３１日（金）→ 納涼夜間例会 

 点 鐘 １８：３０ 

 会 場 群馬ロイヤルホテル別館スペランツァ 

 

◆前橋北ＲＣ  

８月１３日（月）→ 休 会 

８月２７日（月）→ 納涼夜間例会 

 点 鐘 １８：００ 

 会 場 落葉簗 

 

◆前橋南ＲＣ      

８月１５日（水）→ 休 会 

８月２２日（水）→ 前橋中央ＲＣ・前橋南ＲＣ合同例会 

点 鐘 １２：１０ 

 会 場 ロイヤルチェスター前橋 

８月２９日（水）→ 納涼夜間例会 

 

◆安中ＲＣ        

８月１４日（火）→ 休 会 

８月２８日（火）→ 夜間例会 青少年交換学生歓迎会 

 点 鐘 １９：００ 

 会 場 並木苑 

 

２．会報、週報 

◆大泉ＲＣ → 会 報 

◆館林東ＲＣ → 会 報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所より  

①２０１８年８月のロータリーレート １ドル＝１１２円 

②米山記念奨学生宛て 留学生のための企業見学バスツアーの

ご案内 

③ガバナー月信８月号 

④ガバナー公式訪問確認書ご提出のお願い 

⑤８月リソースのご案内 会員増強・新クラブ結成推進月間 

⑥Ｒｏｔａｒｙ Ｓｈｏｐ のご案内 

⑦夏季休暇のお知らせ 
【休暇期間】８月１０日（金）～８月１６日（木）まで 

 

【緊急連絡先】地区幹事 小暮 雅𠀋 

 携帯番号 ０９０－８００１－５４５２ 

            

⑧第１回会員組織強化・女性ネットワーク合同委員会のご案内 

【日 時】８月２５日（土）１２：２０～１６：００ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

 

⑨青少年交換学生歓迎会・帰朝報告会のご案内 

【日 時】８月２６日（日）１０：３０～１６：３０ 

【会 場】前橋問屋センター会館 

 

⑩第１８回ＲＹＬＡ研修会のご案内 

【日 時】１１月３日（土）９：３０～１０：００ 登録受付 

       ４日（日）１２：００ 終了予定 

【会 場】サンコー７２カントリークラブ 

【登録料】一人 １０，０００円 

 

◆サテライト事務所 → ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐

会のご案内 
【日 時】１０月６日（土）１７：４５～（登録受付１７：３０） 

【会 場】ジョイハウス 

【対象者】地区役員、会長、幹事、クラブ研修リーダー 

【登録料】お一人様 １０，０００円 

 

◆（公財）ロータリー日本財団 → 確定申告用寄附金領収証 

 

◆館林市役所 → 館林まつり みこし・山車部会反省会開の

ご案内（堀越会員宛） 

 【日 時】８月６日（月）１８：３０～ 

【会 場】館林市役所 ５階研修室 
― お 客 様 ― 

 

 
館林東 RC  岸 信彦 会長 
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岸のそろばん塾でおなじみの、岸でございます。 

暑い館林の中でも、特に今日は館林クラブの熱気に圧倒さ

れております。満員のテーブルは羨ましく 

当クラブも会員増強に努めて参ります。 

 

 
 

館林東 RC 石塚 泉 幹事 （写真右側） 

 

 
熱気あふれる各テーブル！(^_-)-☆ 

 

 

会長指名委員会  瀬山 欣春 委員長 

 
４月２０日に開催されました次々年度会長指名委員会で 

２０２０～２０２１年の館林 RC 会長に… 

 

谷田川 敏幸 会員が指名されました！ 
 

 
 

次々年度会長 谷田川 敏幸 会員 

 
歴史ある館林 RCの第６３代会長に指名されました。 

重責に身が引き締まる思いです。ロータリーの為に尽く

して参ります。皆様、ご協力宜しくお願い致します。 

 
◇◇在籍年数の発表◇◇ 

出席・ニコニコ BOX 委員会  委員長 根岸 利正 

 

横沢 淳夫 会員  １９８６年入会 在籍 ３２年 

大澤 孝司 会員  １９９３年入会 在籍 ２５年 

滝野瀬 博志 会員 １９９０年入会 在籍 ２８年 

島田 英一 会員  １９９５年入会 在籍 ２３年 

後藤 英世 会員  ２００９年入会 在籍  ９年 

吉田 豊彦 会員  ２０１３年入会 在籍  ５年 

 

記念品贈呈 

在籍年数節目の２５年 大澤 孝司 会員 
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◇米山奨学生 奨学金授与◇   

 

徐 亭亭 さん ご挨拶（＾◇＾） 
日本に来て５年が経ちます。皆様のお陰で充実した毎日を

過ごしています。今、TOEIC の試験に向け猛勉強中です。 

これからも宜しくお願い致します。 

 

  

◇◇会員のお祝い◇◇ 

親睦活動委員会 委員長 山本 樹 

☆お誕生日（会員及びご婦人）（敬称略） 

会員誕生日 

 横沢 淳夫 昭和１２年８月２４日 

 吉田 豊彦 昭和１９年８月１９日 

 浦野  隆 昭和２１年８月 ７日 

 小池 敏郎 昭和２４年８月 ２日 

 長柄  純 昭和２８年８月 ６日 

 堀越 貴之 昭和４７年８月１８日 

 荒木 千津子 昭和４１年８月１８日 

名誉会員 

 新井 昌史 昭和３２年８月２３日 

 

ご婦人誕生日 

 新井 保 夫人  昭和１９年８月２３日 

 瀬山 欣春 夫人 昭和２８年８月１１日 

 新井 進 夫人  昭和１２年８月１８日 

 山本 樹 夫人  昭和３７年８月 ５日 

 小倉 敏雄 夫人 昭和２９年８月３０日 

 齋藤 佳延 夫人 昭和５０年８月 ８日 

 

結婚記念日 

 宮内 敦夫 昭和４４年８月１日 

 帆足 秀司 平成１２年８月６日 

 

 
山本 樹 委員長 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 

 

通算２９５８回例会     委員長 根岸 利正 

会 員 数 ５５名 

出 席 者 数 ３９名 

欠 席 者 数 １６名 

出 席 率 ７０．９１％ 

前前回修正 67.27～81.82％ 

 

   

 

ヽ(^。^)ノ☆ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

             委員長 根岸 利正 

 

☆毛塚 宏 会長  大変いただきました。 

 ８月定例理事会も慎重協議頂きありがとうござい

ました。館林東 RC 岸会長、石塚幹事ご来訪頂きあ

りがとうございます。 

  

☆松本 耕司 副会長 大変いただきました。 

 本日は、東クラブの岸会長様、石塚幹事様、暑い中

ご出席頂き有難うございます。又、谷田川会員が、次々

年度会長として指名されました事に感謝致します。 

一緒に頑張りましょう。 

 

☆宮内 敦夫 ガバナー 

 館林東 RC 岸 会長様、石塚幹事様ようこそおい

で下さいました。宜しくお願い致します。 

 

☆小暮 高史 会員 

 東クラブの岸会長、石塚幹事さん。ようこそいらっ

しゃいました。 
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☆滝野瀬 博志 会員 

 谷田川 会員 頑張ってください！ 

 

☆谷田川 敏幸 会員 大変大変いただきました。 

 皆様お世話になります。館林 RC第６３代の会長に指名 

頂きました。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

☆瀬山 欣春 会員 

 館林東 RCの岸会長と石塚幹事のご来訪を歓迎致します。 

 

☆山本 樹 会員 

 谷田川会長のノミ二―決定おめでとうございます。 

 

☆小堀 良武 会員 

 妻の誕生日に花束をありがとうございました。 

 

 
 

今日のお昼食(^。^)y-.。o○ 

ハヤシライス×ハヤシライス 美味美味 

 
絶妙サーモン＆チキンフライ＆サラダ＋果物   

 

締めの斉唱 ・四つのテスト♪ 
 

 

◆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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