
 

 

 

 

 

 

点 鐘 ♪ソング 我等の生業  

 

会 長 挨 拶 
会長 毛塚 宏 

 

 
 

 １８日に、ロータリー財団セミナーが行われ 

私、松本エレクト、上野幹事、小島財団委員長、事務局の

石川さんと行って参りました。勿論当クラブの地区幹事 

副幹事の皆さんも設営で多数参加して頂き、御苦労さまで

した。新会員の方もいらっしゃるので、ロータリー財団に

ついて簡単に説明致しますと、ロータリー財団は、寄付を

受け取り、ロータリークラブや地区の人道的及び、教育的

活動でロータリー財団が承認したものに補助金を提供す

る非営利法人と定義されています。ロータリー財団の標語

は『世界でよいことをしよう』ロータリー財団の使命は 

『ロータリアンが人々の健康状態を改善し、教育への支援

を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、

平和を達成できるようにすること』そして６つの重点分野

（優先事項）として『平和と紛争予防/紛争解決』『疾病予

防と治療』『水と衛生』『母子の健康』『基本的教育と識字

率向上』『経済と地域社会の発展』となっています。 

ロータリー財団は寄付金を集める活動と、寄付金を遣う活

動をしておりまして、皆様から寄せられました３年間の年

次寄付金額に恒久基金の運用益を足した金額が、地区財団

活動資金（DDF）と国際財団活動資金（WF）に５０％ずつ

分けられ DDFが地区補助金とグローバル補助金に分割され

て使う事が出来る訳です。１８日の財団セミナーはこの

DDF を各クラブが来年度どの様な事業で使うかを考えるも

のでした。当クラブでは２０１３～１４年、小池会長年度 

 

から会費から年次寄付を頂いております。会員の皆様は毎 

年、財団寄付を自動的に行っておりますので、クラブ事業

に良いアイデアが有りましたらお知らせください。 

地区補助金事業として今年度は、第４分区 B合同事業で 

多々良沼周辺に陽光桜を植える計画でしたが、周辺の事情

により多々良沼が駄目に成りました。しかし、つつじが岡

公園に、松本エレクトの御尽力により植樹が可能になりま

したので、１０月頃に実施予定です。 

メンバー全員の参加をお願い致します。 

 

― 会 務 報 告 ― 
会長 毛塚 宏 

 

Ｈ３０．８．１１（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 

  参加者 関井 宏一 

 

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 

  参加者 宮内 敦夫・高木貞一郎・小暮 雅𠀋 

毛塚  宏 上野 和路・石川 長司 

小池 敏郎・小島 博夫 渋澤  勉 

関口  昇・滝野瀬博志・田部井剛史 

      長柄  純・中村 研司・根岸 利正 

松本 耕司・本島 克幸・谷田川敏幸 

山本  樹 

 

Ｈ３０．８．２４（金）米山指定校説明会         

於・前橋問屋センター会館 

  参加者 宮内 敦夫・高木貞一郎・小暮 雅𠀋 

小池 敏郎・関井 宏一 

 

今後の予定 
 

Ｈ３０．８．２５（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 

 

Ｈ３０．８．２６（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 

 

Ｈ３０．８．３０（木）たてばやし国際交流まつり実行委員

会及び部会 

於・館林市役所 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０１８年８月２４日 第２９６０回例会報告 （№７） 

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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Ｈ３０．８．３０（木）第４分区Ｂ５ＲＣ合同納涼例会        

於・ジョイハウス 

 

Ｈ３０．９． 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 

 

Ｈ３０．９． ８（土）野鳥の森園路除草       

於・東武トレジャーガーデン 

 

Ｈ３０．９． ９（日）地区大会記念ゴルフ大会        

於・鳳凰ゴルフ倶楽部 

 

Ｈ３０．９．１０（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 

Ｈ３０．９．１４（金）第５８回館林創意くふう作品審査会    

於・アゼリアホール 

 

Ｈ３０．９．１５（土）（公財）米山梅吉記念館秋季例祭 

於・米山梅吉記念館 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 

 

Ｈ３０．９．２５（火）第４分区Ｂ会長・幹事会            

於・幸寿し 

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）地区指導者育成セミナー        

於・館林市文化会館 

 

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 

 

Ｈ３０．１１．３（土）～４日（日）ＲＹＬＡ研修会 

於・サンコー７２カントリークラブ 

 

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・館林市文化会館 

 

 

 
 

― 幹 事 報 告 ― 
幹事 上野 和路 

 

 
 

平成３０年８月２４日通算２９６０回 

１．例会場・例会時間の変更 

◆館林ミレニアムＲＣ    

９月２７日（木）→ ９月３０日（日）家族親睦会

（野球観戦） 

会 場 東京ドーム 

 

◆太田ＲＣ  

９月６日（木）→通算例会回数３０００回記念例会                             

（夜間例会） 

 会 場 ロイヤルチェスター太田 

 

◆太田西ＲＣ ９月 ５日（水）→ 以下に振替 
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９月２日（日）金山清掃 

 ９月９日（日）地区大会ゴルフ大会 

 ９月２６日（水）→ 夜間例会 

 点 鐘 １８：３０ 

 

◆沼田ＲＣ ９月 ４日（火）→ ガバナー公式訪問 

      ９月１１日（火）→ 休 会 

９月１８日（火）→ 移動例会（職業奉仕委員会） 

時 間 １１：００～１３：００ 

会 場 川場村木質バイオマス発電所視察 

９月２５日（火）→ 休 会 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 → ①ＲＬＩセミナーのご案内 

【日 程】パートⅠ  ９月１６日（日） 

     パートⅡ １０月２８日（日） 

     パートⅢ １１月２５日（日） 

【会 場】前橋問屋センター会館 

【時 間】各日程登録開始 ９：００～ 

     各日程セミナー ９：３０～１７：００ 

【対象者】会長エレクト・次年度幹事 

（＋未受講コースのある方） 

【登録料】各コース １名 ４，０００ 

（全コース出席 各１名 １２，０００円） 

 

 ②２０１９－２０年度地区委員会委員候補者推薦

のお願い 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会  

「ハイライトよねやま ２２１号」 

 

◆（公財）米山梅吉記念館 

①賛助会ご入会のお願い 

   お一人年間３，０００円（一口） 

  ②秋季例祭のご案内 

   【日 時】９月１５日（土） １４：００ 

   【会 場】米山梅吉記念館ホール 

   【登録料】無 料 

  ③館 報 VOL．３２ 

 

◆大泉ＲＣ → 第４分区Ｂ会長・幹事会のご案内 

   【日 時】９月２５日（火）１８：３０～ 

   【会 場】幸寿し 

        大泉町西小泉３－８－１１ 

   【対 象】第４分区Ｂガバナー補佐 

各クラブ会長・幹事 

   【会 費】１名 ５，０００円 

 

 

 

◆館林ミレニアムＲＣ 
第４分区Ａ・Ｂ１０ 

クラブ親睦チャリティゴルフ大会のご案内 

   【日  時】１０月２５日（木） 

   【会  場】桃里カントリー倶楽部 

   【受  付】７：００～ 

            １組目スタート ８：００～ 

（IN・OUT同時スタート） 

 スタート時間３０分前には受付を済ませて下さい。 

 【参 加 費】お一人様 ６，０００円（チャリティ

１，０００円含む） 

       クラブ負担金 １０，０００円 

       会長賞     ５，０００円 

【プレー費】１１，５００円（全組キャディー付） 

飲食代は各自払い 

【競技方法】新ペリア方式 

 

◆館林まつり運営委員会 → 館林まつり運営方法

に関するアンケートご協力のお願い 

 

◆館林市国際交流協会  

第２０回たてばやし国際交流まつり実行委員会        

及び部会開催のご案内（上野会員宛） 

部 

  【日 時】８月３０日（木）１８：３０～ 

  【会 場】館林市役所５階 ５０１Ａ会議室 

 

◆館林市野鳥の森市民協力会  

野鳥の森園路除草の実施についてのご案内 

（荒木会員宛） 

  【日  時】９月８日（土）７：００～ 

（雨天決行） 

  【集合場所】東武トレジャーガーデン駐車場東側 

 

◆群馬県商工会連合会 
  平成３０年度群馬県企画提案型地域経済活性化事業 

「

ぐんま後継者塾」開催のご案内 
  【１回目】９月 ６日（木）１９：００～２１：００ 

  【２回目】９月１３日（木）１９：００～２１：００ 

【３回目】９月２０日（木）１９：００～２１：００ 

  【４回目】９月２７日（木）１９：００～２１：００ 

  【会 場】群馬県商工連会館 ２階大研修室 

  【受講料】無 料 

 

◆㈱フジマキネクタイ  

  ロータリー用品特別キャンペーンのご案内 

 

◆鈴木葬儀社 

  代表取締役会長、社長就任のご挨拶 
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満面の笑みの、小堀 良武 会員  

 

代表取締役社長就任 おめでとうございます❀ 
 

 
 

◇◇今日のランチ◇◇ 

 

 
  

美味のステーキセット＆甘～い西瓜 
 

 
根岸 利正    出席ニコニコ BOX委員長 

荒木 千津子 会員  

 

９月８日（土）に野鳥の森園路除草作業が行われます。 

沢山の皆様の御協力をお願い致します。 

 

 

◎出席委員会報告（例会出席報告） 
 

通算２９６０回例会         委員長 根岸 利正 

会 員 数 ５５名 

出 席 者 数 ３８名 

欠 席 者 数 １７名 

出 席 率 ６０．１０％ 

前前回修正 70.91～85.45％ 

 

 

 

― 卓  話  の  時  間 ― 

 
プログラム健康増進委員会 横田 善次 副委員 
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中村 研司 公共イメージ委員長の卓話 

 

 

 
 
世界中には数多くのロータリークラブがあります。 

各クラブ毎に多くの課題、悩みを抱えています。 

その悩みを解決すべく、各クラブ毎に知恵を絞り 

取り組んでいます。多くの活動は、（ユーチューブ） 

（インスタグラム）（フェイスブック）等でも多く 

紹介されています。ロータリー活動を世間に 

知って頂き、多くの賛同者を集め、活発な活動が継続

出来る様に、皆様一人一人が、地域に根差した奉仕 

活動の中から、ロータリーファンを増やす活動が 

地域活性化に繋がり、豊かな社会基礎となります。 

  

皆さんの『知恵×知恵』で益々、ロータリー活動を 

深め共に発展していきましょう。 

 

 
 

 

 

 

 
 

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。 

台風が去り、明日からまた暑さがぶりかえすよう

ですが、御身体をご慈愛下さい。 

中村公共イメージ委員長に卓話を頂きますので。 

 

☆新井 保 会員 

妻の誕生祝いに綺麗なお花を頂きましたので。 

 

☆新井 進 会員 

妻が誕生日に花を頂きありがとうございました。 

 

☆小暮 高史 会員 

小堀良武会員、社長就任おめでとうございます。 

鈴木雅男会員、お引っ越しおめでとうございます。 

両君の健闘を祈念しております。 

 

☆中村 研司 会員 

小堀会員、社長就任おめでとうございます。 

 

☆小堀 良武 会員 大変大変頂きました。 

この度、社長に就任致しました。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

☆荒木 千津子 会員 

先日のお誕生日にはステキな花束をありがとうご

ざいました。毎年の楽しみになりました。 

 
 

 

◆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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