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ロータリー：変化をもたらす
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ROTARY： MAKING A DIFFERENCE
Rotary International
Ｒｌ会長 イアンＨ．Ｓ ライズリー 氏
R･I 加盟承認 1954 年 3 月 30 日 2017-2018 年度国際ロータリーのテーマ
伊勢崎ロータリークラブ 会長：石田 保 幹事：星野 文彦
プログラム・会報チームリーダー：亀山 正

基本的教育と識字率向上月間

本日のプログラム
ロータリーソング
「それでこそロータリー」
・卓話
『地域の不登校における現状と
「ほっとる～む」の取り組みについて』
伊勢崎市教育研究所
吉田 晃延 様
ニコニコＢＯＸ

累計

２５１，０１１円

・地区幹事広瀬雅美様には本日は御世話になり
ます。
・石田 保さんには田中ガバナーにおかれまし
ては、９月２日の合同公式訪問には大変お世
話になりました。
・森田高史さんには田中ガバナーにおかれまし
ては、過日の公式訪問、誠にありがとうござ
いました。また、今週の土曜日は直前会長で
もありますので、福島県児童養護施設の寄贈
式に参加させて頂きます。野球部の皆さんガ
ンバッて下さい！！
・牛久保哲男さんには田中ガバナー、広瀬地区
幹事の来訪を記念して。
・茂木克美さんには久しぶりにローターアクト
の例会に出席しました。皆さんも是非。また
今日の上毛新聞一面に入選作が掲載されま
した。
・峯岸則幸さんには田中ガバナーをお迎えし
て！講話宜しくお願い致します。
・多部田敬三さんには野球部より来る１６日の
ＲＣ大会は残念ながら不戦敗になりました。
次回は優勝を目指します。

伊勢崎ロータリークラブ
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会 場
事務局

毎週水曜日
１２時１０分
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℡(24)9966
角田由美子
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・村岡幹彦さんには創立記念日の頂きものあり
がとうございました。
・高橋郁夫さんには牛久保ＰＧの紹介により会
員増強のスタートが切れました。ありがとう
ございました。９月２０日家庭集会がありま
す。全員出席をお願いします。
・奥野哲司さんには結婚祝いありがとうござい
ます。
・岸 慈音さんには田中ガバナーメイクありが
とうございます。また、先週は資金繰りの勉
強をしていました。楽しかったです。
・柳井正臣さんには先日の伊商の模擬面接、無
事終了しました。ご協力ありがとうございま
した。
・山﨑健一さんには伊商面接では沢山の方にご
協力頂きまして感謝致します。
・原 敬さんには田中ガバナー、広瀬地区幹事、
永塚地区副幹事様には、お忙しい中、ご来訪
をありがとうございます。
・岡部修久さんに結婚祝の素敵なお花をありが
とうございました。
・六本木恒宏さんには誕生祝をありがとうござ
いました。
以上１６件（３２，０００円）
次の例会日
９月２７日（水）卓話（趣味の卓話）
※一泊例会 １０月１８日（水）
千明仁泉亭（伊香保）

メークアップはお近くでどうぞ……
月曜日

伊勢崎東Ｃ

伊勢崎プリオパレス １２時３０分

火曜日

伊勢崎南Ｃ

プラザ・アリア

１２時３０分

木曜日

群馬境Ｃ

群馬銀行境支店

１２時１０分

木曜日

伊勢崎中央Ｃ ニューいづみ

第 1･3 水 (伊)ＲＡＣ

１２時１０分

伊勢崎プリオパレス １９時３０分

・メークの節は事前に事務局までご連絡下さい。

９月１３日例会報告
（司会：榎 良一）
Ⅰ会長報告
(1)会長挨拶
(2)米山記念奨学会感謝状授与
第９回 森田高史さん
(3)マルチポールハリスフェローバッジ授与
第３回 板垣時央さん
ポールハリスフェロー感謝状・バッジ授与
小澤 弘さん
(4)新会員紹介 由井政喜さん
Ⅱ幹事報告
(1)例会変更（前橋南他５件）
詳細につきましては事務局にご確認下さい。
(2)ゴルフ大会実行委員会より地区大会記念チャ
リティーゴルフ大会のご案内
１１月５日（日）参加費 ５，０００円
サンコー７２カントリー
…星野幹事
・青少年交換学生歓送会１０／１２案内。参加
よろしくお願いします。
…山﨑奉仕プロジェクトＧＬ
・家庭集会９／２０（水）よろしくお願いします。
…高橋会員組織強化ＧＬ
・野球部年会費を５０００円にしました。新入部
員募集してます。
…多部田さん
Ⅲ出席報告
本日 出席８０名欠席９名出席率８９．８９％
9/2 出席６８名欠席２０名出席率８２．９３％
Ⅳガバナー講話
ＲＩ2840 地区ガバナー 田中久夫 様
Ⅴ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
（伊勢崎中央）９月２８日（木）休会
（伊勢崎東） ９月２５日（月）夜間例会
(2)ＲＩよりロータリーレート
９月 １ドル＝１０９円
来訪者
（ＲＩ2840 地区）田中久夫ガバナー
広瀬雅美地区幹事 永塚 通副幹事
（伊勢崎中央）山崎泰男さん

◎新会員

ゆ い

まさき

由井 政喜さん
第一印刷(株)
印刷
ﾒﾝﾀｰ丸橋 幹さん
９／１３入会（親睦）

薬師 弘亮さん
大和証券(株)
証券業
ﾒﾝﾀｰ高橋郁夫さん
５／１０入会（親睦）

吉田 雅俊さん
ヨシダ産業(株)
建築資材販売
ﾒﾝﾀｰ丸橋 幹さん
４／５入会（SAA）

須藤 正也さん
不動産賃貸業
ﾒﾝﾀｰ多部田敬三さん
４／１９入会（青少年）

川端 正行さん
松原 史明さん
伊勢崎福島病院 (株)エムズコーポレーション
一般病院
広告代理業
ﾒﾝﾀｰ森田高史さん
ﾒﾝﾀｰ 山崎裕紀雄さん
４／５入会（SAA）４／５入会（親睦）

ＲＩ2840 地区方針
ロータリーのある人生を誇りにしよう

Rotary’s Mind is Our Pride.
We are Rotarian. We are One.
青少年情報
○2017－2018
青少年長期交換受入学生（通称ジュリー）
Ｊulie Marie Munsch さん
アメリカテキサス州 １５才
カウンセラー 関 徹也さん
青少年長期交換派遣学生町田祐里奈さん
四ツ葉学園中等教育学校４年

2017-2018 年度会長方針 石田 保
『 世代を超えて・・・和・輪 』
森田税務会計事務所(税務代理)
関東ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社(経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ)
ﾓﾘﾀ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｾﾝﾀｰ(人材派遣)
税理士･行政書士

森田 高史

群馬県伊勢崎市宗高町９２番地
TEL:０２７０－２５－１４４１

大同工業株式会社
《事業内容》

◈自動車関係部品の超硬質アルマイト
◈医療・精密部品の硬質アルマイト
◈コンピューター部品の染色アルマイト
◈日用品・家庭用品の普通アルマイト
◈その他テフロン加工・抗菌アルマイト
特殊メッキ承ります。

〒372-0058 群馬県伊勢崎市西田町 88
Tel.0270-24-0011 Fax.0270-24-0600
ISO 9001:2000 登録番号 JQA-QM8655
ISO 14001:2004 登録番号 JQA-EM6219

