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ロータリー：変化をもたらす
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ROTARY： MAKING A DIFFERENCE

経済と地域社会の発展・米山月間

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

本日のプログラム
ロータリーソング
「我等の生業」
「四つのテスト」
・卓話（米山月間）
地区米山奨学委員 多部田敬三さん
ニコニコＢＯＸ
累計
３２９，０１１円
月間
・柏井喜市さんには我社も今月１３日をもって
創立７０周年を迎える事が出来ました。多く
に皆様のご指導ご鞭撻の賜物と心より感謝
申し上げる次第です。１００年企業を目指し
て頑張って参りたいと存じますので、何卒宜
しくお願い申し上げます。

・角田秀則さんには９月３０日は、結婚記念日
の花束ありがとうございました。
・松原史明さんには９月２８日結婚記念日に素
敵なお花を頂きまして、ありがとうございま
した。
・須藤正也さんには結婚して３５年になります。
お祝いありがとうございます。
以上１０件（３１，０００円）
次の例会日
１０月１８日（水）一泊例会１７：４５
千明仁泉亭（伊香保）
ゴルフ 赤城ゴルフ倶楽部
集合ＡＭ７：３０ スタート８：００

・中里盛人さんには創立祝を頂きありがとうご
ざいます。

１０月４日例会報告
（司会：田中泰亨）

・平田 進さんには創立祝ありがとうございま
す。
・蜂須賀芳勝さんには結婚祝ありがとうござい
ました。お花ありがとうございます。
・小此木正博さんにはいよいよ一泊例会が１８
日にせまって参りました。何卒都合をつけて
出席して頂きますようお願いします。楽しい
余興も企画しておまちしております。
・山﨑健一さんには創立祝ありがとうございま
した。
・竹内健治さんには先週は遅刻してすみませ
ん。又、今月ＩＯＳ９００１と２７００１の
検査と取得で大忙しですが、ガンバリます。

伊勢崎ロータリークラブ
例 会
会 場
事務局

毎週水曜日
１２時１０分
伊勢崎プリオパレス
℡(25)4122
伊勢崎プリオパレス内
℡(24)9966
角田由美子
FAX(24)9968
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Ⅰ会長報告
(1)会長挨拶（青少年交換学生報告）
(2)理事会報告
1）指導力育成セミナー（10/25）の件
2）青少年交換学生ＢＢＱ（11/3）の件
3）スーツ寄贈（1/20）の件
4）地区大会選挙人の件
5）休会届の件
(3)親睦活動費授与 易水会・野球部
Ⅱ幹事報告
(1)例会変更（前橋中央他１件）
詳細につきましては事務局にご確認下さい。
(2)田中ガバナー事務所より
・Ｒ財団補助金管理セミナーのご案内
１１月１１日（土）１０：００～１６：００
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。

伊勢崎プリオパレス
地区対象：牛久保ＰＧ、森田ＧＮ、伊能、高橋
対象：会長・幹事・幹事エレクト・地区補助金
担当、事務局
・第６回日台ロータリー親善会議のご案内
２０１８年３月１日（木）台湾
…星野幹事
・第１回指導力育成セミナー、ご参加よろしくお
願いします。
…森田クラブ研修リーダー
・天啓園秋祭り（10/21）
、アクトの日（10/26）
ご参加よろしくお願いします。
…山﨑奉仕プロジェクトＧＬ
・一泊例会、ゴルフバス出しますので参加お願い
します。
…岸クラブ管理運営ＧＬ
Ⅲ出席報告
本日 出席７９名欠席１０名出席率９１．８６％
9/20 出席８０名欠席９名出席率９３．０２％
Ⅳ新会員卓話
須藤正也さん
Ⅴ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
（群馬境） １０月１９日（木）振替
（伊勢崎南）１０月３１日（火）休会
（伊勢崎東）１０月３０日（月）休会
(2)ＲＩよりロータリーレート
１０月 １ドル＝１１２円
来訪者
（伊勢崎中央）泉 哲雄さん

2017-2018 年度会長方針 石田 保
『 世代を超えて・・・和・輪 』
＜クラブ目標＞
１．会員増強（新入会員９名以上）
２．ロータリー財団
年次寄付
１人あたり１５０ドル以上
ポリオ寄付 １人あたり ３０ドル以上
３．米山記念奨学会寄付
寄付１人あたり １６，０００円以上
４．公共イメージ 新たな掲示板の設置
５．青少年奉仕 交換学生への支援協力
６．地域社会奉仕 新たな地区補助金活用事業
７．出席率９０％以上
メンターの活用及び新入会員へのメイクの
奨励
８．国際大会への参加 オンツー・トロント

小 渕 法 律 事 務 所
所長弁護士

小渕喜代治

前橋市南町 2-43-2 SK21 ﾋﾞﾙ A 棟6 階
ＴＥＬ

027-221-1933

◎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

パンのある暮らしを豊かに…
各種パン製造及び販売
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本社工場 〒３７２-０８３２ 群馬県伊勢崎市除ヶ町１０
ＴＥＬ（０２７０）３２‐１３５１
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E-mail pan@gunichi.com
URL http://gunichi.com
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