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ロータリー：変化をもたらす
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１０月２５日

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
「手に手つないで」
・卓話（地域社会奉仕）
地域社会奉仕ＴＬ 加藤 学さん
ニコニコＢＯＸ
累計
３４７，０１１円
月間
・栗原俊夫さんには先週は、欠席してすみませ
んでした。又、創立祝ありがとう御座居ます。
・新井良和さんには先週金曜日の商工会議所の
ゴルフコンペで、ちょっと良い事がありまし
た。
・古作 望さんには誕生祝ありがとうございま
した。
・多部田敬三さんには本日、米山記念奨学１０
月、月間卓話をさせて頂きます。宜しくお願
い致します。
・関 徹也さんに先週の日曜日高山ゴルフクラ
ブの選手権で優勝しました。来週の易水会よ
ろしくお願いします。
・長岡大次郎さんには創立祝を頂きありがとう
ございました。
・山崎裕紀雄さんには先週は誕生日のお祝いを
ありがとうございます。ＲＣでの与えられた
仕事頑張ります。改めまして会員候補者の情
報をよろしくお願い致します。
・新井龍一さんには先日は会社の創立祝をあり
がとうございました。また先日の商工会議所
の会員コンペではありがとうございました。

伊勢崎ロータリークラブ
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・髙橋しげみさんにはお蔭様で比叡山での２回
目の修行入檀潅頂を満行致しました。月末に
３回目の行が待っておりますが、頑張って乗
り切りたいと思います！
以上９件（１８，０００円）
ニコニコＢＯＸ 10/18 累計 ３６６，０１１円
・石田 保さんには今日の一泊例会には大勢の
皆さんに参加頂き、ありがとうございました。
また、親睦チームの皆さんには、大変ご苦労
様です。
・星野文彦さんには岸ＧＬ、小此木ＴＬ、親睦
チームの皆様設営ご苦労様です。明日参加し
ている皆様が無事に帰るまでよろしくお願い
致します。最後に易水会で４位なのに何もも
らえませんでした。
・峯岸則幸さんには伊勢崎ＲＣ、易水会で第３
位となりました。
・栗原俊夫さんには準優勝が出来ました。あり
がとうございました。
・岸 慈音さんには本日ご参加まことにありが
とうございます。
・桒原信介さんには先日は結婚記念日に素敵な
花束を頂き、ありがとうございました。ゴル
フはハンデに恵まれず残念でした。
・岡部修久さんには今朝、組合せを見た時は、
ちょっとしたイジメかと思いましたが大変優
しい大先輩方のお蔭で、なんとか今日のプレ
ー費が、捻出出来ました。次回も５枚でお願
い致します。
以上７件（１９，０００円）
次の例会日
１１月１日（水）各御祝
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。

◎新会員
１０月１１日例会報告
（司会：丸橋 幹）
Ⅰ会長報告
(1)会長挨拶（米山寄付依頼）
Ⅱ幹事報告
(1)例会変更（群馬境他２件）
詳細につきましては事務局にご確認下さい。
(2)来週１８日一泊例会、ゴルフよろしくお願いし
ます。
…星野幹事

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）

・アクトの日（10/26）ＦＡ群馬放送案内。ご参
加よろしくお願いします。
…髙橋ローターアクトＴＬ
・一泊例会バス出しますので希望の方はご連絡お
願いします。
…小此木親睦ＴＬ
・アクトの日（10/26）ご参加よろしくお願いし
ます。
…松﨑地区ＲＡ代表

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）

Ⅲ出席報告
本日 出席７５名欠席１４名出席率８７．２１％
9/27 出席７７名欠席１２名出席率８８．５１％
Ⅳ卓話（米山月間）
・地区米山奨学委員 多部田敬三さん
Ⅴ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
（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） 山崎泰男さん
（地区ＲＡ代表）松﨑真祐さん

2017-2018 年度会長方針 石田 保
『 世代を超えて・・・和・輪 』
１０月１８日例会報告
・一泊例会 千明仁泉亭（伊香保）

ゆ い

まさき

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）
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

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.

関東運輸局指定民間車検工場
キグナス石油㈱特約店

世界の銘酒が揃った店

リカーショップ

大 沢

伊勢崎市山王町１２３０
TEL23-5438 本店 25-2155
大 沢 孝 一

代表取締役

奥
■自動車整備工場
■八斗島給油所
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〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町 660-7
電 話（0270）3 2 - 3 3 2 6
〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町 660-7
電 話（0270）3 2 - 3 3 3 7
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