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

ロータリー財団月間
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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「現在の日本及び世界情勢」
薬師 弘亮さん
ニコニコＢＯＸ
累計 ４６３，０１１円
月間
・伊勢崎中央ＲＣ髙橋淳子様には伊勢崎地区分
区女子会の開催ありがとうございました。心
より感謝致します。
・伊勢崎中央ＲＣ浅野香奈様には今日はお世話
になります。よろしくお願い致します。
・伊勢崎中央ＲＣ北原由美子様には今日はよろ
しくお願いします。
・伊勢崎中央ＲＣ市来美恵子様には１１月より
伊勢崎中央ＲＣに入会致しました。よろしく
お願いします。
・辻優香保護者辻 友康様にはこの度は娘の留
学に関してスポンサークラブになって頂き
ありがとうございます。
・石田 保さんには３日にきれいな花をありが
とうございました。また地区大会のゴルフ参
加された方、今年は少数精鋭でしたが、ご苦
労さまでした。
・茂木克美さんには「上毛新聞ハレブタイ」と
検索して頂きＪコミニュケーション未来塾
のクラウドファンディングに是非ご協力を
お願い致します。
・辻 健夫さんには誕生祝ありがとうございま
した。孫がお世話をかけますがよろしくお願
いします。
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・多部田敬三さんには結婚祝ありがとうござい
ます。妻も感謝しておりました。
・久保木雅彦さんには創立祝ありがとうござい
ました。お蔭様で２３年になりました。
・山﨑健一さんにはローターアクト「アクトの
日田島弥平旧宅清掃活動」並びに「青少年交
換学生バーベキュー交流会」
「青少年交換学生
歓迎会」にご参加頂きました皆様ありがとう
ございました。
・原 敬さんには先日のＢＢＱ交流会では大変
お世話になりました。会場を提供して頂いた
加藤さんありがとうございました。青少年交
換学生のジュリーさん、今日はスピーチ頑張
って！辻優香さん、ご両親ご来訪ありがとう
ございます。来年の留学に向けて、これから
頑張って下さい。
・下山 裕さんには誕生祝を頂きありがとうご
ざいました。
以上１３件（３０，０００円）
次の例会日
１１月２２日（水）会員卓話予定

１１月８日例会報告
（司会：大和 勲）
Ⅰ会長報告
(1)会長挨拶（地区ゴルフ報告）
(2)青少年交換学生へお小遣い
Ⅱ幹事報告
(1)例会変更（前橋東ＲＣ他２件）
(2)田中ガバナー事務所より
・茶の湯研修会のご案内 高崎市
１２月３日（日）１１：００～１３：００
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。

・青少年長期交換学生オリエンテーション、カ
ウンセラー、ＨＦ懇談会のご案内
１１月２６日（日）１３：３０～１５：３０
前橋問屋センター会館 対象：原・関・ＨＦ
…星野幹事
・１２／９（土）易水会忘年ゴルフコンペ、ご参
加お願いします。
…新井龍さん
・Ｊコミニュケーション紹介。
…茂木Ｒの友ＴＭ
Ⅲ出席報告
本日 出席６９名欠席２０名出席率８２．１４％
10/25 出席７１名欠席１８名出席率８４．５２％
Ⅳ青少年交換学生スピーチ
・青少年交換派遣候補生挨拶 辻 優香さん
・青少年交換学生スピーチ
Ｊulie Marie Munsch さん
Ⅴ卓話（Ｒ財団月間）
・いまさら聞けない「Ｒ財団について」
Ｒ財団ＴＬ 奥野哲司さん
Ⅵ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
（群馬境）
１１月１６日（木）変更
（伊勢崎中央）１１月１６日（木）振替
（伊勢崎南） １１月２８日（火）休会
(2)ＲＩよりロータリーレート
１１月 １ドル＝１１４円
来訪者
（伊勢崎中央）田村直之さん髙橋淳子さん
浅野香奈さん 北原由美子さん
市来美恵子さん
（青少年交換派遣候補生）辻 優香さん
保護者 友康さん・絵梨子さん
青少年長期交換受入学生
Ｊulie Marie Munsch さん
＜地区大会来場に関するご案内＞
１．ＪＲ高崎駅からシャトルバス１５分間隔
２．お車の方「城南球場立体駐車場」にご駐車
お願いします。
３．高崎アリーナ 受付 建物南側「正門」２Ｆ
地区役員の方は「正門」１Ｆ

創業５０年

◎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）
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.
2017-2018 年度会長方針 石田 保
『 世代を超えて・・・和・輪 』

培われた信用と最新の技術を貴医院に…
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