ISESAKI ROTARY CLUB WEEKLY

ＮＯ．３０８２
２０１８年

ロータリー：変化をもたらす

No.２８
２月１４日

ROTARY： MAKING A DIFFERENCE

平和と紛争予防/紛争解決月間

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」
・講話「医師と核戦争予防」
前橋協立病院 深沢 尚伊 様
（群馬県保険医協会副会長
月間
反核医師の会 常任世話人）
ニコニコＢＯＸ
累計 ７７５，０１１円
・石田 保さんには土曜日のローターアクト年
次大会には大変お世話になりました。又、誕
生祝ありがとうございます。
・茂木克美さんにはあっと言うまの４３年。こ
れからの皆勤賞の一里塚にしたいと思いま
す。
・齋藤公男さんには結婚祝ありがとうございま
す。お蔭様５０年になります。健康である事
に感謝して。
・平田 進さんには４月７日に伊勢崎ジュニア
オーケストラの第２０回定期演奏会を開催す
ることとなりました。金食い虫の団でありま
すので、又皆様の御協力を宜しくお願い致し
ます。
・奥野哲司さんには創立祝ありがとうございま
す。
・岸 慈音さんには土曜日に行なわれたロータ
ーアクト年次大会にご出席いただいた皆様、
誠にありがとうございました。ローターアク
トも、大会運営にあたり努力したうえの成功
だったと思います。今後もローターアクトを
宜しくお願いします。

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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・山﨑健一さんにはＲＡ年次大会ではご出席の
皆様ご協力ありがとうございました。又、皆
様のお蔭で８年皆勤を頂きました。ありがと
ございました。
・六本木恒宏さんにはローターアクト年次大会
に、初めて参加しました。素晴らしい若者た
ちに触れる事が出来ました。
・川端正行さんには結婚祝ありがとうございま
す。
以上９件（１９，０００円）
次の例会日
２０１８年２月２１日（水）
卓話予定
※２８（水）夜間例会（一心太助）

２月７日例会報告
（司会：加藤 敏雄）
Ⅰ会長報告
(1)会長挨拶・報告
ＩＭ（3/25）会員全員が対象になりますので、
参加お願いします。
(2)理事会報告
1)2017-18 年度上半期収支報告承認の件
2)広瀬川クリーン日程（3/31）
Ⅱ幹事報告
(1)例会変更（富岡ＲＣ他 4 件）
詳細につきましては事務局にご確認下さい。
(2)宮内ガバナーエレクト事務所より会長エレク
ト・次年度幹事セミナーのお知らせ
３月１７日（土）～１８日（日）伊香保福一
対象：次年度地区役員・会長ｴﾚｸﾄ・幹事ｴﾚｸﾄ
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。

(3)田中ガバナー事務所より青少年交換学生宿泊
オリエンテーションのご案内
２月１０日～１１日 安中
対象：原・青少年交換学生
(4)ロータリー米山記念奨学会より確定申告用領
収証の件 対象者に配布してます。
(5)ＩＭ、参加並びにアンケートよろしくお願い
します。
…星野幹事
・２／２８夜間例会、出欠のご記入お願いします。
…須永親睦ＴＭ
・ジュニアオーケストラの寄付、よろしくお願い
します。
…平田さん
Ⅲ出席報告
本日 出席７３名欠席１５名出席率８５．８８％
1/24 出席７４名欠席１４名出席率８６．０４％
Ⅳクラブ協議会
・2017-18 年度上半期収支報告
Ⅴ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
（伊勢崎中央）２月１５日（木）夜間
（伊勢崎南） ２月２０日（火）変更
２月２７日（火）休会
（伊勢崎東） ２月２６日（月）夜間
(2)ＲＩよりロータリーレート
２月 １ドル＝１１０円

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

ＲＩ2840 地区方針

◎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
ホストファミリー
8／19～11／17 町田博幸さん
11／18～12／16 原 敬さん
1／14～1／27
12／17～1／13 多部田敬三さん
1／28～3／31
城田丈紘さん
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

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.

㈱大倉コンピュータ
ＮＥＣ特約店・群馬リコー特約店
（キャノン・エプソン他各社の）
レーザープリンタ用のカートリッジの再生品販売
伊勢崎市中央町２３－３ Tel 0270-23-1041

ストーリーの或る 野菜 果物を
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藤

生

代表取締役会長 藤生政雄
ＴＥＬ（０２７０）６３－５５８８
ＦＡＸ（０２７０）６３－５５８０

