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ロータリー：変化をもたらす

No.３５
４月１８日

ROTARY： MAKING A DIFFERENCE

母子の健康月間

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
「それでこそロータリー」
・卓 話
板垣 時央 様
ニコニコＢＯＸ
累計 ９９２，０１９円
・石田 保さんには今日の家庭集会よろしくお
願いします。
月間
・星野文彦さんには前回の例会では、誕生祝を
して頂き、ありがとうございました。
・中川 一さんには結婚祝ありがとう御座居ま
した。
・藤生政雄さんには結婚祝を頂きありがとう御
座居ました！
・多賀谷 剛さんには創立祝を頂き有難うござ
います。来年も貰える様に現社長には、頑張
って仕事をしてもらいます。
・平田 進さんには４月７日に伊勢崎ジュニア
オーケストラ定期演奏会を行いました。皆様
の援助のお蔭です。誠にありがとうございま
す。
・高橋郁夫さんには本日今年度２回目の家庭集
会が開催されます。森田チームリーダー、角
田さん、伊藤さん設営段取りありがとうござ
います。
・大和 勲さんには創立祝ありがとうございま
した。４月１日より幼、保、連携型こども園
として、すみれこども園になりました。よろ
しくお願いします。
・原 敬さんには先週は結婚祝と創立祝を頂き
ありがとうございました。青少年交換学生の
ジュリーは、城田さんのお宅で２ヶ月お世話
になり、今月かつて留学した梨本さんのお宅
に移動しました。

伊勢崎ロータリークラブ
例 会
会 場
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１２時１０分
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・長島 誠さんには先週は創立祝ありがとうご
ざいました。
・安部良憲さんには誕生祝を頂き、ありがとう
ございます。
・新井龍一さんには易水会のコンペ案内です。
４月１９日のコンペの締切は本日です。皆様
の参加を心よりお待ちしております。本日昼
夜ともに欠席ですみません。易水会のコンペ
の申込は本日締切です。よろしくお願いしま
す。
・丸山ふでみさんには先日娘の子供の保育園の
入園式と進級式に行ってきました。微笑まし
くて、嬉しかったです。手をあげる姿を見て
日々の成長を感じ、自分自身も頑張ろうと思
います。
・髙橋しげみさんには創立祝ありがとうござい
ました。これからもよろしくお願い致します。
・角田秀則さんには先週は誕生祝ありがとうご
ざいました。４／１４で４６才になります。
いよいよ５０才が見えてきましたが、ますま
す仕事もロータリーも頑張りたいと思います。
・岡部修久さんには皆勤賞ありがとうございま
した。次回も頂けるよう頑張ります。
・唐沢かおりさんにはお蔭様で次男が就職する
ことが出来ました。ありがとうございました。
・森田裕一さんには開業祝をありがとうござい
ました。
・松島郁夫さんには誕生祝、創立祝ありがとう
ございました。または初司会お聞き苦しい点
もあったと思いますが、ありがとうございま
した。
・須藤正也さんには１年皆勤賞ありがとうござ
いました。今後も頑張ります。
・由井政喜さんには先週は誕生祝と結婚祝を頂
き、大変ありがとうございました。
以上２１件（５１，０００円）
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。

次の例会日
２０１８年４月２５日（水）
伊勢崎警察署長卓話予定
※５月 ２日（水）休会
５月１６日（水）５ＲＣ合同夜間例会

◎新会員

ゆ い

４月１１日例会報告
（司会：丸橋 幹）
Ⅰ会長報告
(1)会長挨拶（５ＲＣ植樹）
(2)米山カウンセラー委嘱状授与唐沢かおりさん
(3)青少年交換学生へお小遣い授与
Ⅱ幹事報告
(1)例会変更（伊勢崎東ＲＣ他５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歴代地区幹事会のご
案内 伊香保福一 対象：伊能、新井
５月１７日（木）１６：００～
(3)宮内ガバナーエレクト事務所より御礼状
(4)伊勢崎青年会議所より創立５５周年記念式典
のご案内 プリオパレス 対象：会長
５月１２日（土）１６：００～
…星野幹事
・家庭集会、ＰＭ６：００からですので、よろし
くお願いします。
…角田クラブ研修ＴＭ
Ⅲ出席報告
本日 出席７７名欠席１１名出席率８９．５３％
3/28 出席７９名欠席 ９名出席率９１．８６％
Ⅳ卓話（青少年交換学生スピーチ）
・Ｊulie Marie Munsch さん
Ⅴ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
（伊勢崎南）
５月 １日（火）休会
（伊勢崎東）
４月１６日（月）休会
４月３０日（月）休会
(2)ＲＩよりロータリーレート
４月 １ドル＝１０４円
来訪者
（青少年学生）Ｊulie Marie Munsch さん
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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
4／1～6／21
梨本猛夫さん
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

地場産業とともに生きる
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