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ロータリー：変化をもたらす

No.３８
５月２３日

ROTARY： MAKING A DIFFERENCE

青少年奉仕月間

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」
・講話「重点政策」
五十嵐清隆伊勢崎市長 様
ニコニコＢＯＸ（5/9）累計１，０４４，０１９円
月間
・新井良和さんには結婚祝ありがとうございま
した。
・中川 一さんには創立祝ありがとう御座居ま
す。
・藤生政雄さんには創立祝を頂きありがとう御
座居ました。
・榎 良一さんには結婚祝ありがとうございま
す。
・岸 慈音さんには創立祝ありがとうございま
した。また、昨日、安中ロータリークラブに
ローターアクト地区委員長として、出前卓話
をしてきました。
・小此木正博さんには誕生日祝ありがとうござ
いました。体力維持に努めたいと思います。
・加藤 学さんには皆勤賞を頂き、ありがとう
ございます。色々と困難もありますが、１０
年目指してがんばります。
・原 敬さんには青少年交換学生のジュリーの
例会出席も、本日を含めてあと２回になりま
した。先日の易水会では２位になれました。
ありがとうございます。
・竹内健治さんには２回休んでしまいました。
又ガンバリます！
・小澤 弘さんには結婚祝、ありがとうござい
ます。２３年になりました。仲良くガンバリ
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
E-mail isesaki@rid2840.jp

・田中泰亨さんには先日は結婚記念日に素敵な
花束をありがとうございます。
・後閑正裕さんには結婚記念日には素敵な花を
ありがとうございました。
・須藤正也さんには誕生日祝ありがとうござい
ます。
以上１３件（２６，０００円）
ニコニコＢＯＸ（5/16）累計１，０５９，０１９円
・森田高史さんには本日は第２分区Ｂのロータ
リーアンの皆様には、ご出席頂きまして誠に
ありがとうございます。１年間、会員の皆様
にご協力頂きましたことに心から感謝申し上
げます。
・石田 保さんには５ＲＣ合同例会、今日はよ
ろしくお願いします。あと少し！
・星野文彦さんには本日はゴルフに参加された
方には朝早くからご苦労様でした。合同事業
は本日で最後となりました。懇親会までよろし
くお願い致します。
・栗原俊夫さんには本日のゴルフはまあまあで
した。
・岸 慈音さんには本日は早朝より５ＲＣ合同
ゴルフコンペに参加頂いた皆様、誠にありが
とうございました。
・丸山ふでみさんには今日もブービーメーカー
でした。メンバーに恵まれ楽しくコースを回れ
ました。ありがとうございました。
・松島郁夫さんには天気とメンバーに恵まれ３
位になれました！ありがとうございます。
以上７件（１５，０００円）
次の例会日
２０１８年５月３０日（水）
外部卓話予定

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
５月１１日例会報告
（司会：矢尾 隆）

Ⅰ会長報告
(1)会長挨拶（感謝状）
(2)理事会報告
1）現新合同会議（6/13）2）事業報告会（6/20）
3）協賛依頼 4）クールビズ（5 月～10 月）
(3)青少年交換学生へお小遣い授与
(4)米山記念奨学生挨拶
Ⅱ幹事報告
(1)例会変更（群馬境ＲＣ他８件）
詳細につきましては事務局にご確認下さい。
…星野幹事
・ＲＡ視察報告
…松﨑地区ＲＡ代表
・伊勢崎市応援団広報
伊勢崎市役所 田部井恵美子さん星野忠良さん
Ⅲ出席報告
本日 出席７２名欠席１６名出席率８５．７１％
4/18 出席７４名欠席１４名出席率８７．０６％
Ⅳ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
(1)例会変更のお知らせ
（群馬境）
６月１４日（木）休会
（伊勢崎中央） ５月３１日（木）休会
（伊勢崎東）
５月２８日（月）休会
(2)ＲＩよりロータリーレート
５月 １ドル＝１０８円
来訪者
（伊勢崎市役所）田部井恵美子さん
星野忠良さん
（地区ＲＡ代表）松﨑真祐さん
（青少年学生）Ｊulie Marie Munsch さん
（米山奨学生）オベン,メイビスさん
５月１６日例会報告
・５ＲＣ合同例会 （司会：丸橋 幹）
５ＲＣ合同懇親会（司会：小此木正博）

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
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

・取り扱い保険会社８社より最適なプランを
ご提案します。節約・節税・事業継承や
相続対策まで、ご相談下さい。
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