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

ロータリー親睦活動月間
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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

御礼のご挨拶
会長 石田 保
お蔭様で一年間皆様の御協力のもと何とか、
一年間過ごす事が出来ました。大変ありがとう
ございした。心より感謝申し上げます。
今年度ＲＩ会長でありますイアン・ライズリ
ーの年次テーマは、
「ロータリー：変化をもた
らす」また、２８４０地区田中ガバナーの年次
テーマは、
「ロータリーのある人生を誇りにし
月間
よう」でありました。
このテーマでありますが伊勢崎クラブ自体
品格、威厳をもってのクラブ運営。また、ロー
タリー：変化をもたらすにおいて、ここ数年を
もっての、数多くの運営が出来ていると思いま
す。
又、今年度５ＲＣ幹事クラブとして５ＲＣク
ラブ合同公式訪問、ＩＭなど会員の皆様には大
変お世話になりました。
クラブ内のことですが、奉仕プロジェクトに
おいて山﨑グループリーダーのもと福島県児
童養護施設への３カ年計画の最後の年となり
３施設への寄贈式を実施し、４年目になりまし
たニコＢＯＸ活用事業による群馬県児童養護
施設卒園生へのスーツの寄贈事業など奉仕の
実践が出来たと思います。ローターアクトクラ
ブでございますが、数年前の休会の危機から今
年度山﨑グループリーダーを始め、髙橋しげみ
チームリーダーのもと、十数年振りに地区代表
をだし、地区大会を行なうという偉業を成し遂
げました。ローターアクトクラブも大変活気を
とり戻しつつあると思います。
田中ガバナー公共イメージの向上をという
もと公共イメージ看板を５ヵ所マスコミへの
ＰＲ
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ＰＲととてもロータリーのイメージ向上がはか
れたと思います。
クラブ管理運営についきましては岸グループ
リーダーのもと３年ぶりの一泊例会、夏・夜の
夜間例会ととても充実して親睦がはかれたと思
います。
財団につきまして、１人１５０ドルのところ、
１８５ドル・ポリオ３０ドル。米山記念奨学寄
付につきまして、１人１６０００円のところ１
９２２９円と目標を達成できたことに感謝申し
上げます。
今年度会員組織強化において今年度９名増と
掲げておりましたが結果的には、３名減となっ
てしまったこと、出席率９０％以上を掲げて、
達成出来なかった事こと、今年度休会を認めて
てしまったこと、これにつきましては、６月の
理事会において、今後休会はないということで
出席率が上がると思います。
ただ今年度、森田クラブ研修リーダーをお願
いして家庭集会、前期１回後期１回、今年度初
めてとなる、クラブ指導力育成セミナーなど、
新会員に対しての教育は一定の成果があったと
思います。
タイのシンブリ国立病院への寄贈式が日程が
折り合わず、行けなかったこと誠に申し訳あり
ませんでした。
このような数々の事業をささえてくれた役
員・理事・チームリーダー会員の皆様に感謝申
し上げ、又新井会長、関幹事年度が素晴らしい
年度となりますことをご祈念申し上げまして退
任の挨拶と致します。
一年間ご支援、ご協力ありがとうございました。

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。

御礼のご挨拶
幹事 星野文彦
本日のプログラム
本日、最終例会を迎えるにあたり、御礼のご挨
拶と簡単ではございますが報告を申し上げます。
地区での方針、｢ロータリーのある人生を誇り
にしよう｣ということで会員増強、公共イメージ
向上を柱とした運営方針で、当クラブの石田会
長はその方針を全員参加で全うしようと年度の
初めに｢世代を超えて・・・和・輪｣というクラブ
テーマを掲げスタートいたしました。私は幹事と
して会長方針を極力、具現化したいと思いクラブ
会員、事務局、他クラブとの架け橋役として 1 年
間のクラブ運営をして行こうと思い行動してき
ました。
現実には、なかなか計画通りに運営していくと
いうのは難しいものでした。ただ現在の伊勢崎Ｒ
Ｃは世代を超えて和・輪に確実に近づいたクラブ
になっているという実感をしています。会長が打
ち出したすべての数値目標を達成できることは
今現在では困難になってしまいましたが、会長方
針達成度は満足のいくものだと信じております。
本当に微力で申し訳ありませんでしたが、少しだ
けでもクラブが親睦を中心とした奉仕ができた
ことには満足しています。
また、今年度は 5 クラブの幹事クラブとして下
記のような活動をしてきましたことを報告致し
ます。
日 付

行 事 名

平成２９年７月１９日

第１回５ＲＣ会長幹事会

平成２９年８月３０日

第２回５ＲＣ会長幹事会

平成２９年９月２日

５ＲＣ合同公式訪問・懇親会

平成２９年１１月２７日

第３回５ＲＣ会長幹事会

平成３０年１月２９日

第４回５ＲＣ会長幹事会

平成３０年３月２５日

インターシティーミーティング

平成３０年４月１３日

ロータリーデイ植栽事業

平成３０年４月１８日

第５回５ＲＣ会長幹事会

平成３０年５月１６日

５ＲＣ合同ゴルフコンペ

平成３０年５月１６日

５ＲＣ合同例会・懇親会

平成３０年６月２７日

５ＲＣ新旧会長幹事会

上記、４クラブご協力のもと無事終了致しました。
最後になりますが、石田年度の１９回の理事会、４５
回の例会、各グループ事業で幹事として微力ながら
活動できましたのは、各ＧＬ、各ＴＬ、全会員のすべて
の皆様のご理解、ご協力のお陰です。
心よりの感謝と御礼を申し上げます。

ロータリーソング
「それでこそロータリー」
・最終例会 ＰＭ６：００
ニコニコＢＯＸ

累計１，１４８，０１９円

・ガバナー補佐森田高史さんには石田会長、星
野幹事をはじめ、伊勢崎ロータリークラブの
会員の皆様には、１年間大変お世話になり誠
にありがとうございました。次年度はガバナ
ーエレクトとしてお世話になりますので引き
続きよろしくお願い致します。
・石田 保さんには鈴木先生におかれましては、
今日よろしくお願い致します。
・新井良和さんには今日の午後３時より開催予
定の現新役員理事・ＴＬ・地区役員等合同会
議に出席予定の方はよろしくお願い致しま
す。
・伊能富雄さんには会員皆様の友情に感謝して。
・古賀友二さんには誕生祝ありがとうございま
す。後期高齢者となりました。
・平田 進さんには日頃は伊勢崎ジュニアオー
ケストラの活動に対し、ご協力頂きありがと
うございます。各テーブルにチラシを２種類
置かせて頂いております。１枚目はオーケス
トラの技術指導を頂いている群馬交響楽団の
先生方に依る演奏会のご案内、２枚目は群馬
県庁で開かれる台湾との交流行事のご案内で
す。チケットご希望の方は、平田、長島へお
知らせ頂きます様御願い致します。日頃のご
協力に感謝致します。
・山﨑健一さんには本日は鈴木守様ご来訪あり
がとうございます。心より歓迎致します。
・原 敬さんには青少年交換学生のジュリーが
来週２１日に帰国します。一年間お世話にな
り。ありがとうございました。ジュリーアメ
リカに戻っても頑張れ！
・須永忠利さんにはいつもお祝いありがとうご
ざいます。
・松原史明さんには先週は誕生日祝を頂きまし
て、ありがとうございました。健康に気をつ
けてこれからも頑張ります。
・薬師弘亮さんには誕生祝と創立祝ありがとう
ございました。
以上１１件（２９，０００円）

◎新会員
６月１３日例会報告
（司会：川端正行）
Ⅰ会長報告
(1)会長挨拶（新会員承認）
(2)青少年交換学生へお小遣い・学生挨拶
Ⅱ幹事報告
(1)例会変更（碓氷安中）
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現新地区役員等合同
会議開催のご案内 エテルナ高崎
６月１６日（土）ＰＭ１８：００～
対象：牛久保ＰＧ、森田ＧＮ、伊能、新井
高橋、原、岸
…星野幹事
・次年度理事会報告
1）七夕まつり、伊勢崎まつり協賛依頼の件
2）7/14 社明パレードの件
…新井会長エレクト
・易水会、ご参加よろしくお願いします。
…新井龍さん
・退会挨拶
…伊能富雄さん
Ⅲ出席報告
本日 出席７５名欠席１３名出席率８７．２１％
6/6 出席７８名欠席１０名出席率８９．６６％
Ⅳガバナー補佐訪問 森田 高史さん
Ⅴ卓話
・
「教養と教養力」
元群馬大学長 前上武大学長
医学博士
鈴木 守 様
Ⅵ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
（群馬境）
６月２８日（木）休会
（伊勢崎中央） ６月２１日（木）夜間
６月２８日（木）休会
（伊勢崎東）
６月２５日（月）休会
(2)ＲＩよりロータリーレート
６月 １ドル＝１１０円
来訪者
（元群馬大学長前上武大学長）鈴木 守様
（ガバナー補佐訪問） 森田 高史 様
（青少年交換学生）
Ｊulie Marie Munsch さん

電装・ワイヤーハーネス と プラスチック成形 の－

伊勢崎市柳原町６１
ＴＥＬ ２５－４６５３
代表取締役社長 丸 橋 幹

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）

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

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 』

