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ロータリー：インスピレーションになろう
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ROTARY： ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ

経済と地域社会の発展・米山月間

Rotary International
Ｒｌ会長 バリー・ラシン氏
R･I 加盟承認 1954 年 3 月 30 日 2018-2019 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：新井 良和 幹事：関 徹也
プログラム・会報チームリーダー：岡部 修久

公式訪問記念号
本日のプログラム

第２８４０地区
宮内

敦夫ガバナー

2018-2019年度 地区運営方針

「クラブを元気に、世界に奉仕を、
みんなで回そうロータリーの輪」
地区目標
１．ロータリー賞を目指そう
２．クラブを活性化しよう＜魅力あるクラブを
創るために＞
３．ロータリー活動は自己形成である
４．地区・クラブのビジョン（戦略計画）を持
とう
５．公共イメージと認知度の向上を図ろう
６．ロータリー財団の補助金を活用して、地域
社会・世界に奉仕をしよう
７．2840 地区の数値目標を達成しよう
・会員増強：地区目標 110 名、クラブ目標会
員数の５％以上
・ロータリー財団寄付 150 ドル以上
メジャードナー５名以上
・ポリオ寄付 30 ドル以上
・米山奨学金寄付 16,000 円以上
８．地区大会は地区の総会であり祭りです。全
員が参加しよう
９．Rotary Day を開催しよう
10. IM (Intercity Meeting)を開催し、私たちの
｢未来｣を語ろう

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

ロータリーソング
「手に手つないで」
１２：１０ ガバナー公式訪問
１３：２０ クラブ協議会
ニコニコＢＯＸ
累計
３１３，０１０円
・ガバナー補佐原 邦昭様にはガバナー公式訪
問の事前訪問でお伺いしました。宜しくお願
い致します。
・前橋東ＲＣ釘島伸博様、山中のり子様には前
橋東ＲＣよりお邪魔します。いつもお世話に
なり感謝しております。
・新井良和さんには第２分区Ｂ原ガバナー補佐
様、来週のガバナー訪問ご指導よろしくお願
い申し上げます。
・森田高史さんには先週の野球大会では多部田
監督、選手の皆さん準決勝進出、おめでとう
ございました。２７日も決勝目指してガンバ
ッテください。
・蜂須賀芳勝さんには結婚記念日のキレイなお
花ありがとうございました。金婚式が過ぎて
これから 100 才迄の第２の人生を楽しみたい
と思います。
・多部田敬三さんには野球大会お蔭様で、１回
戦２回戦勝利出来ました。優勝を目指します。
・高橋郁夫さんには気持ちを静める為に投入し
ます。何かあったらニコボックス。
・岸 慈音さんには前橋東ＲＣの釘島会長、山
中青少年委員長、お越し頂きありがとうござ
います。また娘の花音とリリーのホストクラ
ブとしてご尽力頂き、ありがとうございます。
・久保木雅彦さんにはロータリー野球大会順決
勝進出おめでとうございます。城田さんがジ
ャイアンツの菅野選手のようでした。
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。

・原 敬さんには原ガバナー補佐、前橋東ＲＣ釘
島会長様、山中青少年奉仕委員長、ご来訪あり
がとうございます。青少年交換学生リリーさん
のホストクラブとして大変お世話になってお
ります。
・須永忠利さんには本日はプリオパレス２Ｆにて
市川團十郎夫人、市川海老蔵母上の堀越希実子
さんの着物展示会を催しております。ご本人も
明日までおりますので、ぜひ奥様等のご来場を
お待ちしております。
・唐沢かおりさんには今月は米山奨学月間です。
まだ御寄付をされていない方は今月中にお願
い致します。
以上１３件（２８，０００円）
次の例会日
１０月３１日（水）
青少年交換学生帰朝報告

１０月１７日例会報告
（司会：髙橋しげみ）
Ⅰ会長挨拶・報告
(1)会長挨拶（出席率メイク依頼）
(2)マルチプルハリスフェローバッジ授与
第３回 齋藤公男さん
Ⅱ幹事報告
・群馬境ＲＣより伊勢崎５ＲＣ会長幹事会のご案
内 １０月２５日（木）１８：３０～
対象：会長、幹事、原地区委員長
…関幹事
Ⅲ出席報告
本日 出席７３名欠席１１名出席率８７．９５％
10/3 出席７４名欠席１０名出席率９０．２４％
Ⅳガバナー補佐事前訪問
・第２分区Ｂガバナー補佐 原 邦昭さん
Ⅴ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
（伊勢崎南） １０月３０日（火）休会
(2)ＲＩよりロータリーレート
１０月 １ドル＝１１２円

◎新会員
いしぜき

たかし

あおき

きよかつ

石関 孝史さん
（株）群馬銀行
商業銀行
ﾒﾝﾀｰ新井良和さん
７／２５入会（Ｒ・Ａ）

青木 清勝さん
桐生信用金庫
金融業
ﾒﾝﾀｰ高橋郁夫さん
６／２０入会（親睦）
青少年情報
○米山記念奨学生 オベン，メイビスさん
東京福祉大学３年
カウンセラー唐沢かおりさん
○2018－2019
青少年長期交換受入学生（通称ルーク）
Luke Christopher HAHN さん
アメリカミネソタ州 １８才
カウンセラー 長岡大次郎さん
ホストファミリー
8／24～11／30 辻 友康さん
青少年長期交換派遣学生 辻 優香さん
共愛学園高等学校

2018-2019 年度会長方針 新井良和
『奉仕と親睦を通して
ロータリーライフを楽しもう』
クラブ目標
１．新入会員
７名以上
２．出席率維持 ９０％以上
３．ロータリー財団年次寄付
１人１５０ドル以上（全員実行）
４．ロータリー財団ポリオ寄付
１人 ３０ドル以上（全員実行）
５．米山記念奨学会寄付
１人 １６，０００円以上（全員実行）

来訪者
（ガバナー補佐） 原 邦昭さん
（前橋東）釘島伸博さん 山中のり子さん
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