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ロータリー：インスピレーションになろう

No.２１
１２月１２日

ROTARY： ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ
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

疾病予防と治療月間

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」
・新会員卓話
・伊勢崎ＲＡＣ報告
ニコニコＢＯＸ
累計
５１８，０１０円
・群馬境ＲＣ布施光一様、沼田哲博様には、２
月３日のＩＭをよろしくお願い致します。
・新井良和さんには１２月１日に森田ガバナー
エレクト年度の最初の会議であります第１
回ガバナー補佐会議が無事終了致しました。
クラブの皆様これからもご協力よろしくお
願い致します。
・森田高史さんには先週の土曜日、2019-2020
年度第１回ガバナー補佐会議が開催されま
した。地区の森田年度もいよいよスタートい
たしましたのでご報告いたします。今後とも
よろしくお願い致します。
・茂木克美さんには経済的理由での川柳ロータ
リーの友１２月号に掲載されました。
・藤生政雄さんには誕生祝を頂き有難う御座居
ます。
・辻 健夫さんには第１１回のチャリティゴル
フが１２７名の参加で行うことが出来、上毛
新聞社の「愛の募金」への寄附することが出
来ましたので！又ルークが柳澤宅へ移りま
した。また柳澤さんよろしくお願いします。
・古作 望さんには前橋、岩神でインフルエン
ザによる学級閉鎖がありました。予防注射は
お早めに。
・多部田敬三さんにはＲＣ野球大会準優勝の賞
状授与並び誕生祝ありがとうございました。

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

・髙橋郁夫さんには第１回ガバナー補佐会議が
無事終了しました。関係者の皆様お疲れ様で
した。そしてありがとうございました。
・柳井正臣さんにはお蔭様で３５年今後もがん
ばります。
・田中泰亨さんには皆勤６年！まさか私が！こ
れからもよろしくお願い致します。
・城田丈紘さんには先週の卓話では不慣れな話
でしたがお聞き頂きありがとうございまし
た。また資料作成につきご協力頂きました皆
様ありがとうございました。
・小島 悟さんには結婚祝の花束を頂きありが
とうございました。
・柳澤 武さんには青少年交換学生歓迎会とＢ
ＢＱでは多くの会員の皆様にご参加頂きあり
がとうございました。また、結婚記念日のお
祝を頂き、ありがとうございました。
・髙橋しげみさんには誕生祝ありがとうござい
ます。これからもよろしくお願い致します。
・角田秀則さんにはＨ３０年もあっという間に
師走です。本年は不動産業にたずさわり過去
最高の１１月末時点で１人で１３０件の売買
を行いました。また、１ヵ月弱あります。伊
勢崎市へ根付ける様、更に尽力致します。
・徳江朋了さんには皆様に楽しい年末年始が訪
れますように。
・矢尾 隆さんには丸山さんの隣に座っている
ので。
・由井政喜さんには丸山さんいつもお疲れ様で
す。そして笑顔をありがとうございます。
以上１９件（５５，０００円）
次の例会日
１２月１９日（水）
クリスマス例会 点鐘１７：４５

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。

１２月５日例会報告
（司会：髙橋しげみ）
Ⅰ会長挨拶・報告
(1)会長挨拶
(2)理事会報告
1)一泊例会事業報告書
2)クラブ指導力セミナー事業報告書
3)2019-20 年度役員・理事承認の件
4)地区補助金申請事業計画の件
5)地区委員推薦の件 6)国際大会出席の件
7)退会・新会員所属チームの件
8)ＩＭ・合同事業について
9)例会振替 1/23 休会→1/26 卒園生送る会
(3)米山記念奨学生選考委員委嘱状授与
(4)野球大会賞状授与
Ⅱ幹事報告
(1)例会変更（伊勢崎中央ＲＣ他２件）
詳細につきましては事務局にご確認下さい。
(2)伊勢崎青年会議所より新春祝賀パーティー開
催について プリオパレス
１月９日（水）１８：３０～ 対象：会長
(3)伊勢崎佐波医師会より新年会のご案内
１月５日（土）１７：３０～ 対象：会長
…関幹事
・ＩＭ（２／３・日）のご案内
…群馬境ＲＣ
Ⅲ出席報告
本日 出席７２名欠席１２名出席率８８．８９％
11/21 出席７６名欠席８名出席率９５．００％
Ⅳ年次総会
2019～2020 年度役員・理事
役員
（敬称略）
会 長
星野 文彦
直前会長 新井 良和
会長ｴﾚｸﾄ 多部田敬三
幹 事
原
敬
会 計
石田
保
理事
森田 高史（ガバナー）
辻
健夫（地区大会実行委員長）
関
徹也（地区担当副幹事）
久保木雅彦（幹事エレクト）
丸橋
幹（クラブ研修リーダー）
神﨑 大輔（会場監督担当）
柳井 正臣（会員組織強化担当）
久保 貴則（奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当）
小此木正博（Ｒ財団米山奨学会担当）
五十嵐秀行（公共イメージ担当）
新井 龍一（ｸﾗﾌﾞ管理運営担当）
後閑 正裕（地域社会奉仕）
伊藤進太郎（親睦）

◎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
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
8／24～12／1 辻 友康さん
12／2～
柳澤 武さん
青少年長期交換派遣学生 辻 優香さん
共愛学園高等学校
Ⅴ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
（群馬境）
１２月１３日（木）変更
（伊勢崎中央）１２月２０日（木）夜間
（伊勢崎南） １２月１８日（火）夜間
（伊勢崎東） １２月１７日（月）変更
(2)ＲＩよりロータリーレート
１２月 １ドル＝１１２円
来訪者
（群馬境ＲＣ）布施光一さん 沼田哲博さん

「介護」を通じて地域に貢献します

社会福祉法人まがたま会
常務理事 原 敬
代表取締役

蜂 須 賀

芳 勝

〒３７２－００４５ 群馬県伊勢崎市上泉町１１８－６
ＴＥＬ （０２７０） ２３－５６２４
ＦＡＸ （０２７０） ２３－５０１７

〒372－0813 伊勢崎市韮塚町 848－1 TEL 0270－21－3311
＜介護に関するご相談窓口＞
恵風荘居宅介護支援事業所
坂東介護支援センター
宮郷介護支援センター
＜施設・事業所＞
特別養護老人ホーム恵風荘 恵風荘ショートステイサービス ケアハウス和光ハイツ
特別養護老人ホームぶどうの郷 グループホームぶどうの郷 宮郷ショートハウス
恵風荘デイサービスセンター 坂東デイサービスセンター 宮郷デイサービスセンター
伊勢崎ヘルパーステーション 住宅型有料老人ホーム楽寿苑

