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ロータリー：インスピレーションになろう

No.３５
４月１０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

母子の健康月間

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」
・次年度組織の説明 ・新会員卓話
ニコニコＢＯＸ

累計 ９３８，０１８円

・ガバナー補佐原 邦昭様。
・新井良和さんには先週の易水会でちょと良い
事がありました。また、原ガバナー補佐様よ
うこそお越し頂きました。どうぞご指導よろ
しくお願い致します。
・齋藤公男さんには４月９日で７８才になりま
す。健康に感謝して。
・板垣時央さんには誕生祝と創立祝をありがと
うございました。未だ８２才です。１００才
めざして、頑張ります。
・藤生政雄さんには結婚祝を頂き、大変有りが
とう御座居います。今後とも宜しくお願い致
します！
・多賀谷 剛さんには創立祝有難うございます。
・平田 進さんには皆様のおかげで伊勢崎ジュ
ニアオーケストラの定期演奏会を３月３１日
に、無事開催する事が出来ました。ありがと
うございます。
・多部田敬三さんには皆勤賞ありがとうござい
ます。易水会ブッチギリ優勝を狙っていまし
たが、不本意なスコアでの優勝となりました。
・五十嵐秀行さんには創立祝ありがとうござい
ます。更なる発展を目指し、がんばります。

伊勢崎ロータリークラブ
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・加藤 学さんには誕生祝と創立祝ありがとう
ございます。
・松島郁夫さんには４月１日、５４歳になりま
した！お誕生日のお祝いありがとうございま
した。
・青木清勝さんには誕生祝ありがとうございま
す。今月で６５才となりますが、もう一頑張
りしたいと思っています。
以上１２件（２７，０００円）
次の例会日
４月１７日（水）
地区大会実行委員会部会会議

４月３日例会報告
（司会：角田秀則）

Ⅰ会長挨拶・報告
(1) 会長挨拶
(2) 理事会報告
1）クラブ研修サロン・家庭集会事業報告
2）会長ノミニーデジグネイト、幹事ノミニーデ
ジグネイトの選任の件
3）クラブ細則委員会の立ち上げの件
4）2019-20 年度組織表の承認の件
5）ラグビー大会事業計画書の件
(3) 米山カウンセラー委嘱状授与
(4) 新会員紹介
Ⅱ幹事報告
(1)例会変更（桐生西ＲＣ他２件）
詳細につきましては事務局にご確認下さい。
(2)宮内ガバナー事務所より青少年交換ホストク
ラブオリエンテーションのご案内
４月１４日（日）１４：００～１６：００
対象者：星野・原・岡部・松原
前橋問屋センター会館
…関幹事
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。

Ⅲ出席報告
本日 出席７７名欠席８名出席率９１．６７％
3/20 出席７２名欠席１３名出席率８８．８９％
Ⅳガバナー補佐訪問・地区大会について
・ガバナー補佐 原 邦昭さん
・地区大会コンセプト 森田ガバナーエレクト
Ⅴ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
（伊勢崎南）４月２３日（火）職場訪問
４月３０日（火）休会
（伊勢崎東）４月２９日（月）休会
(2)ＲＩよりロータリーレート
４月 １ドル＝１１０円

◎新会員
つ げ

まつうら

やなぎ た

ようへい

栁 田 陽平さん
（株）ウィルビック
金属製品塗装
ﾒﾝﾀｰ多部田敬三さん
１／９入会（例会）

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』

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）

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）

＜例会直近予定＞
４／２４
卓話予定
５／ １
休会
５／ ８
各御祝
５／１５
チーム報告
５／２２
５ＲＣ合同例会・ゴルフ

だいこう

松浦 大耕さん
天増寺
僧侶
ﾒﾝﾀｰ藤生政雄さん
２／６入会（運営）

来訪者
（ガバナー補佐） 原 邦昭さん

ＲＩ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」

しのぶ

柘植 忍 さん
伊勢崎福島病院
一般病院
ﾒﾝﾀｰ星野文彦さん
４／３入会（親睦）

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）
…よろしくお願いします。
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
8／24～12／1 辻 友康さん
12／2～ 3／9 柳澤 武さん
3／10～
生方哲平さん
青少年長期交換派遣学生 辻 優香さん
共愛学園高等学校
大同工業株式会社
《事業内容》

◈自動車関係部品の超硬質アルマイト
◈医療・精密部品の硬質アルマイト
◈コンピューター部品の染色アルマイト
◈日用品・家庭用品の普通アルマイト
◈その他テフロン加工・抗菌アルマイト
特殊メッキ承ります。
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