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ロータリー：インスピレーションになろう

No.３９
５月１５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

青少年奉仕月間

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」
・各チーム活動報告
ニコニコＢＯＸ

累計１，０５１，０１８円

・新井良和さんには令和の時代が始まりました。
伊勢崎ＲＣが新しい時代を迎え、さらなる発
展を遂げられるよう、ご協力よろしくお願い
致します。また、結婚祝ありがとうございま
す。
・古賀友二さんには結婚祝ありがとうございま
す。もう４５年を迎えました。
・渋澤一良さんには良い事がありました。
・高橋郁夫さんには５月１２日地区研修協議会
関係者の皆様へ頑張りましょう。
・岸 慈音さんには創立祝ありがとうございま
す。また、４月２８、２９日に福岡でおこな
われた全国ローターアクト研修会に参加して
きました。参加者１０００名を超す、素晴ら
しい大会でした。
・小此木正博さんには誕生祝ありがとうござい
ます。令和元年ということで気持ちもひきし
まります。
・加藤 学さんには徳江さんの元奥様から多く
の方に葬儀に参列いただいたこと、生前、親
しんで頂いたことに、大変感謝していると伝
言を預かりました。皆勤賞ありがとうござい
ます。
・原 敬さんには先日は結婚祝にきれいな花束
をありがとうございました。

伊勢崎ロータリークラブ
例
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１２時１０分
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・須永忠利さんには結婚祝をありがとうござい
ました。
・小澤 弘さんには結婚祝をありがとうござい
ます。２３年たちました。妻を大切にしたい
と思います。
・田中泰亨さんには令和に入り、良い事もあり、
結婚記念日も素敵な花束もありがとうござい
ます！
・新井龍一さんには本日は５年皆勤賞を頂きあ
りがとうございました。５年皆勤賞は特別な
バッジらしいので、早速メルカリにて売ろう
かなと。うそです。１０年皆勤取れるよう頑
張ります。
・後閑正裕さんには結婚記念日に素敵な花束を
ありがとうございました。
・丸山ふでみさんには先日の易水会のゴルフコ
ンペで初優勝をさせて頂きました。うれしか
ったので、投入させて頂きました！
・須藤正也さんには誕生祝ありがとうございま
した。
・松浦大耕さんには創立祝ありがとうございま
した。
以上１６件（３５，０００円）
次の例会日
５月２２日（水）５ＲＣ合同夜間例会
点鐘１８：３０
※５月２９日（水）休会
＜例会直近予定＞
６／ ５
五十嵐市長卓話
６／１２
各チーム活動報告
６／１９
各チーム活動報告
６／２６
さよなら夜間例会

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
つ げ

来訪者
（青少年交換学生）
Luke Christopher HAHN さん

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）

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）

５月８日例会報告
（司会：五十嵐秀行）
Ⅰ会長挨拶・報告
(1) 会長挨拶
(2) 理事会報告
1)現新役員合同会議（6/19）の件
2)さよなら例会（6/26）の件
3)賛助会費納入依頼の件 4)退会の件
5)公共イメージ看板設置の件
6)クールビズの件
(3) 青少年交換学生へお小遣い授与
Ⅱ幹事報告
(1)例会変更（前橋南ＲＣ他４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現新地区役員合同会
議のご案内 館林文化会館
６月１５日（土）１８：００～１９：３０
対象者：牛久保ＰＧ・森田ＧＥ・Ｇスタッフ
…関幹事
Ⅲ出席報告
本日 出席７３名欠席１２名出席率９０．１２％
4/17 出席７９名欠席５名出席率９６．３４％
Ⅳ各チーム活動報告
・Ｒ財団、米山、運営、会員増強チーム
Ⅴ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
（伊勢崎南）５月２１日（火）振替休会
５月２８日（火）休会
(2)ＲＩよりロータリーレート
５月 １ドル＝１１２円

たかはし

ひろゆき

まつうら

だいこう

高橋 弘幸さん
あかぎ信用組合
信用組合
ﾒﾝﾀｰ山崎裕紀雄さん
３／６入会（会員増強）
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）
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）
いしぜき

たかし

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）
…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
関東運輸局指定民間車検工場
キグナス石油㈱特約店

代表取締役

奥
■自動車整備工場
■八斗島給油所

野
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〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町 660-7
電 話（0270）3 2 - 3 3 2 6
〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町 660-7
電 話（0270）3 2 - 3 3 3 7
ＦＡＸ（0270）3 1 - 1 0 1 8

