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ロータリー：インスピレーションになろう

No.４０
６月５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

ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動月間

本日のプログラム
ロータリーソング
「君が代」
「奉仕の理想」
６月各御祝
誕生祝

柳井正臣さん
星 好則さん
古賀友二さん
宮澤秀利さん

関 徹也さん
松原史明さん
薬師弘亮さん

結婚祝

山崎裕紀雄さん 加藤 学さん

創立祝

柘植 忍さん 薬師弘亮さん
丸山ふでみさん 由井政喜さん
多部田敬三さん 杉原俊夫さん

・講話「重点政策」
五十嵐清隆伊勢崎市長 様
ニコニコＢＯＸ

累計１，０７６，０１８円

・新井良和さんには１２日の地区研修協議会に
ご参加頂いた皆様お疲れ様でした。お蔭様で
無事終了出来ました。ありがとうございまし
た。
・森田高史さんには先週の地区研修協議会には
多くの皆様にご出席頂きまして誠にありがと
うございました。お蔭様で年度内の大きな研
修を修了することが出来ました。今後ともよ
ろしくお願い致します。
・川端 護さんには５月１１日伊勢原ロータリ
ークラブ５０周年大会に出席させてもらい、
久しぶりに従兄と再会してきました。

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

・藤生政雄さんには創立祝を頂き、有りがとう御
座居ます。
・星野文彦さんには森田年度地区研修協議会では
大変ご苦労様でした。ガバナースタッフの皆さ
んも設営等の準備ご苦労様でした。
・高橋郁夫さんには地区研修協議会無事終了出来
ました。すべての人に感謝します。
・原 敬さんには５／１２の地区研修協議会にご
参加頂いた皆様には、大変お世話になり、あり
がとうございました。森田ガバナーエレクト、
ガバナースタッフの皆様、素晴らしい研修会を
ありがとうございました。
・山崎裕紀雄さんには先週は皆勤の表彰をありが
とうございます。連続とぎれぬよう精進いたし
ます。
・岡部修久さんには実は先月、平成のおわりに、
第３子が生まれました。予定では令和生まれで
したが、平成３１年生まれになってしまいまし
た。ただ母子共に健康ですので、よかったです。
・新井良和さんには今年度幹事クラブの田島会長
はじめ群馬境ＲＣの皆様には大変お世話になり
ます。
（5/22）
・森田高史さんには本日は群馬境ＲＣ様におかれ
ましては、素晴らしい設営を頂き誠にありがと
うございます。第２分区Ｂの皆様には次年度も
１年間、何卒宜しくお願い致します。
（5/22）
以上１１件（２５，０００円）

５月１５日例会報告
（司会：角田 秀則）
Ⅰ会長挨拶・報告
(1) 会長挨拶（伊勢原ＲＣ周年報告・地区研修協
議会）
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。

(2) 米山記念奨学会感謝状授与
第１回 山崎裕紀雄さん
Ⅱ幹事報告
(1)例会変更（前橋東ＲＣ他１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長期交換学生歓送
会・壮行会開催のご案内 前橋問屋センター
６月１６日（日）１１：００～１３：３０
対象：森田ＧＥ、会長、幹事、青少年関係者
(３)館林東ＲＣより創立記念例会御礼状
…関幹事
Ⅲ出席報告
本日 出席７７名欠席７名出席率９３．９０％
4/24 出席７０名欠席１４名出席率８６．４２％
Ⅳチーム活動報告
・青少年、例会、職業奉仕、広報、出席チーム
Ⅴ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
（伊勢崎中央）６月２０日（木）夜間例会
６月２７日（木）休会
(2)ＲＩよりロータリーレート
６月 １ドル＝１１０円
次の例会日
６月１２日（水）
各チーム活動報告

◎新会員
つ げ

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＞
６／１９
各チーム活動報告
６／２６
さよなら夜間例会

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）

来訪者
（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』

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）

…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４年
カウンセラー細井瑞貴さん
○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～ 6／24 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

平和プロパンガス有限会社
代表取締役社長 小澤 弘

大 進 建 設 ㈱
代表取締役会長 齋 藤 公 男
伊勢崎市平和町２５－５
ＴＥＬ ２５－０７７５

