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ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動月間

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

会長報告並びに御礼のご挨拶
会長 新井 良和
私の任された会長年度もいよいよ年度末を
迎えるにあたり、会員皆様に１年間のご報告
と御礼のご挨拶をさせていただきます。
１． 会長方針について
私は会長方針に「奉仕と親睦を通じてロー
タリーライフを楽しもう」という、テーマを
掲げさせて頂きました。地域社会奉仕をはじ
めとする奉仕活動、一泊例会やクリスマス例
会をはじめとする親睦活動に積極的に参加し
てロータリーライフを楽しんで頂くために、
奉仕プロジェクトチームには奉仕活動の際の
会員への早期案内と参加の呼びかけをお願い
致し、親睦チームには参加費負担の軽減と参
加した皆様に喜んでいただけるよう、充実し
たプログラムの検討をお願い致しました。担
当して頂きました皆様のご協力とご努力で、
それぞれの事業・活動に多くの参加を頂き、
ロータリーの楽しさを実感して頂けたと感じ
ております。
２． 重点目標について
（１）会員にクラブの活動参加を促し、ロー
タリーライフを楽しんでいただく
（２）５大奉仕活動を実践する
①クラブ奉仕
協調性と連帯感を持って活動し、クラブ
の活性化を図る
②職業奉仕
高い倫理基準の実践を通じて高潔性を
推進する
③社会奉仕
地域のニーズに則した奉仕事業を実践
する
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④国際奉仕
地元で生活する外国人（特に子供）に対
する支援事業を実施する
⑤青少年奉仕
ＲＡＣ、青少年交換学生、米山記念奨学
生を支援する
(３)ロータリー賞へチャレンジする（３項目）
①クラブのサポートと強化
②人道的奉仕の重点化と強化
③公共イメージと認知度の向上
(４)国際大会への参加（オンツー ハンブルグ）
(５)数値目標の全項目達成を目指す
上記重点目標につきましては、概ね達成出来
たと考えておりますが、新入会員の入会目標が
目標人数に達しなかったことと、ロータリー賞
へチャレンジすることが厳しい状況にあるこ
とは、会員の皆様にお詫び申し上げる次第であ
ります。
３． 数値目標について
項

目

1.新会員

2.出席率
3.Ｒ財団
年次寄付

4.Ｒ財団
ポリオ寄付
5.米山記念
奨学寄付

目 標
７名以上
９０％以上
1 人 150 ドル以

実 績
５名入会
９０.７２%
1 人 156 ドル

上(全員実行)

(全員実行)

1人

1 人 30 ドル

30 ドル

以上(全員実行)

(全員実行)

1 人 16,000 円 1 人 17,238 円
以上(全員実行)

以上(全員実行)

2019 年 6 月 19 日現在
上記の通り、数値目標につきましては一部を
除き達成する事が出来ました。ご尽力いただき
ました会員の皆様に心より感謝申し上げます。

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。

４． 年度総括
今年度は地区に森田ガバナーエレクトを輩
出し、スタッフとして１４名が私も含め出向い
たしました。そのためグループリーダー・チー
ムリーダーには比較的経験年数の浅い方々に
重責を担って頂き、大変ご苦労をお掛けした年
であったと思います。しかしながら、お引き受
けいただきましたグループリーダー・チームリ
・ガバナー 牛久保哲男君には
ーダーはじめ会員皆様のご理解とご協力によ
りまして、年度当初に計画いたしました全ての
事業計画が無事に実行され、私といたしまして
も、何とか伝統ある伊勢崎ロータリークラブの
会長を務めることが出来ました。最後になりま
すが、次年度の星野会長・原幹事のご活躍をご
祈念するとともに、支えて頂きました関幹事を
はじめ、全ての皆様に心より感謝を申し上げ、
退任のご挨拶とさせて頂きます。一年間本当に
ありがとうございました。
御礼のご挨拶
幹事 関 徹也
今年度クラブ目標「奉仕と親睦を通してロー
タリーライフを楽しもう」皆さまと一緒に邁進
できましたこと、こころ暖かいご協力ありがと
うございました。
楽しいクラブライフ、楽しい例会、楽しい事
業の達成度は？思い多く難しいです。
仲間と親睦、事業を通して絆ができ、また今
まで経験できなかった数々のことを経験する
ことができ人生たいへん勉強になりました。
1 週間に 1 回例会で集まり、仲間と談笑する
ことがロータリーの魅力であり、入会以来、多
くのプログラムに参加し楽しんできました。
今年度の例会は多くのメンバーの皆さまに
登壇しお話をしていただくことを念頭に行っ
てきました。反省は外部講師の方のお話をきく
ことができませんでした。テーブル内での談笑
するクラブフォーラムをとることが少なくな
ってしまったことに、春のある日に気がつきま
したが修正できませんでした。
これからもメンバーといつでもどこでも「や
ー」と笑顔で談笑し、勉強するクラブライフを
楽しんでいきたいと思います。
よろしくお願い致します。
1 年間メンバーの皆様に感謝、感謝、ありが
とうございました。

本日のプログラム
ロータリーソング
「手に手つないで」
・最終例会 ＰＭ６：００
ニコニコＢＯＸ
累計１，１８０，０１８円
・新井良和さんには今日は現新役員理事合同連
絡会議に出席される方はよろしくお願い致し
ます。
・古賀友二さんには今日で７５才と３６４日で
す。
・藤生政雄さんには今晩の新旧役員会議に所用
があって欠席させて頂きます。申し訳ござい
ません。
・星野文彦さんには本日の合同会議の出席の皆
様には長丁場ですが、よろしくお願い致しま
す。
・原 敬さんには地区青少年交換委員長に出向
させて頂き、委員長を２年間つとめさせて頂
きました。とても貴重な経験が出来ました。
ありがとうございました。
・須永忠利さんには丸山さんの一年の頑張りに敬
意を表し。
・山崎由紀雄さんにはチームの一員として。
・松島光雄さんには３月以来、投入していないの
で、年度末にもう１回投入させて頂きます。
・新井龍一さんには丸山ボスの頑張りに敬意を表
して。これで今晩のおかずはフリカケです。エ
ーン！
・伊藤進太郎さんには５年間本当にありがとうご
ざいました。
・岡部修久さんにはチームリーダー卓話を受けて
頂いたチームリーダーの皆様、本当にありがと
うございました。
・唐沢かおりさんには奨学生のオベン帰国に際し
ましては皆様のあたたかいカンパを頂きまし
て、ありがとうございました。
・森田裕一さんには今日、前橋清陵高校で家庭科
の授業をさせて頂きました。上毛新聞が取材に
来ていたので、明日の誌面に載るかもしれませ
ん｡
・松島郁夫さんには「留学生支援ネットワークｉ
ｎ群馬」１６日日曜日前橋で開催し、無事終了
いたしました。上毛新聞に掲載されありがとう
ございました。
・松原史明さんには６月の誕生祝ありがとうござ
いました。来年４８歳になれるよう頑張りま
す！
・由井政喜さんには丸山委員長１年間大変お疲れ
様でした。

・青木清勝さんには６月２４日をもちまして桐生
信用金庫を任期満了並びに定年により退会致
します。同時にロータリークラブについても退
会させて頂くことになりました。入会してわず
か１年でありますが、この間会員の皆様には大
変お世話になりました。伊勢崎ロータリークラ
ブの益々の御健勝、御多幸とを祈念申しあげま
す。ありがとうございました。
以上１７件（４２，０００円）

◎新会員
つ げ

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）

次の例会日
７月３日（水）
年度始初例会 各御祝
会長・幹事挨拶

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）

６月１９日例会報告
（栁田 陽平）
Ⅰ会長挨拶・報告
(1) 会長挨拶
(2) 臨時理事会報告
1) 退会・新会員承認の件
2) 特別会員規定の件
3) ５ＲＣコンサート負担金の件
(3) ベネファクター感謝状・バッジ授与
新井良和さん
Ⅱ幹事報告
(1)森田ガバナーエレクト事務所より地区研修協
議会お礼状
(2)ロータリー米山記念奨学会よりハイライトよ
ねやま送付について
(3)ロータリー友手帳希望者に配布してます。
…関幹事
Ⅲ出席報告
本日 出席７８名欠席６名出席率９５．１２％
6/5 出席７６名欠席８名出席率９１．５７％
Ⅳチーム活動報告
・クラブ研修、地域社会奉仕、親睦、ニコニコ
プログラム会報チーム
Ⅴクラブ総会
・伊勢崎ロータリークラブ細則の件
Ⅵ会務報告
(1) 例会変更のお知らせ
（群馬境）
６月２７日（木）休会
（伊勢崎中央）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

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）

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
葬儀・墓石・仏壇・生花
ゴダイ

◆RC member 割引中!!
葬儀
中！！中！！
グループ

中！！

葬儀・墓石・仏壇供養の全てを自社一貫

施行

本社伊勢崎市三室町 5277℡0270(62)6525 Fax0270(62)7243
Fax0270(62)7243

代表取締役 多部田 敬三

葬儀２４時間対応 0120-005239
◇他県内６店展開中

