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ロータリーは世界をつなぐ

No.２３
１２月１１日

ROTARY CONNECTS THE WORLD
Rotary International
Ｒｌ会長 マーク・ダニエル・マローニー氏
R･I 加盟承認 1954 年 3 月 30 日 2019-2020 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：星野 文彦 幹事：原
敬
プログラム・会報委員長：松島 郁夫 現在会員数 ８１名

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」
・「趣味の会員卓話」
板垣時央さん

１２月４日例会報告
（司会：薬師弘亮）
Ⅰ会長挨拶・報告
(1) 会長挨拶・報告
(2) 理事会報告
1) 2020-21 年度役員・理事承認の件
2)クラブ指導力セミナー計画書の件
3)新会員セミナー計画書の件
4)グローバル補助金事業の件
5)国際大会ツアーの件
6)卓話計画書の件
7)首里城火災に対する支援金の件
8)地区補助金活用事業報告
9)友好クラブ締結事業報告書
(3)ポールハリスフェロー感謝状・バッジ授与
第１回星 好則さん
(4)米山記念奨学感謝状授与第１回星 好則さん
Ⅱ幹事報告
(1) 例会変更（伊勢崎中央ＲＣ他３件）
詳細につきましては事務局にご確認下さい。
…原幹事
・Ｒ財団、米山寄付依頼
…小此木Ｒ財団・米山担当理事
・Ｒの友記事紹介、公式訪問報告
…五十嵐公共イメージ担当理事

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

Ⅲ出席報告
本日出席６９名欠席１２名出席率８７．３４％
11/20 出席７４名欠席７名出席率９３．６７％
Ⅳ年次総会
2020～2021 年度役員・理事
役員
（敬称略）
会 長
髙橋 郁夫
直前会長 星野 文彦
会長ｴﾚｸﾄ 久保木雅彦
幹 事
久保木雅彦
会 計
新井 良和
理事
丸橋
幹（クラブ研修リーダー）
安部 良憲（会場監督担当）
加藤
学（会員組織強化担当）
原
敬（奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当）
松島 光雄（Ｒ財団米山奨学会担当）
久保 貴則（公共イメージ担当）
星
好則（ｸﾗﾌﾞ管理運営担当）
小澤
弘（地域社会奉仕）
宮澤 秀利（親睦）
小此木正博（幹事エレクト）
Ⅴ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
（群馬境）
１２月１２日（木）夜間例会
（伊勢崎中央）１２月１９日（木）夜間例会
（伊勢崎南） １２月１７日（火）夜間例会
(2)ＲＩよりロータリーレート
１２月 １ドル＝１０８円
ニコニコＢＯＸ
累計 ５５６，０１０円
・茂木克美さんにはロータリーの友「柳壇」に
掲載されました。皆さんも是非「脱線話」を
投稿して下さい。
・細井瑞貴さんには創立祝をありがとうござい
ます。
・多部田敬三さんには誕生祝ありがとうござい
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。

・髙橋郁夫さんには初チャレンジでお肉検定１
級、２級併願して、両方合格出来ました。
社員に威厳が保てました。
・柳井正臣さんには創立祝をいただきありがと
うございます。今後もがんばります。
・田中泰亨さんには皆勤賞ありがとうございま
す。ツイてます！
・新井龍一さんにはこの度、毎年１月１日に頂
・ガバナー
牛久保哲男君には
戴しておりました結婚祝の花束を諸般の事情
により頂くことが出来なくなりました。また
新しい結婚祝の日が決まりましたらご報告を
申し上げます。よろしくお願い致します。
・薬師弘亮さんには結婚祝ありがとうございま
した。
以上８件（１６，０００円）
2019-2020 年度 会長方針

星野文彦

『作ろう会員の絆、創造しようクラブの未来』

クラブ数値目標
１．新入会員
７名以上
２．出席率維持 ９２％以上
３．ロータリー財団年次寄付寄付(前期納付)
１人１５０ドル以上（全員実行）
４．ロータリー財団ポリオ寄付(前期納付)
１人 ３０ドル以上（全員実行）
５．米山記念奨学会寄付(前期納付)
１人 １６，０００円以上（全員実行）

地区ガバナーテーマ
『 クラブ イノベーション 』
ＣＬＵＢ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ
～クラブの将来像を明確にし
クラブ改革を実践しよう～

米山・青少年情報

くぼた

みのる

窪田 実 さん
東京海上日動火災保険（株）
損害保険
８／７入会（親睦）
ﾒﾝﾀｰ岸 慈音さん
さとう

けん

佐藤 賢さん
桐生信用金庫
金融業
７／１入会（運営）
ﾒﾝﾀｰ高橋郁夫さん
…よろしくお願いします。
◎新会員（2018-19 年下半期入会）
つ げ

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）
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

○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
○2019－2020 年度
青少年長期交換受入学生
Faith Adler さん
アメリカオレゴン州 １６才
カウンセラー 松原史明さん
第１ホストファミリー田中泰亨さん
第２ホストファミリー小林義行さん
青少年長期交換派遣学生 田中ひよりさん
本庄東高等学校

森田税務会計事務所(税務代理)
関東ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社(経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ)
ﾓﾘﾀ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｾﾝﾀｰ(人材派遣)
税理士･行政書士

◎新会員

森田 高史

群馬県伊勢崎市宗高町９２番地
TEL:０２７０－２５－１４４１

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）
次の例会日
１２月１８日（水）
クリスマス例会 点鐘１８：００
１２月２５日・2020 年１月１日休会

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。

〒372-0058 群馬県伊勢崎市西田町 88
Tel.0270-24-0011 Fax.0270-24-0600
ISO 9001:2000
登録番号 JQA-QM8655
ISO 14001:2004 登録番号 JQA-EM6219

