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ロータリーは機会の扉を開く

No.５
８月５日

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES

会員増強・拡大月間

Rotary International
Ｒｌ会長 ホルガー・クナーク氏
R･I 加盟承認 1954 年 3 月 30 日 2020-2021 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：髙橋 郁夫 幹事：久保木雅彦
プログラム・会報委員長：由井 政喜
会員数 ７８名

本日のプログラム
ロータリーソング
「君が代」
「奉仕の理想」
８月各御祝
誕生祝

須田 満さん 奥野哲司さん
原
敬さん 矢尾 隆さん
中川 一さん

創立祝

窪田 実さん 岸 慈音さん

皆勤賞

３５年
１０年
９年
８年
５年

川端 護さん
五十嵐秀行さん
関 徹也さん
安部良憲さん
後閑正裕さん

(3)事務局の勤務時間は 9：00～16：00 です。
(4)役職・住所変更の方は事務局までお願いしま
す。
…久保木幹事
Ⅲ出席報告
本日出席６１名欠席１７名出席率９１．０４％
7/8 出席６４名欠席１４名出席率９５．５２％
Ⅳクラブフォーラム
・担当理事・委員長方針発表
星担当理事・須藤委員長・薬師委員長・小澤
委員長・岸委員長・関委員長・長島委員長
Ⅴ会務報告
(1)例会変更のお知らせ
（伊勢崎中央）８月１３日（木）休会
（伊勢崎南） ８月１１日（火）休会
（伊勢崎東） ８月１０日（月）休会
(2)ＲＩよりロータリーレート
８月 １ドル＝１０５円

７月２２日例会報告
（司会：安部良憲）
Ⅰ会長挨拶・報告
(1)会長挨拶・報告
(2)親睦活動費授与 易水会・野球部
Ⅱ幹事報告
(1)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
(2)友好クラブ交流事業「軽井沢ゴルフコンペ」
のご案内 太平洋クラブ軽井沢リゾート
９月２７日（日）
・２８日（月）
ご参加お願いいたします。

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

例会・数値目標 速報

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。

ニコニコＢＯＸ

累計

８４，０００円

・髙橋郁夫さんにはＲＩのメッセージ、地区のメ
ッセージそれに準じたクラブの方向性を決め
たいと思います。
・星 好則さんにはクラブ管理運営委員会担当を
仰せつかりました。宜しくお願い致します。

米山情報
○米山記念奨学生 李 佳瑶（ﾘ ｶﾖｳ）さん
共愛学園前橋国際大学４年
カウンセラー多部田敬三さん
＜例会直近予定＞

以上２件（４，０００円）
８／２６
９／ ２
９／ ９
９／１６
９／２３
９／３０

次の例会日
８月１９日（水）
卓話（会員増強拡大月間）
※８月１２日（水）休会

夜間例会 点鐘 18：00
各御祝
卓話予定
クラブフォーラム
ガバナー公式訪問
休会

地区ガバナーテーマ
「奉仕の喜び Happiness to Serve」

伊勢原 RC＆伊勢崎 RC＆茅野 RC 親睦コンペ

より多く奉仕して、より多くの喜びを
分かち合いましょう。

1

2020-2021 年度 会長方針

髙橋郁夫

『思いやりのある親睦と
納得のできる奉仕の実行』
数値目標

１．新入会員 ６名以上（純増１名）
２．出席率維持 ９２％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）
６．大口寄付者 1 人以上
７．ウェブサイトソーシャルメディアへの掲載
3 回以上

開催要領
日 時
2020 年 9 月 27 日（日）9 時 59 分浅間 OUT・
IN 同時スタート（5 組/計 10 組）
2020 年 9 月 28 日（月）8 時 28 分白樺 OUT・
IN 同時スタート（5 組/計 10 組）
開会式：練習グリーン前 9 時 30 分
2 場 所
太平洋クラブ軽井沢リゾート
群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢 2032-279
電話：0279-84-4111
3 費 用
一泊 4 食ホテル宿泊含め
セルフ 2 人乗用カート〈35,700 円〉
部屋：シングル 18 室 ツイン 11 室確保済
※1R でも OK です。
パーティからの参加も OK です。
（費用、詳細等は改めてご案内いたします）

※シングル利用の方は、2,000 円プラス
※飲み物等は別途・各個人ロッカーホルダー
にて清算
※初日のクラブハウスパーティはしゃぶし
ゃぶの予定
※詳細等は改めてご案内いたします。

花キューピット加盟店

電 器 部 品 組 立・製造

有限会社 今 村 製 作 所

全国・海外にも
お花が送れます。

〒３７９－２２１２ 伊勢崎市堀下町１６３３
ＴＥＬ０２７０（６３）０６６０
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代表取締役 星 野 文 彦

伊勢崎市東本町３９ ＴＥＬ０２７０（２４）１２３０

